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組織が「生き残る」という視点からどう「成長」するかという視点へシフ
トするためには、組織がいかに「人間らしく」あるかが問われ、これまで
以上に全ての問い、課題、そして決定事項に「ヒト」優先で取り組むこと
が求められます。

新型コロナウイルスの感染拡大が人々の生活
や社会経済に大きな影響をもたらした 
2020年は組織にとっても、新しい働き方や

ビジネスの在り方と向き合う一年となりました。多く
の組織が予期せぬ危機的状況に応えることを求めら
れた一方で、目まぐるしい変化の中で先を予測し、計
画を立てることが困難な状況に立たされました。こ
のパンデミックによって、A地点からB地点への変化
の道のりは数週間や数カ月ではなく、数年かけて実
現させていくもの、というこれまでの戦略策定の課題
を浮き彫りにしました。パンデミックの中、これまで
の考え方の落とし穴を突きつけられた今、一瞬にし
て物事が変化していく環境の中で、目標を達成する
ための道のりと変化のスピードを今一度見直すこと
が必要となってきています。

変化が激しい環境の中で予期せぬ事態に対応する
計画を立てておくことは大切である一方で、それだけ
では十分と言えません。それよりも重要なのは組織
がどう危機的状況を「生き残るか」考える視点から、
逆境を逆手に取り、その中でもいかに「成長するか」
を考える視点にシフトすることです。

絶え間なく混乱や変化が続く環境において「生き残
り」のみに焦点を当てていては、新しい現実を受け
入れ、その中でどう成功していくか考えることができ
なくなります。「生き残ること」にフォーカスしたマイ

ンドセットは変化や混乱を「一時的なもの」として捉
え、時が過ぎれば「これまで通り」に戻れるだろうと
いう考えに至ります。「生き残り」のマインドセットで
いる組織は世界が突きつける現実に対処することが
目的となっており、いかに「今日を乗り越えるか」と
いう点にフォーカスしがちです。

対照的に、「成長」を追求するマインドセットは、新し
い現実を受け入れながら、その中でこれまでの価値
観や規範を見直し、刷新の方向に向かわせます。この
「成長」を念頭に置いたマインドセットは変化や混乱
を一時的なものではなく、継続的に起きるもの、とい
う理解のもと、不確実性を脅威ではなく、組織を前
に推し進めるドライバーとして、捉えることができま
す。「成長」のマインドセットを持つ組織は自身に適し
た「新しい現実」を自ら選び、その新しい環境を構築
することを目指しており、今日を乗り越えるために何
ができるかを考えるだけでなく、明日以降の価値の
創造も見据えて動くことができるのです。

「生き残り」視点から「成長」への視点へのシフトは
いかに組織が「人間らしい組織」となり、「人間らしく」
いられるかにかかっていると、私たちは考えています。
組織が「人間らしく」あるためには考え方や行動を変
えるだけでなく、組織としての「在り方」を見つめな
おし、全ての問い、課題、そして決定事項に「ヒト」
優先で取り組むことが求められます。この「人間らし
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い」組織を目指すことは単なるおもしろい、いいアイ
デアであるだけでなく、組織の成長において必要不
可欠な要素でもあります。変化の激しい現代社会に
おいては、ある程度の勇気、判断力、そして柔軟性
が必要とされており、それらは人間のみが持ち合わ
せているものです。予測可能な世界にはアルゴリズ
ムと数式で対応することが可能ですが、たとえ高度
なものであったとしても、不確実性の時代に機械だ
けで対応するのは不可能です。

そのため、いかに「人間らしく」あるかがソーシャル・
エンタープライズにとっては最も重要となってきます。
「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ソーシャル・エンタープラ
イズは今後、パーパス（存在意義）とミーニング（目
的）、エシックス（倫理）とフェアネス（公平性）、グロー
ス（成長）とパッション（情熱）、コラボレーション（協
働）とリレーションシップ（絆）、そしてトランスペアレ
ンシー（透明性）とオープンネス（親しみやすさ）とい
う「人間的」な特性を組織運営の軸とすることが必
要になってきます。これらの特性を組み込むことで
ソーシャル・エンタープライズは人間的であり続ける
ことができ、不確実な時代においても発展を止める
ことなく、成長していけるのです。

組織としての「対応力」のカギとなる 
「成長」のマインドセット

今年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタ
ル・トレンドをまとめるにあたって、私たちは「生き
残るための変革を推進している組織はどうすれば成
長にフォーカスした視点にシフトできるのだろう」と
いう問いかけから始めました。本レポートでは、この
パラドックスに満ちた問いに応えるべく、組織が「生
き残り」フォーカスから「成長」フォーカスへと視点を
シフトする上で必要な特性を考察します。

本レポートは世界99か国の約6,000人におよぶ人
事部門責任者や管理職等へのアンケートをもとに、
組織のあるべき姿について解説しています。今年は
回答者のうち3,630人が役員層という結果になり、
11年というレポートの歴史の中で初めてHR以外の
役員からの回答がHR担当役員を上回り、コロナ禍
において、HRへの関心が高まっていることが明らか
になりました。アンケートでは、人々が感じる「組織

としての不確実性の時代に対処する準備度」が新型
コロナウイルスの影響で変わったのか調査するため
に、パンデミック下の経験について伺いました。

調査の結果、新型コロナウイルスがもたらした混乱
に最も適切に対応することができた組織はそれ以前
から不確実性を脅威ではなく、可能性の広がりと捉
える「成長フォーカス」のマインドセットを備えている
ことがわかりました。「自身の組織はパンデミックに
対応する準備が整っている」と答えた役員層の15%
は、絶え間なく変化するビジネス・ニーズに合わせ
て投資の方向性を柔軟に変えることに抵抗が無い傾
向が2.2倍高いことがわかりました。また、これらの
役員らは仕事の在り方に変革をもたらすためにテク
ノロジーを活用する傾向も2倍高いことがわかりま
した。そして、最も重要な発見としては、「パンデミッ
クに対応する準備ができている」と答えた方々は、
迅速な意思決定を可能にする仕事の在り方をデザイ
ンする重要性を理解している傾向が2倍高く、不確
実性に対応する上で不可欠な適応性やモビリティを
活用する準備が3倍高い傾向であることが判明しま
した。

今回の調査で見えてきた傾向は、不確実性と向き合
う組織の「対応力」は決断力や適応力等、「人間らし
い」強みをいかに組織が持ち合わせているかにか
かっており、その強みを危機的状況下のみならず、継
続的に発揮できるかということがカギとなるというこ
とです。不確実性の高い時代においても成長を遂げ
るためには、常にレジリエンス、勇気、決断力や柔軟
性を磨き、予期せぬ事態においても人間らしさの最
大の特徴である「創造性」をもって向き合い、組織の
未来の可能性を広げることができるか、という点に
かかっています。危機的状況においても、人や組織は
大きな成長を遂げることができる、ということを私た
ちはコロナ禍の一年で学びました。その一方で、絶
え間なく混乱が生じる世界においても、長期的な「成
長」を目指すマインドセットをいかに維持していくか
が、これからの課題であり、挑戦となるでしょう。

「ヒト」の側面によりフォーカスした 
「ヒューマン・キャピタル」

「混乱は新しい価値を創造するためのドライバーとな
る」という考え方とは対照的に、多くのヒューマン・

2021 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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キャピタル関連のテーマ、特に本レポートで深掘りす
るものはこれまで、制度や施策を通してアプローチ
されることが一般的でした。

今後、組織が「生き残りフォーカス」から「成長フォー
カス」へマインドセットをシフトさせるにあたって、ソ
リューションもまた、組織の成長のカギとなる「人間
らしい」特性を生かす仕組みに変わっていく必要があ
ります。今年のレポートでは、2020 デロイト・グロー
バル・ヒューマン・キャピタル・トレンドで取り上げ
た5つのトレンドを更に掘り下げ、組織の成長を後押
しする「人間らしい」特性をどの様に引き出すことが
できるか考察します。

• 従業員の身体的・精神的・経済的・社会的健
康を、制度でサポートするのではなく、ウェルビー
イングを組織文化として包括的に仕事の「在り
方」と融合させる。仕事の「在り方」そのものにウェ
ルビーイングを組み込めば、従業員は仕事を離
れている時だけでなく、仕事中もウェルビーイン
グを実感することができます。生活の質を向上さ
せる仕事は従業員のモチベーションを高め、パ
フォーマンス向上にも繋がることから、組織にとっ
てもいい方向に作用するはずです。

• 従業員の自立性と選択権を尊重し、学習意欲、
適応性、そしてやりがいを高める。自身が取り組
む仕事を従業員自らがよりコントロールできる様
にしたり、何を学ぶかを自ら選べる様にすれば一
人一人にとって一番やりがいのあることにフォー
カスすることができ、エンゲージメント向上に繋
がります。従業員の関心事と組織としてのニーズ
を融合させることで従業員のモチベーションとや
りがいを高めることはひいては組織パフォーマン
スの向上にも繋がることが期待されます。

• 「人間らしい」働き方を強化するためにテクノロ
ジーを活用した「スーパーチーム」を立ち上げる。
テクノロジーの可能性を適切に解き放つことで、
仕事の在り方を変え、従業員は人間しか持ち合

わせない強みを発揮することにフォーカスできる
様になります。個人やチームを繋ぐコラボレーショ
ンツールから意思決定をサポートするAIまで、人
とテクノロジーを融合させたチームはより迅速に、
かつダイナミックに成長を遂げることが可能とな
るでしょう。

• リアルタイムデータを用いて、将来の価値の創造
を見据えた洞察を導き出すことが、組織と従業員
の価値を高める可能性をもたらす。従業員への
理解を深めることは、彼らの能力を高めつつ、想
いをリスペクトし、ニーズに応えながら従業員と
組織が目指すべき方向性を合わせるための最初
のステップです。どの様な仕事が行われていて、
従業員がどの様に仕事に取り組んでいるのか知
ることは組織が一人一人の潜在能力を引き出す
新しい働き方を検討する上でのヒントとなるので
はないでしょうか。

• HRの役割を制度の導入と推進に留めず、組織
全体における変革を主導する役割にシフトさせ
ていく。組織が真に「人間らしく」あるために、
HRはビジネスリーダーたちと誰が、何を、どの
様に、そしてなぜその仕事に向き合うのかの議論
を重ねながら、仕事のあらゆる側面に人間的要
素を取り込んでいく上での主導的な役割を担って
いくことが期待されます。

昨年5月にリリースした特別別紙の中では組織に対
して新型コロナウイルスがもたらしたパンデミックに
よる混乱を成長に繋がる機会として捉え、Future 
of Work（新しい仕事の在り方）を前提として仕事
への復帰を目指すことを考察しました。半年以上経っ
た今、仕事の「人間らしい」側面に焦点を置くことが
組織を前進させるカギとなっており、新しい仕事のあ
り方を考える重要性は以前よりも増しています。予期
せぬ混乱にも「人間らしさ」を持って立ち向かうこと
ができる組織は混乱を通して成長していくことができ、
そうでない組織は後退していくと言えるのではないで
しょうか。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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2021 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド

今年のレポートでは、2020 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドで取り上げた5
つのトレンドを更に掘り下げ、組織が「生き残り」フォーカスから「成長」フォーカスへと視点をシフトする
上で必要な特性を考察します。

ウェルビーイング実現に向けた仕事のデザイン：ワークライフバランスの終焉
• トレンド：多くの組織では、ワークライフバランスの充実に留まらず、「ウェルビーイング」を組織文化と
して包括的に仕事の「在り方」や生活そのものに融合させ始めています。

• 「生き残り」フォーカスにおけるウェルビーイング：仕事に関連した制度を通じてウェルビーイングをサ
ポートする

• 「成長」フォーカスにおけるウェルビーイング：ウェルビーイングを仕事の在り方そのものに盛り込む

新しいスキルの獲得を超えて：従業員のポテンシャルを解き放つ
• トレンド：今後、組織には従業員の潜在能力を最大限引き出すことができる育成制度の設計が求めら
れる様になります。

• 「生き残り」フォーカスにおける新しいスキルの獲得：従業員にとって必要なスキルを組織が決め、そ
れをトップ主導の研修プログラムとして推し進める

• 「成長」フォーカスにおける新しいスキルの獲得：従業員の自立性と選択権を尊重し、彼らの関心事と
組織のニーズを融合させることで潜在能力を引き出す

スーパーチーム：仕事が生まれる場所 
• トレンド：コロナ禍の中、混乱を乗り切る上でチーム力が必要という認識が多くの組織において改め
て広まりました。

• 「生き残り」フォーカスにおけるスーパーチーム：チームをより効率的にするためのツールとしてテクノ
ロジーを活用する

• 「成長」フォーカスにおけるスーパーチーム：人とテクノロジーを融合した「スーパーチーム」の中でそ
れぞれの強みを生かし、仕事をより「人間らしく」再構築する

人材戦略の手綱を握る：仕事と人材に関する新たな指標の設定 
• トレンド：多くの組織が不確実性の高い時代において新しい方向性を見出すための指標を求めてい
ます。

• 「生き残り」フォーカスにおける人材戦略：組織の現状を把握するために数値指標等を活用する

• 「成長」フォーカスにおける人材戦略：リアルタイムデータを用いて、将来の価値の創造を見据えた洞
察を導き出し、組織としての潜在能力を引き出す

HRへのメッセージ：仕事の「リ・デザイン」を促進する
• トレンド：コロナ禍においてHR機能の必要性はより高まる中、今後、HRには組織全体の変革を推し
進める上でのリーダーとしての役割が期待されます。

• 「生き残り」フォーカスにおけるHRの立ち位置：HRの役割は制度設計と導入に留まる

• 「成長」フォーカスにおけるHRの立ち位置：仕事のあらゆる側面に人間的要素を取り込んでいくため
の変革を主導する

2021 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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Appendix: 調査の回答者の属性

Note: n=6,000.
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

アジア・太平洋

北米と中南米

ヨーロッパ、中東、
アフリカ

17%

45%
38%

図1

調査の回答者（地域）

Notes: n=6,000; figures do not sum to 100% due to rounding.
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

コンシューマー

プロフェッショナルサービス

金融

テクノロジー・メディア・通信

その他

エネルギー、資源および生産財

ライフサイエンスおよびヘルスケア

政府および公共部門

クロスインダストリー

19%

15%

15%

12%

12%

9%

7%

6%

4%

図2

調査の回答者（業界）

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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Note: n=6,000.
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

HR以外 HR 44%56%

図4

調査の回答者（所属部門）

Note: n=6,000.
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

一般社員

中間管理職

役員:

25% 副社長・執行役員

15% シニアマネージャー

14% Cスイート（CEO、CFO、CIO 等）

7% 取締役

18%

61%
21%

図3

調査の回答者（職位）

2021 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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ウェルビーイング実現に向けた 
仕事のデザイン
ワーク・ライフ・バランスの終焉

かねてより経営陣はウェルビーイングの重要性を認識していましたが、新型コロナウイルスのパンデミックにより、
その重要性は高まっています。従業員の心身のウェルビーイングは組織の死活問題としてその対応を求められる
様になり、従業員の健康を守りストレスを軽減することは、業務遂行上不可欠な要素となったのです。労働と生
活、健康、安全とウェルビーイングは分けて語れないものという事実から人と組織が共に前に進んでいくために、
多くの組織が仕事そのものの中にウェルビーイングをデザインする方法について深く考える様になりました。

Deloitte US Chief Well-Being Officer Jen Fisher（共著）

現実の変化

ウェルビーイングは、パンデミックが起こる前から、
組織課題として取り上げられていました。実際、

2020年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドでも、約9,000人の調査回答者の
うち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、ウェ
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ルビーイングは最重要トレンドとなっていました。そ
の様な状況の中、新型コロナウイルスの台頭は、ウェ
ルビーイングの重要性を再認識する契機となり、ウェ
ルビーイングが危うくなることによる結果についても
気づかされることとなりました。安全な業務遂行を
可能とし、従業員の健康を維持するため、組織は、リ
モートワークへのシフトや、現場で働く従業員の検査
と接触履歴追跡の仕組みおよび緊急医療休暇、育
児・介護、その他身体的・精神的・経済的サポート
のための新制度の確立等への迅速なリソース転換を
図りました。

パンデミックの中で、組織のリーダーたちにとってウェ
ルビーイングは最優先事項となっています。社会的に
孤立し、不況にさらされた労働者の心身の健康への
対話が公に交わされるようになり、彼らの身体的な
健康と安全の維持が引き続き最優先事項となりまし
た。組織の中には、従業員のウェルビーイングを守る
ために特別な施策を導入した企業もあります。例え
ば、デルタ航空では、パンデミックの間、新型コロナ
ウイルスの脅威にさらされた5,000人の従業員に対
して、全賃金と医療手当を支給の上、自宅待機を許
可しました1。

2020年8月、Deloitte USのチーフ・ウェルビーイ
ング・オフィサーであるJen Fisherは、LinkedInに
メッセージを投稿し、組織のウェルビーイングに影響
を与えるために採用している戦略と実践を共有する
ようリーダーたちに求めました。この投稿は数日の間
に500件以上の反応と200件のコメントを集め、組
織のウェルビーイングに対する関心の高さを明らかに
しました。組織の大小に依らずリーダーたちは、様々
な従業員セグメントのニーズに合わせた画一的では
ないウェルビーイングの施策を構築していると述べて
います。組織全体で従業員が組織・仕事から離れた
り再び繋がったりすることを許し、単なる対処療法で
はなく、彼らが精神的、感情的、社会的スキルを取得
し、順応していく取り組みに注力しています。

一方で、Fisherの投稿に対する反応で私たちにとっ
て最も刺激的だったのは、ウェルビーイングを仕事そ
のものにデザインする組織の例でした。私たちは仕
事にウェルビーイングを組み込むためのプログラム

を提供している団体から話を聞きました。デジタル
ウェルネスと生産性に注力している組織もあれば、
個人とチームレベルの双方で能力を管理している組
織もあり、更には組織にどの様に貢献するか有意義
な決定を下すための自主性を従業員個人に与えるこ
とを奨励している組織もありました。事例として
Starbucksのパートナー（バリスタ）のワークデザイ
ンが挙げられます。Starbucksのパートナーは2週
間前に勤務スケジュールを知らされると共に、もし通
勤に1時間以上要している場合はより近い店舗へ異
動することができることになっています2。

2021年の展望

2021 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・
トレンドの調査に回答した10名の経営陣のうち7名
は、リモートワークへのシフトがウェルビーイングに
良い影響を与えたと語りました。一方で、世界の多く
の地域が新型コロナウイルスに関連するロックダウ
ンの第二波に直面する中、リモートワークの持続可
能性が引き続き疑問視されています。

多くの組織において、今後のリモートワークをサポー
トする上でのワークデザインの重要性が指摘されて
います。調査対象の経営陣に、リモートワークに最も
重要な要素は何かを尋ねた所、ワークデザインに関
する選択が圧倒的に多くなりました（図1）。仕事に
関連する制度の優先順位は落ち、福利厚生制度の改
定や新たなウェルビーイングリソースの提供よりも、
デジタルコラボレーションプラットフォームの導入、業

私たちの仮説

新型コロナウイルスによって、従業員のウェ
ルビーイングと仕事の変革の必要性を再認識
させられましたが、未だ経営陣はこの2つを
結びつけることの重要性を見落としています。
個人、チーム、組織レベルでワークデザイン
にウェルビーイングを統合する組織は、労働
者が最高の気分で働き、成果を出せる持続可
能な未来を築くことが可能となります。

2021 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
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務遂行に関する個人裁量、スケジュールやミーティン
グに関する新しい規範の整備に優先順位が置かれて
います。これらは仕事の進め方にウェルビーイングを
直接組み込んでいると言えます。

とはいえ、雇用者と労働者の間には、ウェルビーイン
グの優先順位にはギャップがあることも分かりました。
経営陣、人事担当役員および従業員に対する「今後

1～3年の変革の取り組みで達成したい最も重要な
成果は何ですか」という質問について、従業員のトッ
プ3は、仕事の質の向上、イノベーションの促進そし
て従業員のウェルビーイング向上でした（図2）。一
方で、経営陣の結果では、従業員のウェルビーイン
グ向上は下から2番目となり、社会的影響の増大だ
けがそれを下回る結果となりました。株主だけでなく
全てのステークホルダーからの社会的インパクトの

Note: n=3,630 (executives). 
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

図1

リモートワークを持続可能にする最大の要因は
ワークデザインに関連
リモート／バーチャルワークを持続可能なものにするために最も重要な要素は何ですか?

デジタルコラボレーションプラットフォームの導入

業務遂行に関する個人裁量の容認

スケジューリングやミーティングに関する新しい規範の整備

チームリーダー研修への投資

インターネットや必要なテクノロジーへの自宅からのアクセス提供

自宅における作業スペースの再構築

福利厚生制度の改定 （例：介護支援やそれにかかる手当等）

新たなウェルビーイングリソースの提供

39%

36%

31%

24%

23%

16%

10%

8%

従業員にとって仕事の変革により
達成したい上位3つのゴールは
仕事の質の向上、イノベーションの促進、
そして従業員のウェルビーイングの向上

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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Note: n=4,738 (3,630 executives + 1,108 individual contributors).
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

図2

従業員はウェルビーイングのための仕事の変革を経営陣よりも優先する
今後1～3年の変革の取組みで達成したい最も重要な成果は何ですか？

従業員経営陣ランク

1

2

3

4

5

6

7

8

9

顧客満足度の向上

イノベーションの促進

コスト削減

仕事の質の向上

新しい仕事の遂行

能力向上

市場シェアの拡大

従業員のウェルビーイング向上

社会的影響の増大

仕事の質の向上

イノベーションの促進

従業員のウェルビーイング向上

顧客満足度の向上

新しい仕事の遂行

コスト削減

能力向上

市場シェアの拡大

社会的影響の増大

創出に対する期待が高まる世の中にあって、ウェル
ビーイングの優先順位を下げている経営者は、変革
の大きな機会を逃していると言えるでしょう。

人事担当役員は、それ以外の経営陣よりも、ウェル
ビーイングが仕事の変革に与える影響についてより
慎重に検討する傾向にあります。人事担当役員の
20%がウェルビーイングを優先事項としたのに対し、
それ以外の経営陣は15%でした。しかし、ウェルビー
イングを仕事に組み込んでいく取り組みは、人事だ
けではできません。意味のある違いを生むためには、
取り組みには全ての階層・機能のリーダーを巻き込
み、協働して進めていかねばなりません。

特に巻き込むべき重要な利害関係者はテクノロジー
リーダーです。今日のテクノロジーと仕事は密接に絡
み合っており、人間と機械はこれまで想像もできな
かった方法で提携して、仕事の成果創出のスピード

を高め、また、これまでにない成果創出につなげて
います。人々の働き方のあらゆる側面にテクノロジー
が深く浸透するにつれ、テクノロジーリーダーは、人
事や事業と協働しワークフローやプロセス設計・実
行に責任を負う様になっていきます。またその取り組
みが、従業員のウェルビーイングを促進していくこと
になります3。

例えば、「繋がらない権利」という概念は、2017年
に制定されたのフランスの法律で、労働者が労働時
間外の電話やメールへの応答義務を制限するもので
すが、この24時間365日 �常にオンライン� である
ことを期待される環境は、労働者のウェルビーイング
を損なう可能性があるという認識に基づくものです4。
テクノロジーがこの問題を解決するのに役立つ革新
的な例として、Daimler AG社のメールのオプション
機能「Mail on Holiday（祝日のメール）」を挙げる
ことができます。この機能は、ユーザーが休暇中に受

2021 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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信したメッセージは自動的に削除されるというもの
です。その間、システムは、送り主に対し、別の人に
連絡するか、受信者が休暇から戻った際に送り主に
連絡を取ることを伝える自動応答を送信します5。

テクノロジーリーダーは、従業員の健康、パフォーマ
ンス、生活の質の向上に必須である新しいテクノロ
ジーの導入を通じて、ウェルビーイングの実現に貢
献します。これらのテクノロジーには、人々の自己認
識や感情の調整を助ける「Emo tech（エモーション
テクノロジー）」や、グループ内の繋がりを深める
「collaboration, presence, and trust tech (コ
ラボレーションやプレゼンス、信頼関係構築に繋がる
テクノロジー）」や、健康や認知の維持・最適化を通
じた全体的な健康状態をサポートする「well tech
（ウェルテック）」等が含まれます6。これらの様なテク
ノロジーは、労働者が注意散漫になることなく、不
安を和らげ、他人と繋がり、認知や信頼を築き、学び
を早くすることを助け、ウェルビーイングの改善につ
なげます。

新たな優先事項

ウェルビーイングを仕事に組み込んでいくことを検討
している組織は、個人、チーム、および組織の3つの
レベルでアクション、ポリシー、および権限を検討し
ていく必要があります。

• 個人 :従業員は自らの制約を定めると共に、ウェ
ルビーイングに対する期待を理解しておかなけれ
ばなりません。これにより、個人とチームや組織
のニーズをバランスさせ、柔軟で筋の通った物事
の優先順位付けやウェルビーイングの実践が可
能となります。

• チーム:チームの力は、人々を互いに結びつけ、
集団としての力を発揮させることで実現します。
これらの能力を活用するには、チームメンバーが
各個人のウェルビーイングを理解し、尊重し、チー

ムが最善を尽くすことができる環境を作る必要が
あります。

• 組織 :リーダーはウェルビーイングの推進に注力
するだけではなく、ウェルビーイングを仕事に組
み込むデザインそのものや、ウェルビーイングが
事業・組織の成長に資する他の要因に影響を
与える重要事項と理解しコミットする責任があり
ます。

この3つのレベル全ての取り組みを強化することで、
組織は顧客満足度、コーポレートブランドや評判、革
新性、適応性等の分野で、成果を上げることが可能
となります。

組織は、文化、地域、機能および物理的・仮想的就
業場所の違いを伴う仕事環境にも考慮することが求
められます。以下の提案は、リーダーが上記3つの
レベルにわたる5つの環境でまずどの様な変化を考
えるべきかに関する示唆を提供します：

• 組織風土 :社会的行動や規範へのウェルビーイン
グの落とし込み

• 関係性 :同僚間の関係におけるウェルビーイング
の促進

• オペレーション:マネジメントポリシー、プロセス、
およびプログラムにおけるウェルビーイングの組
み込み

• フィジカル :ウェルビーイングを促進するための
物理的作業空間の設計

• バーチャル :ウェルビーイングを促進するための
新しいテクノロジーと仮想ワークスペースの設計 

ウェルビーイングを仕事に組み込むために組織が取
れるアクションは様々あります（図3）。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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図3

組織はウェルビーイングを仕事に組み込んでいくために
様々なアクションを取ることができる

Source: Deloitte analysis.

組織 チーム 個人

ショートブレイクの習慣や
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ウェルビーイングのモデル
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労働者の身体的、精神的、
感情的な健康上の

ニーズを支援するための
作業環境を設計

物理的なワークスペースを
活用して、チームの
コラボレーションと
パフォーマンスを促進

仮想現実等の
新しいテクノロジーを用い
て、ストレス状況（不満を抱
えた顧客の対応等）に対処
できる様にチームメンバー
のトレーニングを実施

ウェアラブルテクノロジ
ーやアプリケーションを
活用して、注意散漫を克
服し、マインドフルネスを
高め、不安を軽減

自身のウェルビーイン
グの在り方について
自発的に発言

組織風土

仕事のスケジュール、
業績管理プロセス、
リーダーシップ評価と
処遇、褒賞制度に

ウェルビーイング基準を
組み込む

チームに最も適した
ウェルビーイング施策の
適用を許可することで、
チームによる自立的
選択を可能にする

オペレーション

志向性・働き方・
個人的なニーズに基づく

チームの編成

チェックインで
ウェルビーイングに関する
ニーズや志向性を頻繁に、
積極的に、かつ定期的に
コミュニケーションする

人間関係

フィジカル

バーチャル

社会的な行動や規範に、
ウェルビーイングを
組み込む

経営の制度、プロセス、
施策の中に
ウェルビーイングを
取り入れる

ウェルビーイングを促進
する物理的作業空間の
設計

同僚間の関係の中で、
ウェルビーイングを
涵養する

ウェルビーイングのための
新しいテクノロジーと仮想
ワークスペースの設計

ウェルビーイングを着実かつ柔軟に仕事に組み込ん
でいくためには、時間をかけた取り組みが必要です。
仕事自体は急速に変化していきます。組織は個人や
チームのウェルビーイングを支援するために、この変
化に対応していかねばなりません。もはやワークライ
フバランスという枠には収まりません。パンデミック
は、ウェルビーイングはワークライフバランスではな

く、両者の統合であることを示しました。組織がウェ
ルビーイングを仕事にうまく組み込むことができれば、
ウェルビーイングは仕事と区別するものではなくなり、
全ての組織レベルと環境に組み込まれ、個々のパ
フォーマンスのみならず、可能性の推進・維持に繋
がることを示しています。

2021 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
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新しいスキルの獲得を超えて
従業員のポテンシャルを解き放つ

コロナ禍で、リーダーはメンバーに対して、自らの役割を可能な限り拡張して、やるべきことをできるだけやりきっ
てもらうことを求めました。そしてメンバーは奮起し、重要課題を特定し対応する力をボトムアップで身に着けま
した。この様に、パンデミックの中で、従業員の決定と選択の権利を与える動きが広がっています。その結果、従
業員の関心・情熱と組織のニーズとが合致する状況が生まれ、従業員はリーダーが知るよしもなかった方法で
組織の長期的発展に繋がるポテンシャルを発揮しています。

現実の変化

昨年、私たちは、仕事のダイナミックな性質と、人々
が自らを再教育するダイナミックな可能性の両方に
考慮した人材育成アプローチを執ることを提言しま
した。新型コロナウイルス前から、スキルに焦点を絞
りすぎた人材育成アプローチは組織、従業員、そして
リーダーが継続的な変化に対応するために必要なレ
ジリエンスを養う助けにはならないということは明ら
かでした。その後、組織は、混乱が組織や労働力に

与える影響の大きさを際立たせるパンデミックに直
面しました。新型コロナウイルスの危機の間、組織
は職務記述書の書き直しや、スキル要件の綿密な
マッピングに時間をかける余裕はなく、リアルタイム
の意思決定を行い、最もニーズがあり、それぞれの
従業員の能力、関心、情熱と合う領域に再配置せざ
るを得ませんでした。つまり、2020年は私たちが従
業員のポテンシャルと従業員による選択の重要性を
理解する一助となったのです。
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Natalie Nixonは自身の著書の中で次の様に述べ
ています。「リアクティブ（受け身）の反対語は、プロ
アクティブ（積極性）ではなくクリエイティブ（創造性）
かもしれない7。」私たちは、新型コロナウイルスの
パンデミックの間に、創造性の爆発的な高まりと従
業員のポテンシャルの力を目の当たりにしています。
自動車工場の従業員たちは、新型コロナウイルス患
者用の人工呼吸器を製造するため、3Dスキャナーと
コンピューター・シミュレーションを使って組み立て
ラインを見直しました8。飲料業界では、手指消毒剤
を迅速に製造・販売するために、行政機関と連携し
て行政手続きのハードルを乗り越えました9。そして、
衣料品メーカーは生産ラインを改良して、必要とさ
れる外科用衣料品を作りました10。

危機からの回復が長期化するなか、経営者は、終わ
らない混乱の時代に向けてビジネスとエコシステム
を準備することを試みる等、今後の困難な道のりに
ついて検討を重ねました。その準備ができるか否か
は従業員のポテンシャルにかかっています。2021年
のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・
トレンド調査によると、経営者は「自社の従業員が、
適応し、スキルを再獲得し、新しい役割を担う能力」
が将来の混乱を乗り超える上で最も重要な項目であ
ると認識しており、72%がこれを最も重要、または2
番目に重要な要素であるとしています。更に、経営
者の41%が、スキルアップ、スキルの再教育、モビリ
ティを通じた従業員の能力の向上は、仕事を変革す
るために取るべき最も重要な行動の一つであると述
べています。しかし、自社の従業員が、適応能力を身
に着けたり、スキルを再獲得したり、新しい役割を引
き受けたりする用意が十分にできていると答えたの
は17%にすぎません。従業員自身も変革の必要性
を認識しており、今年のVoice of European 
Workforce調査では、1万人の従業員のうち60%
が、労働市場で成功するために必要なスキルとして
「適応能力」を挙げています11。

2021年の展望

私たちは、組織が従業員のポテンシャルを引き出す
ために最も重要なことは、彼／彼女らが何をするか
について組織に代わり自ら決定し、選択する権利を
与えることだと考えています。私たちはこれまで、従
業員がどの様なスキルを持っていなければならない

かは、組織が最もよく知っていると考えられている世
界に住んでいました。しかし、今回のパンデミックは
従業員がより自律的に行動できる様になれば、ポテ
ンシャルはより良い形で結実することを教えてくれま
した。従業員のポテンシャルは、何のために従業員
を募集したか、何をすることを許可されているか、組
織やリーダーが次に何をして欲しいかということでは
ないのです。これは、組織やエコシステムの進化に伴
うビジネス上の重要な課題に対処するために、従業
員が最善の手段を選択できるよう、より広範な裁量
を与えるということなのです。

従業員に、仕事の中でより多くの決定権と選択権を
与える方法に、�機会やタレントマーケットプレイス
（マッチングのためのインフラ）� の活用があります。
これらのタレントマーケットプレイスは、プロフェッ
ショナル育成、トレーニング、メンターシップ、プロジェ
クト参加、ネットワーキング、プロモーション、多様性、
そしてインクルージョンのための機会を従業員に明
示して伝えるプラットフォームです12。現在および将
来のビジネスやプロジェクトのニーズに対し、自分の
関心、情熱、能力をマッチさせる機会を与えることで、
従業員に選択肢を与えるよう設計されています。そ
の様な「情熱を呼び起こすプロジェクト」は、従業員
に新しい自己成長の経験と仕事の流れの中で学習す
る機会を与え、更には、組織に提供できるスキルを
向上させるのです。

このタレントマーケットプレイスが組織に利益をもた
らす形はいくつかあります。従業員が自分の好きな仕
事や価値ある仕事に自発的に参加する機会を与える
ことで、それまで隠れていた従業員の持つ関心、情熱、

私たちの仮説 :従業員に決定権と 
選択権を付与することで、 
規定されすぎたアプローチよりも 
高い価値を生み出す

従業員に決定権・選択権を委譲し、情熱を
持てる分野を探求させてくれる組織は、スキ
ルのニーズを満たすために規範的なアプロー
チを取る組織よりも、新たなビジネス上の優
先順位に従って従業員をより迅速かつ効果的
に活用できる様になるでしょう。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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能力についての価値ある情報が明らかになります。
翻って、企業はビジネス上の重要な優先順位に照ら
して適切な従業員をより迅速に特定して再配置する
ことができます。

同時に、自分にとって価値のあることができる従業員
は、より意欲的になり、より積極的になるのです。従
業員に選択権を与えることで明らかになるインサイト
を得るには、ギャップを探すことから、進化するパター
ンや可能性を感知することへのフレームの転換が必
要です。そのために、様々なベンダーが、隣接したス
キルに対する従来の限られた理解を打ち破るスキル
グラフやスキルエンジンへの新しいアプローチを採用
しています。Gloat、Degreed、Eightfold、Faethm、
Ibbaka、ProFinda、Pymetrics等、様々なワーク
フォーステクノロジードメインのベンダーは、トップダ
ウンによるスキルの棚卸よりも、スキル、ポジション、
チーム、事業の関係を再構築して未来の仕事が生み
だす機会をつかみ、従業員が自身のポテンシャルを
発揮できるよう支援することに注力しています。

決済テクノロジー企業のMastercardは、従業
員のポテンシャルをより深く理解することが、要員
計画と人材育成にどの様に寄与するかの実例を示
しています。急速かつ大規模な成長期を経て、
Mastercardのビジネスリーダーと人事リーダーは、
特にテクノロジーに起因する変革の場合、組織が従
業員のスキルと能力を明確に理解する必要があるこ
とに気づきました。テクノロジーの進化に伴い、役割
やスキルがどの様に変化しているかを明らかにする
ために、同社は、将来を見据えた分析プラットフォー
ムであるFaethmに投資しました。Faethmは、人
工知能（AI）を使用して、あらゆる経済、産業、組織、
仕事に対する新しいテクノロジーの影響をモデル化
しています。パンデミックの中、このプラットフォーム
は仕事の柔軟性の範囲についての決定を下すための
ガイドとして重要な役割を果たしました。同社は、将
来的にこのツールから得た知見を日々の学習投資の
指針とし、最終的には従業員のキャリアアップを支
援することを計画しています。この分析主導型のアプ
ローチにより、Mastercardは、トップダウンから従
業員プロファイルを特定し、それをトレーニングの
ニーズに合わせるという従来のアプローチを超えま
した。その代わりに、このテクノロジーが多くのシス
テムや情報源（業績管理、職務記述書、学習管理シ
ステム、キャリアについての会話）からの複数の大規

模なデータセットを分析することにより、従業員のプ
ロファイルをボトムアップで推察する様になります。
これにより、Mastercardは従業員のスキルをより
正確に把握し、組織全体の強みと育成が必要な領域
を特定することができます。

従業員が何を選択したのか知ることによって従業員
をよりよく理解することは、組織が従来の要員計画モ
デルの制約から脱却するのに役立ちます。従来、要
員計画では、コンピテンシー・フレームワーク、固定
的な職務記述書や幅の狭いキャリア・パスに拠って、
仕事および従業員を定義および配置してきました。
将来に備えた取り組みは、主にサプライチェーンの
形をとります。重要な役割を担うパイプラインに焦点
が当てられ、最新のスキル、スキルギャップ、スキル
の近接性に関する議論が、人材に関するほとんどを
占めることになります。しかし、この様な議論では、
現有従業員の潜在能力、そしてそのポテンシャルが
理解され活用された時に創出できる価値を見失うこ
とがよくあります。例えば、パンデミックの折、スカン
ジナビア航空では、客室乗務員には、基本的な医療
訓練と不自由な状態にある人々と接する経験がある
ことから、医療業務に適する可能性があると認識し
ていました。同社は、コロナ禍における医療スタッフ
のニーズの高まりに対応できるよう、解雇された客室
乗務員を看護師補佐として迅速に再教育するプログ
ラムを創設しました。これまでに、このプログラムは、

2021 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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300人以上の客室乗務員と、他業界の同等経験保
持者をスウェーデンの医療機関に配置することで、重
要な社会的ニーズにこたえています13。

従業員に自身の仕事について発言権を与えることで
も、組織はよりダイナミックかつリアルタイムに活動
できる様になります。ビジネスニーズを特定し、それ
に対応するスキルを発見、開発するトップダウンアプ
ローチは、従業員が自分の関心や能力に基づいて自
己選択することを許容するアプローチよりも常に遅
れをとります。ここでの課題は、従業員の関心と能力
を組織の利益に向ける様な道筋を用意し、自身のた
めではなく、組織の成長と発展に役立つための選択
をさせることです。このことを理解している組織は、
常に発生する混乱に対処するために不可欠な、変化
に対するアジリティとレジリエンスを向上させること
で、利益を享受できるのです。

新たな優先事項

業務における変革が成功するかどうかは、組織が人
のポテンシャルを引き出し、新しい成果を定義、生み
出していけるかどうかにかかっています。人のポテン
シャルを解放したいと考えている組織は、以下のアク
ションを検討すべきです。

需給の均衡を転換する

• 労働力の需給構造の両面の課題を解決するため
のタレントマーケットプレイスを構築します。タレ
ントマーケットプレイスは、ビジネスやプロジェク
トのニーズを労働者に提示し、人材のスキルや能
力を組織に提示できる場なのです。

• 継続的な再教育を想定し、そのための余裕があ
る役割を設計します。目に見えない将来の課題を
解決するような従業員の情熱を育みます。重要な
ギャップを特定し、それを埋めるために自らを再

育成する従業員を讃えます。Learn Inの様な新
しいベンダーは、従業員にお金だけでなく時間を
提供し、典型的な学習機会にかかるコストを節約
しながら、生涯学習に従事することを可能にして
います。

ポテンシャルに基づいた 
要員計画を中心とする

• 要員計画は、トップダウンの命令に頼るアプロー
チを捨て、従業員自身により多くの裁量を与える
ものに転換します。何を、どの様に、どこで仕事
をするかを従業員が考え直せる様にします。

• 組織内外の構造化されていないデータや、持って
いるスキルから別のスキルの存在を推測する等の
見えないパターンを顕在化するのに役立つAI搭
載のテクノロジーを検討します。この様な新しい
AIツールが戦略に統合され、その導入の影響が
全ての利害関係者に理解され、受け入れられる
様にすることが重要です。それらの価値が認めら
れ、実証されなければ、賛同を得るのに苦労する
ことになるでしょう。

リアルタイムで 
活動的なアクションに向かう

• 人材エコシステム全体にわたる従業員のスキル
をリアルタイムに把握できる人材データを収集し、
それに基づいて行動します。トレーニングに費や
した時間や取得した資格情報等の決まった指標
を追跡するのではなく、従業員が望む将来の方
向性について前向きな質問をし、その回答をもと
に従業員が自分と組織の両方に利益をもたらす
学習を選択するよう促します。

• チームが組織のパフォーマンスを牽引する単位に
なりつつあることに留意します。やる気のあるメ
ンバーで構成されるチームでは、より良い創造的
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なアイデアを生み出すために個人が互いに競い
あうため、従業員個人で働く時よりも早く学習し、
適応することができる様になるでしょう14。

2020年という年は、従業員の順応性が驚くほど発
揮された年でした。異常な状況と問題が起こったこと
で、新しい、変化する、劇的なビジネスや組織の問題、
優先順位に直面した時に発揮される従業員とチーム
のポテンシャルが明らかになりました。従業員は、新
しい課題に直面した時に、多くの人が予想していたよ
りも劇的に適応できることがわかりました。将来的に
は、機会やと人材タレントマーケットプレイスによって

実現される従業員の決定と選択によって、変化し続
ける仕事の優先順位を、従業員のスキル、経験、そ
して、これが重要なのですが、彼／彼女らの関心と
迅速に合致させることができる様になります。2020
年はまた、従業員について、現有スキルと能力、そし
て継続的なの再教育ができるポテンシャルについて、
実際に知っている組織がいかに少ないかを浮き彫り
にしました。現在の組織課題は、解決しようとしてい
るビジネス上の問題と同じ様に、ダイナミックで適応
性のある従業員の育成と配置のための戦略とプログ
ラムを開発することなのです。
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スーパーチーム
仕事が生まれる場所

新型コロナウイルスの大流行の間、組織は適応性とスピードに応えるため、生き残りをかけた戦略としてチーム
とチーム編成に重点を置きました。リーダーたちはより人間的な方法で仕事を再構築するという目的のもと、
人々とテクノロジーの組み合わせである 「スーパーチーム」を形成するために今までに学んだことを生かす機会
を手にしました。スーパーチームは、人間による貢献を新しく、より良い成果へ結びつけることによって、組織の
成長に不可欠な役割を果たすことができます。

現実の変化

2020年初頭、新型コロナウイルスの世界的流行に
より、組織のリーダーはビジネスと業務の優先事項
を迅速に再設定する必要性に迫られました。パンデ
ミックの規模と深刻さにより長期にわたる不確実性
が高まる中で、企業は顧客、株主、および利害関係
者に提供すべき重要な業務は何か？と、自らの価値
観に異議を唱えざるを得ませんでした。目標と業務

の方向性を迅速に転換するために、組織パフォーマ
ンスの中心となるのはチームとチーム形成であると
考えました。例えば、Fordは特別チームを編成して、
ハイブリッド車用バッテリーから数万台規模の人工呼
吸器へと生産ラインをシフトさせました15。新しく構
成され、成長が期待でき、改めて定義されたこのチー
ムは、激しく状況が変化する厳しい環境の中で、組織
を動かし、仕事を成し遂げる能力を高めていきました。
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Note: n=3,630 (executives).
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

図4

仕事の在り方を変えていくためには人間の能力と
技術力の両方が不可欠です
仕事を変革するために、あなたが行っている、またはこれから行う最も重要な行動は何ですか？

成長、適応力、回復力を認め合う組織文化の構築

スキルの向上、新しいスキルの獲得、流動性の向上による従業員の能力強化

新技術の導入

新しい働き方、方針、インセンティブの確立

新しい仕事による成果をサポートするための組織の再編成

人間と機械が一緒に働くポートフォリオの構築

45%

41%

35%

31%

22%

16%

チームは予測可能性や安定性よりも適応性を重視し
て構築されているため、コロナ禍の中、チーム形成
は人材や組織戦略にとって、必要不可欠なものとな
りました。モチベーションがあるメンバーで編成され
たチームは、より良く、そしてより創造的なアイデア
を生み出すために互いに切磋琢磨するため、従業員
が別々で労働するよりも早く学習し適応することがで
きます16。私たちは、組織が効率性から学習に重点
を置くにつれて、組織は成長を促進し、不確実性を
乗り越えるためにチームへの信頼度を高めていくだ
ろうと考えています。

世界がパンデミックから抜け出すにつれ、組織は学
んだことをチームの価値を更に高めるために活用す
る機会を得ています。チーム形成における次のフロン
ティアは、「スーパーチーム」です。それは、他の方法
では不可能なスピードと規模で成果を追求する、
人々の補完的な能力を活用した、人と技術を組み合
わせたチームです17。

しかし、スーパーチームはまだ広範な組織戦略とし
て定着していません。なぜなら多くの組織は未だに
テクノロジーをチームメンバーや協力者としてではな
く、ツールとして見なしがちだからです。例えば、
2020年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドの調査では、殆どの回答者が人工
知能（AI）を、人間の能力を強化したり、人間と協働
する手段としてではなく、主に自動化ツール（人間の
仕事の代替）として見ていると答えました。しかし、
この見方は徐々に変わり始めている可能性がありま
す。実際に2021年のデロイト・グローバル・ヒュー
マン・キャピタル・トレンドに回答した経営陣らはテ
クノロジーと人の利用は「二者択一」の選択ではなく、
「両者の」パートナーシップであると認識していました。

経営陣らが仕事の変革において重要であると認識し
た3つの要素は、組織文化、従業員の能力、テクノ
ロジー（図4）でした。これらは、組織が効果的なスー
パーチームを構想し編成するために同時に活用され
なくてはならない要素です。

2021 デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
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AIは、スーパーチームが新しい価値を生み出す能力
にとって特に重要です。組織心理学でスコット・ペー
ジが「ダイバーシティ・ボーナス」と呼ぶものは、異
なる種類の考えを持った者で構成されるチームを形
成することから生じます。つまり、課題解決、予測、
解決策の開発において、異質なチームの方が類似性
が高いチームよりも優れているということです。調査
によると、平均以上の多様性を持つ組織は、平均以
下の多様性を持つ組織よりも、イノベーションによる
収益の割合が高く（全体の45%／26%）、それが全
体的な財務パフォーマンスの向上に繋がっていまし
た18。AIがチームに独自の「思考」スタイルをもたら
したことで、人間と機械の知能の組み合わせは、ど
れほど多様であっても人間だけで構成されたチーム
が生み出すものを上回る「ダイバーシティ・ボーナス」
を生み出すことができます19。

とはいえ、テクノロジーを強化することが正しい答
えにならない可能性もあり、人の能力を倍増させる
方がより良いアプローチかもしれません。例えば、
Walmartはロボットを使って店頭の在庫をチェック
するプログラムを終了し、代わりに人間の従業員に
従事させることにしました。パンデミックの最中に需
要が急増したにもかかわらず、陳列中の商品管理
は、ロボットと同じ様に従業員がシンプルでコスト
効率に優れた方法で行うことができると気付いたの
です20。

2021年の展望

スーパーチームの大きなメリットは、作業をより速く、
より安価で行えることだけではありません。むしろ彼
らの最大の価値はテクノロジーを利用して仕事の性
質を変え、人々の人間としての能力を最大限に活用

することで、仕事を再構築することです。これは、ユー
ザーエクスペリエンスや人間中心の設計を考慮する
だけではありません。Walmartの記事が示している
様に、これは単にテクノロジーが一部の作業を行っ
ているということではなく、人間の従来の働き方を向
上させるために、スーパーチームの人と技術の補完
的な強みを意図的に利用することを意味しています。
以下の3つの例は、スーパーチームにおいてテクノロ
ジーを人と組み合わせると、明らかにより良い結果
をもたらす、より人間的な働き方が可能になることを
強調しています。

多くの場合、人はチームで動く時に最高の成果を出
します。コロナ禍の中、リモートワークとバーチャル
ワークを可能にしたコラボレーションツールによって、
一部の組織は、組織やエコシステムの境界を越えて、
これらのテクノロジーをより効果的に使用する方法
を見つめ直しました。例えば、世界有数の製薬会社
であるAstraZenecaは、新型コロナウイルスに対
応する中で、ワクチンやその他の治療法の開発を行
うため、呼吸器、心臓、腫瘍等の治療分野、そして
University of Oxfordから数百人の科学者を集め
ました。更に、彼らは英国に国家試験プログラムの
ための試験研究所を設立する際に重要な役割を果
たし、組織全体の科学者、University of Cambridge 
LaboratoriesやGlaxoSmithKlineとのパート
ナーシップから協力を取り付けました。この組織は、
コラボレーション・テクノロジーを使用してリアルタ
イムのパートナーシップとデータ共有を可能にし、ス
ピーディに変わる状況に必要なチームワークのス
ピードとレベルを向上させました21。

テクノロジーは人の自然な判断力を高めることもで
きます。例えば、保険業界はAIと予測モデリングを
用いて従来の保険会社の役割を進化させようと実験
を行っています。アプリケーションで処理を行う際、
セールス・ポイントに近づくにつれて、AIはデータを
駆使した提案を行うため、保険会社はリスクに関し
て情報に基づいた意思決定を行う能力を高めること
できます。これらの「エクスポネンシャル・アンダー
ライター」は、テクノロジーを活用したり、メリットを
享受するために専門家やデータサイエンティストにな
る必要はありません。AIが支援するソリューションを
いつどの様に活用すれば、より効果的に作業を遂行
し、人間とテクノロジーのコラボレーションにおける

私たちの仮説

スーパーチームは、より良い成果を達成する
ため、テクノロジーを活用して新しい方法で
学習、作成、実行する能力を高めることがで
きるため、より人間的な方法で作業を再構築
する機会を組織に与えることができます。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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役割を果たすことができるかを理解するだけで十分
です。

最後に、テクノロジーは、新しい知識を創造する人
間独自の能力を向上させることができます。その1例
が、AIに対応したプラットフォームを活用し、ライブ
のオンラインフォーカスグループを大規模に支援する
Remeshです。RemeshはAIを使ってリアルタイム
で回答を分析、整理し、回答から得られる示唆を取
り込んでいます。これはより早く示唆を提供するだけ
でなく、そうでなければ見えてこない可能性がある見
解を提示することによって示唆の質を改善しています。
このプラットフォームでは、他の匿名参加者からの回
答のうち、どの回答に最も同意するかを投票するよ
う参加者に促しています。そしてそのアルゴリズムは、
グループの人気度に基づいて自動的に回答を判断、
ランク付けを行うため、バイアスや個人の性格の違
い等の要因に左右されずに参加者のアイデアを明確
に可視化することができます。

新たな優先事項

2021年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドの調査によると、経営陣たちは仕事
の最適化や再設計から仕事の「再考・再想像」に焦
点を移しつつあります。パンデミックが起こる前は

29%であったのとは対照的に、61%の回答者が今
後の仕事の再考・再想像に焦点を当てると答えてい
ます。しかし、最適化や再設計から再考・再想像に
シフトするためには、組織は業務でテクノロジーを活
用する方法も変化させる必要があります。仕事最適
化と作業再設計は同一業務をより効率的に達成する
ことに重点を置いているため、人間による労働を代
替または増強するためにテクノロジーを使用するこ
とに大きく依存します。一方、仕事の再考・再想像は、
仕事の性質を変え、新しい結果を生み出し、新しい
アスピレーションを創造するためにテクノロジーを用
いるのです。

スーパーチームが活躍できる環境を作るために、経
営陣らは以下の事柄を考慮する必要があります。

• 大胆な目標を設定すること。既存のプロセスとア
ウトプットを改善する方法ではなく、新しい目標と
成果を定義することに焦点を当てます。

• これらの成果を達成するために新しい方法を創
造することを止めないこと。再想像力を働かせる
ために労働を再構築します。

• 既存の業務を代替するためのみにテクノロジー
を用いようとする従来の考えを避けること。代わ
りに、テクノロジーが仕事に与える影響を高める

2021 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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ための変革の潜在的な可能性について、より広
い視野で考えてみましょう。

• 人間が最高のパフォーマンスを発揮できる方法を
デザインするためにテクノロジーを活用すること。
例えば、チームでの労働、部門やビジネスを横断
して仕事をするため個人単位で業務を分解する
こと、知識の創造、業務フローからの学習、業務
経験のパーソナライズ化、人間らしく変容するこ
とがあげられます。

• 人事、IT、およびビジネスの最高の思考を活用し
て、スーパーチームの結成を組織横断的な必須
事項にしましょう。

スーパーチームは、組織がテクノロジーを使用して、
人のために業務を改善し、人々がよりよく仕事ができ
る方法をチームにもたらす場合に最も効果を発揮し
ます。組織が仕事を再構築し、全ての利害関係者に
新しい価値を提供するために、人的能力と技術的能
力を統合することをサポートすることを期待できるか
らです。成長するための適切な環境が与えられれば、
人と技術のスーパーチームは、組織の潜在能力を解
き放ち、人や機械が単独で達成できる以上の成果を
生み出すことができるのです。 
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人材戦略の手綱を握る：
仕事と人材に関する新たな指標の設定

新型コロナウイルスを通して、私たちは従来の指標や項目を使用した人材の管理が難しくなってきたことに気づ
かされました。組織は、人材の現状把握だけでは、大きな変革に耐え抜き、飛躍することができません。組織の
リーダーに対して、仕事と人材へのアプローチを変え続けるために必要な質問をし、それに答えてもらうことで、
組織として絶え間無い変化に対応する上で必要な自信を持つことができます。

現実の変化

人々の健康、経済、社会に関わる前例の無い挑戦に
より、組織が人材をよりよく理解する必要性が以前よ
りも高まっています。新型コロナウイルスのパンデミッ
クは、従業員の福利と安全、およびリモートワークと
代替労働者の手配といった、組織にとって重大な問
題を引き起こしています。パンデミックの経済的な影
響により、多くの企業は、要員管理や従業員とチーム
の再配置、および従業員のリテンションに関して厳し
い決断を迫られています。また、米国では社会や人

種に関わる問題に対する関心が劇的に高まり、その
波及効果が拡大していることから、企業のダイバー
シティ、公平性、インクルージョン（Diversity, 
Equity, and Inclusion、略してDE&I）への取り組
みとその成果に大きな注目が集まっています。

こうした状況の中、私たちが1年以上前に行った調
査で明らかになった従業員に関する情報の不足は、
更に拡大していることが分かりました。2020年のデ
ロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレ
ンドの調査では、回答者の97%が、自身の組織に所
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属する人材に関する何らかの追加情報が必要である
と答えています。人材に関する情報をリアルタイムで
作成することができると回答した企業はたったの
11%に過ぎませんでした。この調査結果は、パンデ
ミックの影響で企業が人材に関する難しい決断を迫
られる以前の話なので、驚くべきものです。

2020年にデロイトが発行した「Future of Work
（新しい仕事の在り方）を前提とした仕事への復帰」
というレポートでは、このパンデミックがいかに「今
後の成長を予測する上で必要となってくる従業員
データや情報に、より簡単にアクセスできる様にする
必要性 22」を際立たせ、加速させているかが説明さ
れています。私たちは組織に対して、これまでとは異
なる考え方に基づく指標をリアルタイムで管理し、人
材に関する本質的な課題について議論をすることで、
迅速に次のアクションに繋げることを促しました。過
去に蓄積されたデータではなく、未来志向に根付い
た洞察こそが、人材の潜在能力を活用し、仕事を変
革することで新しい成果を生み出すことに繋がります。

例えば、従業員の喫緊の懸念事項や要望を理解する
ことは、新型コロナウイルス流行中やその後に、いつ、
どの様にして安全に従業員を職場に復帰させるかを
検討するにあたって、貴重な情報となり得るでしょう。
金融サービスプロバイダーのLincoln Financialは、
こうした洞察を得るために多次元的なアプローチを
採用し、従業員調査と高度な分析を用いて、効果的
な職場復帰戦略の設計に役立つ情報を収集しました。
これらの調査を用いてリーダーは、従業員の安全上
の懸念、働き方への要望、およびリモート環境下で
の個々の能力発揮方法等に応じた従業員のペルソナ
を特定することができました。また、リモートワーク
へのシフトによって最も影響を受ける職種を特定す
ることで、生産性、コラボレーション、および人間関
係構築に関する潜在的な影響も明らかにできました。
従業員の感情に関する分析を用いて、Lincoln 
Financialのリーダーは、従業員の身体的・精神的
な健康に焦点を当てつつ、生産性とエンゲージメン
トを高めるための今後の取り組みを設計することが
できたのです。

2021年の展望

2021年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドの調査結果によると、新型コロナウ
イルスによって、多くの組織が緊急事態に対する対策
へのアプローチの変更を迫られました。つまり、想定
される事態に向けて計画し準備することから、想定
することが難しいが事業に大きな影響をもたらす事
態を予測したり、複数のシナリオを検討したりするこ
とへとシフトしたのです。リーダーの17%は、自分た
ちの組織は今後、起こりそうも無いが大きな影響を
もたらす事態に焦点を当てる様になると答えていま
す。パンデミックが発生する前の調査でその様に回答
をしたリーダーは、6%でした。また、リーダーの
47%は、自分たちの組織は、将来、複数のシナリオ
を検討することに重点を置く計画であると回答してお
り、こちらもパンデミック以前の23%から増加してい
ます。

将来の出来事や、予測不可能な事態に効果的に対
処するために、組織は新しい方向に向かって迅速に
方向転換ができる様になる必要があります。そのた
めには、リアルタイムで組織の人材に関する情報に
アクセスし、それに基づいて行動することが重要です。
ここで新しく考慮すべき要素は、不確実性に対する
計画を立てるためにどう人材戦略を活用するかです。
組織の状況を理解するための、よりダイナミックで具
体的な行動に紐づいたアプローチを取ることで、リー
ダーは組織に属する人材の能力に関する最新情報に
基づいた、的確で迅速な意思決定を行うことができ
るでしょう。

この様なダイナミックなアプローチを実現するため
には、人材データを経済的価値と組織的な価値の両
方に結び付け、それを活用してどう組織を存続・成
長させるか、どう従業員と組織の行動を組織の原則
に適合させるかについての洞察を得る必要がありま

私たちの仮説

人材の現状に関する情報を活用して仕事の
やり方を改善するのではなく、新たな方向性
を定めることが、今後の組織に求められるで
しょう。
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す。洞察を得るために人材データを分析することは、
リーダーや従業員等対内的にだけでなく、対外的に
も役立ちます。つまり、組織としての方向性の提示と
説明責任の両方を果たすために、人材データとそれ
に基づく洞察を、リーダー、従業員、およびコミュニ
ティと共有するのです。そして、常に最新の洞察をす
ぐに利用できるよう準備しておくことで、変化する環
境の中で、常に新しい方向に向かって舵を取ること
ができる様にしておくのです。

よりダイナミックな人材戦略を実現するために、世界
中の組織が、人材に関するより深い洞察を得るため
の新しいアプローチを模索しています。これらのアプ
ローチは、各国の法律、規制、規範の違いに応じて
異なりますが、共通しているのは、透明性を高め、よ
り強力な行動を求める動きです。

人材に関する洞察を活用して新しい成果に向けた動
きを促進している例として、Edison International
とその最大の子会社であるSouthern California 
Edison（SCE）によるDE&Iの進展が挙げられます。
SCEは、DE&Iデータを外部のウェブサイトに公開す
るだけでなく、このデータをより深く理解し、行動に
移すための取り組みを行っています。その取り組みに
は、黒人従業員のインクルージョン推進に特化した
SCEのビジネスリソースグループ（BRG）である
Networkersと協力して行われた黒人従業員が経
験する世界観に関する一連のヒアリングツアーや、
SCEの女性従業員によって構成されるBRGと共に
実施されたジェンダーペイギャップ（性別間での賃
金格差）に関する詳細な調査が含まれます。SCEは
2020年に、賃金、キャリア、従業員エンゲージメン
ト等の項目における人種別・ジェンダー別の調査結
果や、取引先の状況、コミュニティへの投資等に関す
る情報を公開し、DE&Iに対するコミットメントを実
証しました。また、社内における社会的・経済的公
平性を推進するための一連の行動を発表し、黒人コ
ミュニティへの関与を強化することを宣言しました。
SCEでPeople, Culture&Strategyを担当する責
任者は次の様に説明しています。「私たちは、透明性
をもってデータを公開するだけでなく、それにもとづ
いて行動するという、本当に素晴らしいことを多く成
し遂げました。私たちは社内外両方に対してコミット
していることを公表しました。」

新たな優先事項

2020年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドのレポートでは、従業員の労働生産
性、福利厚生、従業員の関心事項、DE&I指標等に
ついてリアルタイムでの洞察を得るためにリーダー
に対して質問すべき重要な項目のリストがまとめら
れました。今年は、その後の状況から浮かび上がって
きた3つのテーマとして、従業員ポテンシャル、タレン
トエコシステム、組織的な価値の実践を検討します。
これらのテーマに対して答えを出していくことが、組
織が今後仕事と人材の新しい方向性を検討する上で
重要になるでしょう。

従業員ポテンシャルを引き出す

2020年には、多くの組織がパンデミックとその経済
的影響への対応に苦慮し、スキルの再配置や、価値
の発揮方法について再考することを迫られました。
新型コロナウイルスを通して、従業員とリーダーは新
しいニーズに対応するために、人材の新たな活用方
法を検討しなければならなくなりました。雇用主は
従業員に対して、既存の役割の範囲に関わらず、組
織として必要な業務を成し遂げるために役割を拡大
するよう求めました。その結果、仕事や役職は、従業
員が実際に行った業務を反映し、事実上拡大しまし
た。そして従業員は、期待以上の能力を発揮するこ
とで、本来求められる業務内容以上のことを成し遂
げるポテンシャルを秘めていることを証明しました。

その過程で組織は、何の業務が必要で、誰がそれを
行う必要があるのか、また、従業員がポテンシャル
を最大限に発揮するためにどの様な動機づけが必
要なのかについて、以前考えていたよりも、はるかに
流動的であることを学びました。リーダーがこの教
訓を肝に銘じれば、危機に直面した時だけでなく、
通常時にも継続的に仕事の性質や業務を再評価し、
急速な環境の変化に対応することが可能になるかも
しれません。組織は、データ・ドリブン型の方法で従
業員のポテンシャルを常に把握できる状態であるこ
とが求められます。そうすることで、即座に組織がど
の様な能力を活用できるかを把握することができる
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
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一方、優れたリーダーシップは、経営陣だけでなく、
個々のグループやチームも含めたあらゆる組織レベ
ルにおいてより重要になってくるでしょう。2021年の
デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・ト
レンドの調査では、60%のリーダーが、予測不可能
な未来に備えるためにリーダーシップが重要である
と答えており、他の要素と比べてもリーダーシップが
最優先事項であることが分かります。これまでのリー
ダーシップは、方向性を定め、コンプライアンスを担
保することに重点を置いていましたが、今後効果的
になるリーダーシップは、従業員のコーチングやチー
ム化、学習能力・適応力の育成によって、いかに予
測不可能な事態に備えるかに変化しています。現場
やチームのリーダーが、メンバーの最も近い立場に
いるため、誰がどの様な能力を持っていて、その能力
をどの様に活用するのが最善なのかを見極めること
ができると言えます。組織は、従業員の成長と適応
力のポテンシャルを捉えるだけでなく、ポテンシャル
を伸ばすことのできる現場やチームのリーダーを育
成するために努力すべきです。

タレントエコシステムの把握

多くの組織が従業員の責任と役割の拡張可能性を知
り、タレントエコシステム全体をより明確に把握し、
より多くの人がアクセスできる様になれば、こうした
取り組みがはるかに効果的になることに気づきまし
た。必要な業務を成し遂げるための人材がどこにい
るかをより正確に把握し、それらの人材へのアクセス
を改善できる様になると、運用上のギャップを埋める
ために必要な人員をより効果的に配置・再配置でき
る様になります。この様な仕組みは、組織の急速な
成長を支えるための労働力を獲得するため、あるい
は貸借対照表上で抱える従業員数を減らし人員の柔
軟性を高めるために代替労働者に依存している組織
にとって、特に必要なことです。

この気づきは、必要な人材がどこにいようと、組織が
即座にアクセスできることの重要性の再認識に繋が
ります。そのため、組織は、従来型の従業員と代替
労働者の両方に対して、モニタリング、測定、管理を
行うための共通システムを実装する必要があります。
更に、パンデミックを通して組織の要員を柔軟に増
減させることの必要性が高まっているため、タレント
エコシステムをOB・OGや退職者等、組織から一
度離れた従業員にも拡大すべきであることが明らか
になっています。一度組織を離れた従業員に対して
もデータ・ドリブン型の繋がりを維持することは、組
織が彼らを再び必要とした際に引き戻すことを可能
にします。

実際、タレントエコシステムから最大限の価値を引き
出すために組織は、リテンションの概念を変える必要
があります。つまり、離職者が何名いるのかを管理す
るだけではなく、誰が、なぜ離職しているのかを理解
することが重要なのです。単なる離職率のモニタリン
グではなく、誰が、なぜ離職しているのかを理解する
ことで、離職のパターンが望ましいか否かを判断し、
適切な対策を取ることができます。例えば、2020年
9月に米国の110万人の労働者が職を失ったことを
知っていることと、そのうちの80%が女性 23であった
事実を把握した上でダイバーシティ、公平性、インク
ルージョン（DE&I）の問題として捉えることでは大き
な違いがあります。

従業員ポテンシャルを 
引き出すための質問

• 仕事の進化：どの仕事が、どのくらいの頻
度で、どの程度変化していますか？

• 将来に向けた準備状況：将来の仕事に向
けた人材の準備状況はどの様になっていま
すか？能力、経験、スキルのギャップはどの
様なものであり、またそのギャップはどの
様に埋めていくのでしょうか？

• 変化への適応力と機敏性：従業員やリー
ダーは、絶え間無い変化に迅速かつ効果
的に適応することはできていますか？

• 将来のリーダーの準備状況：リーダーは
どの様なトレンド、課題、シナリオに対して
準備していますか？成功するために必要な
資質を備えたリーダーは何人いますか？

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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リテンションの新たなアプローチとして、従来型の従
業員、代替労働者、パートタイム労働者、退職者等、
タレントエコシステムの様々な構成員と関係を構築
し、維持する方法にも焦点を当てるべきです。エコシ
ステムを構成する全ての人材セグメントを特定し、各
セグメントにおける人材のスキル、モチベーション、
好みを理解することが重要となります。この様な情報
をもとに蓄積された洞察を活用することで、組織は
事業環境の変化に合わせて要員を調整しリテンショ
ンの新たなアプローチとして、従来型の従業員、代
替労働者、パートタイム労働者、退職者等、タレント
エコシステムの様々な構成員と関係を構築し、維持
する方法にも焦点を当てるべきです。エコシステムを
構成する全ての人材セグメントを特定し、各セグメン
トにおける人材のスキル、モチベーション、好みを理
解することが重要となります。この様な情報をもとに
蓄積された洞察を活用することで、組織は事業環境
の変化に合わせて要員を調整しやすくなります。

組織的な価値の実践

2020年には、倫理、公平性、インクルージョン等の
組織的な価値に改めて注目を集める一連の出来事
が世界中で起こりました。特に、米国で発生した人
種問題に関わる事件を受けて、組織はDE&Iへの取
り組みを改めて検討する様になり、広範囲に及ぶレ

イオフ（一時解雇）は雇用主と従業員間の社会契約
に焦点を当てることとなりました。顧客は組織のリー
ダーに対して、組織のリーダーは自分自身、ビジネ
スパートナー、そしてサプライヤーに対して、個人や
組織の行動を改善するために何をすべきかについて、
共に深く検討するよう求めました。

コロナ禍の中、パンデミックによる雇用主と従業員
間の社会契約への影響が明らかになり、特にウェル
ビーイングに関連するテーマが注目を浴びました。多
くの雇用主が、従業員が感染症に感染しているかど
うかだけでなく、より広義な意味での従業員のウェル
ビーイングに注意を払ったのです。例えば、調査対象
となったリーダーの69%が、コロナ禍の中従業員に
権限を与え、各人が生活と仕事をより適切に統合で
きる様にルールを書き変えたと述べています。

この様な成果を更に強化するためには、情報を活
用・共有するための実践的な方法を見つけ、将来に
向けて明確な成果を達成することが重要です。その
際、組織のセンシング機能 （タレントエコシステム全
体を把握し、複数のチャネルや手段を通じて定期的
ではなく継続的に情報を取得する機能）が最も重要
になります。複雑で変化の激しい環境下では、ある
一時点や従業員の一部のみを対象とするデータに依
拠することは危険です。組織は、組織文化を理解し、
リスクを特定し、目指す姿を実現するために何をす
べきかを判断するために、人々の感情、慣習、行動
を総合的に見る必要があります。同様に重要なのは、
組織が外部からどの様に見られているかを理解し、
管理できる様に、社外にも目を向けることです。

社内外から得られた洞察は、組織が個人および組織
の行動を組織的な価値に繋げる際に役立ちます。得
られたデータは、組織の誠実性と倫理性に対する信
頼を高めるために、外部の利害関係者に透明性を
もって伝達することが可能で、むしろ伝達すべきです。

予測不能な状態がニューノーマルになるにつれ、組
織は仕事、人材、職場の戦略を絶えず再評価し、再
考する必要に迫られています。経済的価値と社会的
価値の交わりに関する未来志向のデータをリアルタ
イムで収集することによって、人材ガバナンスの慣行

タレントエコシステムを 
把握するための質問

• 人材のモニタリング・管理 : 組織に直接ま
たは間接的なサービスを提供している人材
はどのくらいいますか？

• 社内人材プールの健全性 : 現在の社内人
材プールはどの様な状況でしょうか？

• タレントエコシステムの健全性 : 私たちは、
より広範なエコシステムのうち、どのくらい
の人材にアクセスできているのでしょうか？

• リテンションドライバー: 離職リスクの高い
従業員は誰でしょうか?それはなぜでしょう
か？

2021 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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を根本的に変えることをリーダーは求められていま
す。もちろん、データ収集自体が目的ではありません。
データ・ドリブン型の洞察は、組織が現在行っている
行動に常に疑問を投げかけることを促し、必要に応
じてそれらの行動にシフトするかどうか、およびどの
様にシフトすべきかを判断するのに役立ちます。注意
すべき点は、将来に向けた行動を判断するという本
来の目的を見失い、データ収集の実務に持っていか
れない様にすることです。

今後の優先事項は、人材戦略、データ、および洞察
に関する組織の取り組みが、あらゆるステークホル
ダーに行き渡ること、また経済的・社会的な目標に
対する短期的・長期的な指標両方を考慮することが
できるよう、大きな視野で物事を捉えることです。そ
うすることで、人材ニーズの変化に対する組織の対
応力、つまり柔軟性とレジリエンス（強靭性）が向上
し、今後も混乱した状況下で、新しく、優れた人材管
理が促進され、組織にとって良い結果をもたらすこ
とができるでしょう。

組織的な価値を実践するための質問

• 人材との社会契約：私たちの組織は、あら
ゆるタイプの従業員、請負業者、およびサー
ビスプロバイダをどの様に扱っています
か？

• 意味のある多様性：私たちの組織に所属
する人材は、組織内で自身の多様性を活か
し、影響力を行使できる立場にあります
か？

• 組織や人材のブランド価値：私たちの組織
の文化、人材、リーダーシップは社外でど
の様に評価されていますか？

• 文化的なリスク：従業員の行動や慣習の
異常値を示すシグナルはどの様なもので
しょうか？
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HRへのメッセージ：
仕事の「リ・デザイン」を促進する

新型コロナウイルスにより、リモートワークの状況下でテクノロジーを活用し業務を行う場合でも、ソーシャル・
ディスタンスが確保された状況下で業務を行う場合でも、全く新しい方法で業務を行う必要が生まれました。こ
れらのチャレンジに対処する上で、HRは、危機を乗り越えるための取り組みの最前線に置かれ、結果として経
営陣からの大きな信頼を得ました。組織がパンデミックを克服する道筋の中で、HRは新たに得た役回りを足掛
かりに、HR・労務管理の役割から、業務再構築の役割へと転換し、組織の発展に向けた新たな機会を得ました。

現実の変化

2020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「HRへのメッセージ」において、
私たちは、組織の経営・HR課題により効果的に対
処するために焦点を広げ、影響力を高めるより大胆な
「エクスポネンシャルなHR」へのシフトを提言しまし
た24。パンデミックは多くのHRへ「エクスポネンシャ
ルなHR」への転換のチャンスを与えました。組織・

リーダー・従業員の新たな働き方、マインドセットへ
の適応を推進した結果、HR課題が経営課題の中心
的な問題となりました。このため、HRには、業界や
地域を超えて、経営・HR課題の両方を迅速かつ創
造的に解決する必要が生まれました。その中で、多く
の企業が、HR施策の標準化とその運用という従来
の役割から、組織全体にわたり、アジャイルな進め
方で業務を調整するという新たな職責へとシフトして
いることを示しました。
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HRが新型コロナウイルスの課題に対処していく中で、
ビジネスとHRのリーダー共に、組織が将来に向け
た変化に対応していく上で、HRの役割の重要性を感
じる様になっています。2021年のデロイト・ヒュー
マン・キャピタル・トレンドの調査によると、HR担
当役員の中で、将来の変化対応力に自信を持ってい
る割合は、2019年の8人に1人から2020年には4
人に1人近くにまで倍増しています（図5）。経営陣
からのHRに対する信頼も高まり、HRにおける「自
信がない」の割合は、2019年は26%から2020年
には12%へと劇的に低下しました。

HRに対する経営陣の信頼も同様に高くなっています。
今後3～5年間の困難な変化を乗り切るためのHR

の能力に強い自信を持っていると答える経営陣の回
答は、2.9倍高くなっています。また、パンデミックの
期間に発生した組織の変化に対応できていると考え
る経営陣の回答は2.6倍になりました。また、変化す

2020年度調査       2021年度調査

図5

困難な将来変化に対するHRの能力への信頼は
HR・HR以外の経営陣共に高まっている

Note: 2021 survey n=3,630, 2020 survey n=9,000.
Sources: The 2020 Deloitte Global Human Capital Trends survey and 2021 Deloitte Global Human Capital Trends 
survey.

新型コロナウイルスのパンデミックにおけるHRの役割と貢献に基づき、
今後3～5年間に必要とされる組織の変化に対応するHRの能力をどの程度信頼していますか？
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いる」と答えた回答者は、
回答結果以上に
成果を生み出していると
考えられます
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るビジネスの要請に合わせて投資を行う準備ができ
ていると答えた回答者の割合は、2.2倍に増加しま
した。

これはHRにとって良いニュースです。しかし、私たち
の調査データによると、新型コロナウイルスのパンデ
ミックにHRが最も影響を受けた領域は、従来の業
務領域内であることが分かりました（図６）。ここで
問題となるのは、HRが組織の変革に貢献し、経営
陣からの信頼感を高めたが、次のステップとして何
ができるか、ということです。HRはこの機会を利用し
て、HR業務に留まった考え方から組織貢献を見据え
た、影響力を生む考え方へのシフトが必要になりま
す。つまりHRのターゲットを広げ、プロセスの観点
からミッションの観点へのシフト、従業員満足の観点
から人間の幸福としての観点、そしてHR管理から業
務再構築の考え方へとシフトさせる必要があります。
しかしそれにはどうすればよいでしょうか。

この課題は学問的な課題に留まりません。組織の成
長と拡大を最大限に支援するために、HRは業務の
より広範な概念に関与し、最適化から再設計、業務
の再構築、および業務関連の課題の再定義を行う必
要があります。理由は単純です。HRがこの様な考え
方を持っていると、組織はより弾力的になり、従業員

はより権限を与えられ、組織はより良い結果を達成
することができる様になるからです。

Note: n=3,630 (executives).
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

図6

パンデミック下、HRに最も影響をもたらす3領域は
いずれも平常時と変わらず
新型コロナウイルスのパンデミック下、HR組織に最も影響を与えた領域は何ですか？
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仕事の「リ・デザイン」： 
概念の再構築

このレポートを通して、私たちは「概念を作り
変える」業務について沢山の議論をしました。
しかし、新しい成果・価値を生み出すために
は、概念を作り変えることを飛び越える一歩
を踏み出す必要があります。それが再構築作
業です。概念の作り変えは目的地であり、私
たちは、再構築こそがそこに到達するための
パスだと考えています。それは、再構築作業
が、私たちの概念の変化を実際の行動へと変
えていくからです。新しい仕事の成果を思い描
くことは、人間の可能性を解き放ち、仕事が
どの様に行われるかだけでなく、どの様に経
験され、生きていくかをモデル化することです。
仕事の再構築は、いかにして変化をもたらす
かということであり、概念を作り変える可能
性を引き出し、それを現実にすることです。こ
れは、組織が真に成長するための最後のス
テップでもあるのです。
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2021年の展望

HRがビジネス視点を持つべきなのは、HRの組織再
編や再構築のためではありません。必須の要素だと
いうことです。HRを「花形部門」にしましょうとする
ことでもありません。それよりも、HR業務の柱を全
社の業務の再構築とするために必要なのです。これ
がしっかりやれたならば、業務の再構築は、高い生
産性に基づくポジティブな変化による新たな成果を
生み出すことができます。

新型コロナウイルスによって、リーダーはこうした潜
在的なメリットに対する認識を高めることができたよ
うです。私たちの調査では、HR、HR以外（ビジネス）
を合わせた経営陣の61%が、今後1～3年のうちに
仕事の変革を中心に業務の再構成に取り組むと答え
ています。これは、パンデミック以前は僅か29%で
した。

業務の再構築を成功させるには、仕事やチーム、個
人の力量に対するHRと組織それぞれからの変化が
必要になります。

• 仕事の焦点を成果物から成果にシフトさせる。こ
の様な考え方への変化は、新しい成果やより良
い結果を生み出すために不可欠です。

• 業務の再構築を1度限りのプロジェクトや施策と
捉えるのではなく、組織のオペレーションとして
認識することが必要です。

• チームや最強チームを作業の中心に据えます。イ
ノベーションを促進するために、HRのみならず、
全社横断でのメンバー構成が必要です。

• 分析力・情報統合力、課題解決力、社会的知性等、
人間ならではの能力に焦点を当てた従業員の潜
在能力を見極め、育成し、活用することで、人材
開発に取り組むことが必要です。

• ケイパビリティの定義を人間のみならず、テクノロ
ジーも含めて考えることが必要です。

• 新しい働き方の出現から生じる新たなリーダー
シップの形と文化的な意味合いを正しく認識し、
未然に対処していく必要があります。

新たな優先事項

業務の再構築における優先度の高い課題は、HR自
身の業務範囲内にあります。図7の下のグラフは、こ
のレポートで強調した他の4つのトレンドを踏まえて、
HRがどの様に組織変革に貢献できるかを示してい
ます。

これらの例に共通するのは、HRの成果の拡大、焦
点の拡大、そしてその結果としての組織の価値の向
上です。これらの1例として、リモートワークへの対
処方法を挙げます。従来のHRの対応例としては、
ウェルビーイングという観点から、ホームオフィス用
の椅子を提供する等、福利厚生の拡張といった領域
が重点的でした。この取り組み自体は効果があるも

私たちの仮説

新型コロナウイルスは多くのHR組織に、全
社的な協働の権利を与えました。このチャン
スをものにするために、HRは業務の再構築、
従業員の概念や就業環境の見直しを主導す
ることで、自らのミッションとマインドセットを
改めて方向付けし直す必要があります。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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図7

新しい成果創出に向けた最適化から再設計・再構築までの
HRの道筋

Source: Deloitte analysis.
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従業員の健康と安全、および
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象を全ての正社員から全て
の労働力に拡大すると共に、
内容も拡張する

ウェルビーイングを仕事の
在り方に融合させる

ニーズの高いスキルや役割
に応じたスキル開発プログ
ラムを加速する

人材開発において、新しいス
キルを構築、従業員に選択肢
を提供するための新しいテ
クノロジーやタレント市場
のプラットフォームを導入。
従業員に選択肢を提供する

従業員の可能性に焦点を当
て、それを解き放ち、新しい
成果を創出するための役割
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業務の自動化に関連する変更
の実装と管理を行う

テクノロジーによって生産
性を向上させるために従業
員のスキルを向上させる
「スーパージョブ」の構築に
重点を置く

新しいソリューションと
サービスのために従業員と
テクノロジーを統合した
スーパーチームの組成・開
発を行う

従業員の経歴データの生成
とアクセス性を向上する

パフォーマンスの向上、ベン
チマークの確立および課題
の特定に繋がる分析を通じ
て、全従業員のエコシステム
を拡張する

ビジネスリーダー、従業員、
外部の利害関係者に対して、
先を見据えたタイムリーな
助言を提供する

ウェルビーイング

スキルの獲得を
超えて

スーパーチーム

人材戦略の
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ここで立ち
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のですが、より広い視野で見れば、HRがサポートす
べきは、従業員の身体的健康だけでなく、パフォーマ
ンス向上でもあります。リモートワークへの転換の根
底には、リーダーが、自身と異なる場所・方法で作
業をしている人々を管理・支援・育成しなければな
らないという考え方があります。また、この様な状況
下で効果的なリーダーシップにはどの様なものがあ
るかを理解することで、HRは今後の動向を見極める
ための糸口をつかむ機会を得ることができます。リー
ダーが何をしているのかをよく理解することで、彼ら
が正しい行動を発揮しているかを判断し、必要なリー
ダーシップ育成計画と業務管理指標、インセンティブ
設計を行い、最終的には、従業員の多くがリモート
かつ柔軟な働き方の中で求められる次世代リーダー
の育成に繋げることができます。

「再構築」の状態に到達するには、統合的思考やコ
ラボレーションといったスキルを習得・向上させる必
要があります。更に重要なのは、仕事の再構築には、
HRが従業員から学び、協働して、新しいアプローチ
を作り上げる必要があるという点です。HRは、離れ
た場所から組織の業務の深さと広さを明確に把握す
ることができません。業務を再設計するためには、実

際に働く従業員の協力が不可欠です。これはつまり、
従業員を機械的に取り扱うのではなく、創造の源と
して扱うことを意味します。

これら全てを効果的に行うことは、HRとビジネスの
アジェンダを一致させる必要があります。HRは、組
織全体の利害関係者と綿密に連携し、業務の再構築
において彼らの協力と指針の合意を得なければいけ
ません。この様にして、HRはHR以外の組織に対し
て統合的思考と態度のモデルとして機能することが
できます。これは、HRにとっては、組織がより 「相互
に影響しあう」組織になるための変革を、牽引してい
く絶好のチャンスとなります。

新型コロナウイルスの経験は、HRが事業や従業員
に対してこれまでと異なる価値提供を行うという新
しい扉を開きました。今こそ、HRはこの扉から一歩
踏み出し、業務の再構築者として新しい価値を提供
する存在であることを認知させる時です。この役割を
引き受けることで、HRは組織全体に影響範囲を広
げ、HRのためではなく、組織をより高い事業目標の
達成と社会的影響力発揮を後押しする存在となるの
です。

The authors would like to thank Stefano Costanzo and Farhath Feroz for their leadership in the 
development of this chapter, and Jodi Baker Calamai, Richard Coombes, Pip Dexter, Nate Drix, 
Kira Gerbon, Art Mazor, Dana Swanson Switzer, and Sam Tsang for their contributions.
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先陣を切る
「生き残り」から「成長」へのシフトをリードする
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図1

新型コロナウイルスによって、多くの組織は不測の事態に対する
備え方を見直している
新型コロナウイルスのパンデミック発生前の組織の「備え方」を最も的確に表しているのは、次のうちどれですか？
一方で、今後の「備え方」を最もよく表しているのは、次のうちどれですか？

新型コロナウイルス以前         今後

Note: n=3,630 (executives).

Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

28%
4%

43%

32%

23%
47%

6%
17%

戦略はない

発生する可能性の高い事態に重点を置く

複数のシナリオを想定する

発生する可能性は低いが、事業への影響の大きい事態に重点を置く

過去10年間で、私たちが働く世界には、経済
的にも社会的にも大きな変化がありました。
これまでの組織は、急速に変化する環境で

競争力を維持するために、ビジネスモデルやプロセ
スを応急処置的にアップデートしてきました。しかし、
2020年に私たちが経験した一連の出来事は、これ
までとは桁違いに大きな混乱を引き起こし、従来の

応急処置的な対応では不十分であることが明白にな
りました。多くの組織が2019年に策定した計画は
ほとんど通用せず、また、不測の事態に対する備え
方も通用しなくなりました。経営陣は、想定の範囲
内にある出来事に対する計画が予測不能な未来に
備える上では不十分であることに気づき、備え方の
アプローチに変化が見られる様になりました（図1）。

先陣を切る
「生き残り」から「成長」へのシフトをリードする
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更に明らかになったのは、予期せぬ事態への備え方
が、組織の仕事と人材への対応によって大きく左右
されるということです。2020年に世界的に起こった
パンデミック、経済危機、および人種問題に関わる抗
議活動等の打撃を最も受けやすかったのは、仕事と
労働者だったと言えるでしょう。一連の出来事を受け
て、組織は何を、どこで、どの様に、そして誰によって
なされるのかについて、抜本的に見直さざるを得ま
せんでした。2020年の混乱に臨機応変に立ち向か
い、変化する仕事と人材から、組織が仕事を組み替
え、従業員が予期せぬ事態に対応するために必要な
支援をすることの必要性が明らかになりました。

ウェルビーイング（well-being）、リスキル
（reskilling）、スーパーチーム（superteams）、人
材戦略、そしてHRの役割について深く掘り下げた各
章の議論の中で探求してきた様に、不確かな未来に
向けて仕事と人材が備える上では、人間らしい価値
観や考え方を組織の活動にいかに組み込むかが重
要となります。そのために組織は、パーパス、ポテン
シャル、パースペクティブという3つの要素を念頭に、
仕事をより人間らしくして、従業員、組織、社会全体
に対して永続的な価値を生み出せるよう努めるべき
です。

パーパスとは、組織の軸となる、ぶれない価値観の
ことです。経済的、社会的、そして人間的な利益の
交点にあるこの価値観は、組織の行動や意思決定
を評価する際の判断基準となります。予測や計画が
困難な状況に直面しても、パーパスにしっかりと根
付いた組織は、仕事に意味を吹き込むことで、共通
の意味のある目標に向かって従業員を動かすことが
できます。

ポテンシャルは、組織に従業員の能力をよりダイナ
ミックに捉えるよう促します。慣れ親しんだ状況や仕
事に対応する場合、組織は定義された職務記述書、
キャリアパス、および学習プログラムを利用して、従
業員の能力を把握したり伸ばしたりすることができま
す。しかし、常に未知に晒されている様な状況下では、
リーダーが従業員の伸びしろを把握し、その可能性
を予測不能な将来に適応していけるよう支援する必
要があります。

パースペクティブは、組織が不確実性に直面した時、
大胆に行動することを促します。パースペクティブを
持った組織は、選択肢の多さに怖気づいてしまわず
に、ゼロベースの思考を出発点として、新たな機会
や可能性を創造することができます。私たちは、組織
が自信を持って前進するためには、仕事の再構築が
非常に重要であると考えています。仕事の再構築と
は、ゼロベースの思考を実行に移すことを意味し、
新たな成果や価値を探求する中で、人間の可能性が
花開くよう仕事を再設計する行為です。

2020年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドのレポートでは、人間とテクノロジー
の間の対立を乗り越えるために、これらの3つのレン
ズを通して仕事と人材を見ることを組織に求めまし
た。新型コロナウイルスの危機を乗り越える組織を
数多く目の当たりにしてきた今年実施した調査では、
組織が混とんとした世界の中で、「生き残り」フォー
カスから「生き生きとした成長」フォーカスにシフトす
るためにやはりこの3つの特性が不可欠であること
を示唆しています。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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予測不能な世界におけるパーパス : 
北極星を見つける

2020年を経て私たちは、困難に直面した時に組織
の方向性を明確に示すことの重要性を学びました。
目的を明確にし、共有できていた組織では、目指す
姿に関する共通の理解が、従業員、チーム、リーダー
を繋いでいることが判明しました。これらの組織は、
共通のゴールを原動力として、相反する事項の優先
順位を整理し、帰属意識を高めることで従業員を団
結させ、差し迫った組織的・社会的な課題にエネル
ギーと資源を集中させていました。

デルタ航空のCEOであるEd Bastian氏は、デルタ
航空が新型コロナウイルスの危機を生き延びること
ができたのは、しっかりとした目的意識を持ち続けら
れたからだと説明しています。「私がCEOに就任し
た時、私たちは組織としてのミッションと目指す姿に
ついてよく考えました。パンデミック以前に組織とし
ての目的を明確にしたことで、パンデミック後の私た
ちは救われました。従業員が最も活躍できるのは、
リーダーシップのサポートを受け、自分たちの仕事が
組織の目的に繋がっていると感じた時です。私たちの
使命は人と人を繋ぐことです。人以上に世界を繋ぐも
のはありません1。」

パーパスは、経済的価値と社会的価値の交点を識別
する人間特有の能力に依存するという意味で、本質
的に人間的であると言えます。この交点がどこにある

のかを理解することで、リーダーは経済的価値と社
会的価値に合致する目的を掲げることができます。

パーパスが最も強烈に表れるのは、意味のある変化
を推進するために、経済的および社会的なニーズが
合致した際です。その様な組織の1例が、Edison 
Internationalとその 最 大 の 子 会 社である
Southern California Edison（SCE） で す。
Edisonは、 雇 用 機 会 均 等 委 員 会（Equal 
employment opportunity commission略して
EEOC）に提出が求められる様な同社のダイバーシ
ティやインクルージョンに関する情報を、従業員、取
締役、外部の利害関係者グループに公開することを
決定しました。SCEの人材、文化、戦略担当副社長
Natalie Schilling氏は次の様に述べています。「私
たちは、�よりインクルーシブな組織を作るというコ
ミットメントを達成するために�、従業員やリーダーに
向けた情報の透明性を高めたいと考えています2。」
更に、同社のダイバーシティとインクルージョンの責
任者であるLiji Thomas氏は、次の様に補足してい
ます。

組織としての誠実さを示す上で大切なのは、最
初に歩み寄り、透明性を持って自らリードするこ
とです。成功を収め、業界全体に変化をもたら
すため、またはフォーチュン250の長期的かつ
持続可能な成長を促すためには、他のプレイ
ヤーともデータを共有する必要があります3。

「従業員が最も活躍できるのは、リーダーシップ 
のサポートを受け、自分たちの仕事が組織の 
目的に繋がっていると感じた時です。」

 — デルタ航空 CEO、Ed Bastian
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SCEは、DE&I関連の情報、およびDE&Iに関連す
るコミットメントと価値を明白にすることで、組織や
従業員に関わる重要な問題について議論するための
土台を提供しています。この土台を通してSCEは、
他の組織にも継続的に変化を生み出すことを奨励す
ると同時に、自社の従業員が組織に真の変化をもた
らすことができる様な会話や話題を促しています。

予測不能な世界における 
ポテンシャル :人材の潜在能力を 
引き出す

絶え間ない混乱の中で成功するために、組織は従業
員とチームのポテンシャルを活用する必要があります。
従業員の潜在的な可能性を理解し、活用できる組織
は、人材の創造性を引き出し、スピーディで小回りの
利く組織を実現することができます。今年の調査の結
果、ほとんどのリーダーが同意していることが分かり
ました。2021年のデロイト・グローバル・ヒューマン・
キャピタル・トレンドの調査によると、グローバルの
経営陣の72%が、「人材が変化に適応し、新たな役
割を担う能力」は、組織が予測不能な未来に対応し

ていく上で最も重要な、あるいは次に重要な要素だ
と述べています。しかし、同じ幹部のうち、自分たち
の従業員が変化に適応し、新たな役割を担う「準備
ができている」と答えたのは僅か17%であり、リー
ダーが考える優先事項と実際の組織の準備状況との
間に大きな隔たりがあることをわかります。

これは、多くの組織の従業員に
対する理解が限定的であるから
だと考えられます。多くの組織が、
従業員を固定的な役割の担い手
としてしか捉えておらず、異なる
背景や経験や価値観を持ち、ど
こまでも成長し続けられる個人と
して認識していません。このため、
組織は従業員のポテンシャルを
伸ばし、組織の目標の達成に向
けた彼らの熱意を活用する機会
を逃しています。

従業員のポテンシャルを活用して、差し迫ったニーズ
（この場合は新型コロナウイルスワクチンの開発）に
迅速に対応する組織の1例として、Astrazenecaが
挙げられます。同社の副社長であり、感染症のグロー
バルフランチャイズ責任者であるTonya Villafana
氏は、Astrazenecaが感染症への対応を迅速に行
うことができたのは、社内およびUniversity of 
Oxfordとの共同研究を通じて外の複数の専門性に
すぐにアクセスすることができたからだと述べていま
す。同社は、新型コロナウイルスに向けてトップクラ
スの専門家を投入しただけでなく、ワクチン開発チー
ムに「熱意と使命感を持ったハイパフォーマー」を加
えました。

「私たちは、�よりインクルーシブな組織を作る 
というコミットメントを達成するために�、 
従業員やリーダーに向けた情報の透明性を 
高めたいと考えています。」

 — Southern California Edisonの人事、風土、 
 戦略担当バイスプレジデントNatalie Schilling氏

「組織としての誠実さを 
示す上で大切なのは、 
最初に歩み寄り、 
透明性を持って 
自らリードすることです。」

 — Southern California Edisonの 
 D&Iの責任者、Liji Thomas氏
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「役割を果たすのにふさわしい時期にふさわし
い人材を選抜することができました。誰もが感
染症の専門家である必要はありませんでした。
ゴールを実現するための情熱と、それを実現し
たいというエネルギーを持っていることが最大
の要件でした4。」

更にAstrazenecaは、同社が保有するエコシステ
ムも活用しました。共通の目的を達成するために、
同社は学界や規制当局と協力し、記録的な短期間で
ワクチンの治験を開始し、これまで数カ月から長くて
数年かかっていた様なことを数週間から数カ月で成
し遂げるために働き方を見直しました。同社は、これ
らの協力の成果が意味のある進歩や変化に繋がるこ
とを願っています。

「私たちが行ったことは、この業界の今後の協働
の仕方を根本的に変えたと思います。人として、
もっといい方法がある、ということを私たちは学
んだと思います。」

デジタル・ワークフロー企業のServiceNowも、今
回の危機を経験する中で、従業員の成長とパフォー
マンスのポテンシャルを引き出すことの価値を認識し

ました。「私たちはパンデミック中に2つの主要な製
品を予定通りリリースし、パンデミック期間中に会社
として書いたコードの量は想定外に増加しました。」
とServiceNowのCEO Bill McDermott氏は述
べています。「この事実を通して、当社のリーダーは、
人間の能力と、可能性を引き出せばどこにいようと
素晴らしい仕事ができるということを改めて感じまし
た。」McDermott氏は、仕事に創造性と自発性を
もたらすために従業員を信頼することの重要性を強
調しています。「従業員を信頼し尊重することで才能
が開花し、生産性、個性、そして創造性が解き放た
れます。人は、今まで通りのやり方を続けるのではな
く、今までやったことのないことをしたいと思っている
のです。」

予測不能な世界における 
パースペクティブ:大胆に前進する 
ための仕事の再設計

不確実性を自らの未来を創造する機会であるとに捉
えて行動を起こすためには、仮にこれまでとは異な
る方向に進むことが求められても、大胆に前進でき
るよう態勢を整えておく必要があります。

「ワクチン開発チームには、熱意と使命感を持った 
ハイパフォーマーを加えました。誰もが感染症の 
専門家である必要はなく、ゴールを実現するための 
情熱と、それを実現したいというエネルギーを 
持っていることが最大の要件でした。」

 — Astrazeneca、副社長兼感染症部門のグローバルフランチャイズ責任者、Tonya Villafana氏
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ServiceNowは、コロナ禍の中、舵を切ることので
きた組織のひとつです。同社は2020年3月に、リー
ダーが仕事の未来、デジタルトランスフォーメーショ
ンの未来、会社の未来について話し合う場として「青
空」戦略セッションを開催しました。しかし、日々状
況が悪化するパンデミックを踏まえてこれらのテーマ
について考えた時、CEOのBill McDermott氏は、
「そもそも世界がパンデミックをコントロールできる
よう支援しなければ、青空など望めない」ことに気
がつきました。そこからのServiceNowは、いかに
迅速にイノベーションを起こし、新製品を市場に投入
し、パンデミックの中で企業が事業運営を維持できる
よう自社のサービスを役立てるかに焦点を当てまし
た。この大胆なシフトの一環で生まれたのが、
ServiceNowの4つの緊急対応管理アプリケーショ
ンと、安全な職場復帰を実現するためのアプリケー
ション一式でした。

不確実性の中で大胆な一歩を踏み出す準備ができる
かどうかは、仕事の再設計に向けた意図的な努力に
かかっています。組織の目標に向かって新しい道を切
り開けるよう仕事の在り方を絶えず検討することに
よって、仕事をゼロベースで創造する力を実行に移す
ことに繋がると、私たちは考えています。新型コロナ
ウイルスの危機の際に、多くの組織ではどの様な仕

事をどの様に行うかについての基本的な前提を再考
せざるを得なくなり、私たちは仕事を再設計すること
の重要性を身をもって感じました。一定の仮定に基
づいて業務を再設計し、その変更を実施する能力は、
組織の存続に不可欠であると証明され、それは、パ
ンデミックが去った後も長期にわたって組織の成長
に繋がるのではないかと考えられます。

こうした状況のためか、私たちの調査に参加したほ
とんどのリーダーは、仕事に対する考え方の見直し
を優先しています。パンデミック以前に、仕事の再定
義の在り方について「仕事の再設計である」と答え
た回答者は全体の29%でしたが、今回の調査でそ
の様に答えたリーダーは61%にまで上昇していまし
た（図2）。

仕事の再設計が意味することは、タスクや取り組み
の自動化だけでなく、人間の強みを生かすよう仕事
を再構築することです。今年の調査でリーダーが仕
事を変える上で最も重要な要因として、人材のポテ
ンシャルに最も関連する2つの要因を挙げたのもこ
のためかもしれません（図3）。テクノロジーの活用
はたしかに重要ですが、私たちが直面している問題
はテクノロジーだけの問題ではなく、人間とテクノロ
ジーの両方の問題なのです。

断絶した世界の中のソーシャル・エンタープライズ：「生き残り」から「成長」へのシフト
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図2

リーダーは仕事の最適化から仕事の再創造に重点を移している
新型コロナウイルス以前は、仕事の再定義についてどの様に考えていましたか？
今後1～3年の仕事の再定義について、どの様に考えていますか？

新型コロナウイルス以前      今後

Note: n=3,630 (executives).

Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

7%

3%

仕事の再定義はしない

32%

10%

仕事の最適化

32%
27%

仕事の再設計

29%

61%

仕事の再創造

「仕事の再定義」とは

• 仕事の最適化：同じ仕事をより効率的に実行する

• 仕事の再設計：テクノロジーと人材を新たな方法で組み合わせ、従来通りの成果を達成する

• 仕事の再創造：テクノロジーと人材を新たな方法で組み合わせ、これまでにない、あるいはこれまで
とは異なる成果を達成する
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図3

人材とテクノロジーの両方が仕事の再定義に不可欠である
仕事を再定義するために、あなたが行っている、またはこれから行おうとしている
最も重要な行動は何ですか？

45%成長、適応力、そしてレジリエンスを
実現するための組織風土の醸成

35%新たなテクノロジーの導入

22%新しい仕事の成果を
実現するための組織再編

41% スキルの向上、リスキル、流動化等
を通じた従業員の能力強化

31% 新しい働き方、制度、インセンティブの
確立

16% 人間とテクノロジーが協働できる
様なポートフォリオの構築

Note: n=3,630 (executives).
Source: The 2021 Deloitte Global Human Capital Trends survey.

人材のポテンシャルを引き出すには、リーダーシップ
が欠かせません。実際、リーダーシップこそ、私たち
の調査で変化の原動力として特定された最大の要因
でした。回答者のうち、リーダーの60%が、将来への
「備え」に向けたビジョンを達成するために、リーダー
シップの行動が重要であると述べています。彼らはま
た、仕事の変革を阻む要因として、3つのリーダーシッ
プの問題（優先順位付け、スキル・経験・文化、お
よびビジョン）を挙げています。

デルタ航空のCEO、Bastian氏は、危機の際にこそ
強力なリーダーシップが必要だと強調しています。同
社は、2020年2月に過去最高の売上実績を記録し
ましたが、僅か30日後にはその約3%にまで売り上
げが落ち込んでいました5。「95年間の歴史の中で、
ここまでリーダーシップを必要としたことはありませ
んでした。」とBastian氏は振り返っています。一方で、
デルタ航空が危機を乗り越えることに貢献したのは
リーダーシップだけでなく、同社の従業員のおかげ
だと彼は考えています。「この会社を作った多くの偉
大なリーダーが過去にはいましたが、私たちの歴史
の中で最も重要なのは、今日机に向かっている人々

です。難しいこともありますし、信じられないほどの
ストレスや挑戦が立ちふさがることもありますが、こ
の様な時代に組織に貢献できることは名誉であり、
私たちの特権です6。」

ServiceNowのMcDermott氏も強いリーダー
シップを求めています。「過去にとらわれることなく未
来を切り開き、変化を起こしていくために必要な全て
のことに身を傾けています。なぜなら、私たちはパン
デミック以前の状態に戻ることは一生ないと信じて
いるからです。」とMcDermott氏は言います。未来
は、人が中心となって組織の成功を導いてくれるも
のだと、彼は信じています。「私たちの世界を動かし
ているのは、人です。今の状況も、まさに人間にとっ
て重要な瞬間であると言えるでしょう。人に寄り添っ
た考え方や行動でなければ、今は通用しません。」

アクション・プラン

過去1年間で何かが明らかになったとすれば、それ
は従業員を仕事や組織に関する決定の中心に据える
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ことで、混乱をより的確に回避することができるとい
うことです。これを実践するには、パーパス、ポテン
シャル、パースペクティブの観点から仕事と組織につ
いて考え、予測不能な未来でも成長できる様な組織
を構築する必要があります。リーダーは、従業員のベ
クトルを合わせる様な強い目的意識を共有し、組織
が直面する現在および将来の課題に立ち向かってい
くべきです。彼らは、従業員の熱意を組織的な目標
に繋げるために、一人一人のポテンシャルを発揮で
きるよう、従業員を信頼し、働き方の自由を与えるべ
きです。そして、仕事をゼロベースで再創造すること
が、絶えず仕事自体が見直される世界において、よ

り良い結果を達成するための鍵であることを認識す
べきです。

ServiceNowのMcDermott氏の言葉を借りれば、
「責任感のあるリーダーは、最終的になさねばなら
ないことは、直ちになさねばならないことであると理
解している」と言えるでしょう。ある意味この瞬間は、
リーダーたちがより高いレベルの行動とビジョンにシ
フトするきっかけを与える、歴史的な瞬間だと言える
のかもしれません。その瞬間をとらえて、私たちの仕
事や組織に対するアプローチに意味のある変更を加
えることができるか否かは、彼らにかかっています。

「私たちの世界を動かしているのは、人です。 
今の状況も、まさに人間にとって重要な瞬間で 
あると言えるでしょう。人に寄り添った考え方や 
行動でなければ、今は通用しません。」

 — ServiceNow、CEO、Bill McDermott氏
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クトにおいて、コンサルタント、プロジェクトマネージャー、プログラム開発者として
20年以上の経験を持つ。

Maren Hauptmann（マレン・ハウプトマン）｜mahauptmann@deloitte.de
Deloitteドイツにおけるヒューマン・キャピタルのリーダーであり、組織改革サービ
スのオファリング・リーダー。複数の業界での戦略およびヒューマン・キャピタル・
コンサルティングにおいて21年の経験があり、ドイツ、欧州およびグローバル企業に
おける大規模な組織、デジタルまた組織文化のトランスフォーメーションを支援して
いる。

Rob Scott（ロブ・スコット）｜rscott2@deloitte.com.au
Deloitteオーストラリアのプリンシパル。ビヘイビアー・テクノロジー領域のスペシャ
リストであり、アジアにおいてHRリーダーと共にビジネス目標を達成するためのテ
クノロジーの活用方法についてアドバイスを提供。ヒューマン・キャピタル領域にお
いて30年以上の経験を持ち、コンサルティング経験は20年に及ぶ。ローカルやグ
ローバルなHRテクノロジーイベントにて講演を多数行うHRテクノロジーのリー
ダーである。

Shannon Poynton（シャノン・ポイントン）｜shpoynton@deloitte.com
Deloitteヒューマン・キャピタルのマネージャー。組織、労働力、組織文化、戦略的
組織改革に関するアドバイスを10年近くにわたり提供している。本年度のデロイト 
グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドの執筆者およびプログラムマネージャー
であり、トレンド調査・レポートの全体設計・デリバリーを担当。
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執行役員　パートナー　岡本 努（Tsutomu Okamoto）
人材変革コンサルティング（Workforce Transformation）領域の事業責任者、 
HC Strategy Teamメンバー

人員・人件費計画策定および最適化マネジメントのほか、働き方改革、ダイバーシティ推進、
組織風土改革、組織・人事戦略策定、人事制度設計、グループ人事管理体系設計、業績評
価制度設計、BPR実行サポート等、組織・経営管理・人事・プロセス領域に関わるコンサ
ルティングを幅広く手がけている。主な著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント』（労務
行政）がある。

執行役員　パートナー　村中 靖（Yasushi Muranaka）
組織変革（Organization Transformation）領域のAPAC／日本の事業責任者、 
HC Strategy Teamメンバー

HRデューデリジェンス、経営幹部のリテンション等を含むPMI（Post Merger Integration）、
組織再編人事や、経営幹部報酬、指名報酬委員会に係るアドバイザリー等に携わる。著書
に『MBA　人材マネジメント戦略』（TAC出版）、『戦略的な役員報酬改革』（税務経理出版）、
『コーポレートガバナンスの全て』（共著、日本実業出版社）、『取締役・監査役のトレーニン
グ』（共著、別冊商事法務）等がある。

執行役員　パートナー　小野 隆（Takashi Ono）
人事機能変革（HR Transformation）領域の事業責任者、HC Strategy Teamメンバー

人事・総務領域の機能・組織・業務・人材の変革について、HRテクノロジー、デジタル
HR、BPR、RPA、チェンジマネジメント等の観点から支援している。グループ組織再編・
M&Aにおけるグループ人材マネジメント、人事PMI、SSC設立などにおいて豊富な経験を
持つ。
人材流動化研究会（Talent Mobility Lab）の事務局を担う。

執行役員　パートナー　古澤 哲也（Tetsuya Furusawa）
HC Strategy Teamメンバー

組織・人事コンサルティング歴15年以上。国内外の企業の様々な経営課題を組織・人事面
から解決する業務に従事。特に、経営・事業戦略をグローバルに推進するためのグローバル
人事戦略の立案、各種人事基盤の設計から組織風土改革までをトータルに支援する経験が
豊富。主な著書に、『MOTリーダー育成法』（中央経済社）、『変革を先取りする技術経営』
（共著、企業研究会）等がある。

執行役員　パートナー　坂田 省悟（Seigo Sakata）
HC Trends 事務局

グローバル・国内における組織・人事戦略策定、人事機能のトランスフォーメーション、人事
システム導入構想等の、組織・人材マネジメント基盤の構築・導入に関するコンサルティン
グを幅広く手掛けている。
またASEANを中心としたアジア地域における現地日系企業の人事制度改革、地域統括会
社設立・地域人事機能構築、組織再編（M&A、PMI）における人材移管・人事統合計画策
定、人事システム導入等を現地・日本本社の両面から支援。

Human Capital Japan Leaders
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2021年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドのプログラムを支援してくださった世界中
の仲間たちに感謝の意を表したいと思います。

デロイトのグローバル・ヒューマン・キャピタル エグゼクティブコミッティーのメンバーである、Erica Volini、
David Brown、Philippe Burger、Michelle Dryden、William Gosling、Michael Gretczko、
Steve Hatfield、Maren Hauptmann、Shivani Maitra、Art Mazor、Pascal Occean、Dheeraj 
Sharma、Michael Stephan、Petra Tito、そしてYves Van Durmeに、世界の各地域で生まれつつあ
るトレンドに関して展望を語っていただきました。

PMOチームを率いた、Kristy Spratt、そのPMOチームのメンバーである、Rinat Hadas、Asawari 
Bapatの他、グローバルチームをリードした、Jack Raisch、そして研究結果を提供してくれたEmma 
Mitchinerにも感謝申し上げます。

Shruti Kalaiselvan、Ananshi Chughは、調査とデータ分析のグローバルな取組をリードしてくれました。
Sejal Nanda、Vikas Arora、Divya Balasubramaniam、Shraddha Umakant Sodal、
Oindrila Banerjeeは、調査結果にインサイトに満ちた分析を提供してくれました。調査の翻訳を支援したリ
サーチチームのメンバーである、Disha Arora、Manisha Rustagi、Raveena Hajela、Shobhana、ま
た、追加の調査および分析を行っててくれた、Nekpen Osuan、Joy Oliver、Joi Bruce、Abha Kishore 
Kulkarniにも謝意を表したいと思います。

マーケティング戦略を指揮したLauren Wallace、広報活動を指揮したMelissa Doyle、マーケティングア
セットの制作を統括したJulie Shirazi、Andrea D� Alessandroはコミュニケーション・キャンペーンを統
括してくれました。

この報告書の冊子化のために多大な編集指導と指導を行った、Deloitte インサイトチームのJunko Kaji、編
集チームのBlythe Hurely、Aparna Prusty、Rupesh Bhat、Sayanika Bordoloi、Nairita 
Gangopadhyay、Abrar Khan、またクリエイティブチームのKevin Weier、Sanaa Sifi、Anoushriya 
Rao、Nagaraju Mangala、Molly Woodworth、およびGreen Dot Agency Studio、マルチメディ
ア担当のSarah Jersild、DeloitteインサイトマーケティングのAmy BergstromとAlexandra 
Kaweckiにも謝意を表します。

謝辞
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問い合わせ先

Global Human Capital leaders
Global Human Capital leader 
Erica Volini  
Deloitte Consulting  
evolini@deloitte.com

Global Organization Transformation leader 
Yves Van Durme 
Deloitte Consulting
yvandurme@deloitte.com

Global Future of Work leader 
Steven Hatfield
Deloitte Consulting LLP 
sthatfield@deloitte.com

Global Workforce Transformation leader 
David Brown  
Deloitte Touche Tohmatsu  
davidbrown@deloitte.com.au

Global HR Transformation leader
Arthur Mazor
Deloitte Consulting LLP 
amazor@deloitte.com

Human Capital country leaders

United States
Michael Stephan
Deloitte Consulting LLP
mstephan@deloitte.com

Canada and Chile
Pascal Occean
Deloitte
poccean@deloitte.ca

Argentina
Maria Soledad Ruilopez
Deloitte & Co. SA
sruilopez@deloitte.com

Brazil
Roberta Yoshida
Deloitte Consultores
royoshida@deloitte.com

Dutch Caribbean
George Menno
Deloitte Dutch Caribbean
mennogeorge@deloitte.cw

AMERICAS

Israel
Dan Halpern
Deloitte Israel & Co.
dhalpern@deloitte.co.il 

Mexico
Jesus Delgado 
Deloitte Consulting Mexico 
jedelgado@deloittemx.com

S-LATAM, Costa Rica, Panama, and Peru
Sofia Calderon
Deloitte & Touche SA
socalderon@deloitte.com

Ecuador
Roberto Estrada
Andeanecuador Consultores
restrada@deloitte.com

Uruguay and Colombia
Lucia Munoz
Deloitte SC
luciamunoz@deloitte.com
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Asia-Pacific 
David Brown
Deloitte Touche Tohmatsu
davidbrown@deloitte.com.au

Australia
Pip Dexter
Deloitte Touche Tohmatsu
pidexter@deloitte.com.au

China
Jungle Wong
Deloitte Consulting (Shanghai) Co. Ltd.  
Beijing branch
junglewong@deloitte.com.cn

India
Gaurav Lahiri
Deloitte Touche Tohmatsu India LLP
gauravlahiri@deloitte.com

ASIA-PACIFIC

Japan
Yasushi Muranaka  
Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
ymuranaka@tohmatsu.co.jp 

Tsutomu Okamoto 
Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
tsokamoto@tohmatsu.co.jp 

Korea
Gi-Won Choi 
Deloitte Consulting
gichoi@deloitte.com

New Zealand
Sonia Breeze 
Deloitte  
sbreeze@deloitte.co.nz

Southeast Asia
Angeline Leong
Deloitte Consulting Ltd.
angleong@deloitte.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AND AFRICA

United Kingdom
Will Gosling 
Deloitte 
wgosling@deloitte.co.uk

Africa
Pam Maharaj
Deloitte Consulting (Pty) Ltd. 
pammaharaj@deloitte.co.za

North and South Europe
Petra Tito
Deloitte 
ptito@deloitte.nl

Albania and Kosovo
Roden Pajaj
Deloitte Albania sh.p.k 
rpajaj@deloittece.com

Austria
Christian Havranek
Deloitte Austria
chavranek@deloitte.at

Julian Mauhart
Deloitte Austria
jmauhart@deloitte.at
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Belgium
Nathalie Vandaele
Deloitte Consulting & Advisory
nvandaele@deloitte.com

Central Mediterranean
Drew Keith
Deloitte Consulting SRL
dkeith@deloitte.it

Central Europe and Czech
Pavel Šimák
Deloitte
psimak@deloittece.com

Cyprus
George Pantelides
Deloitte Ltd.
gpantelides@deloitte.com

Denmark
Christina Burgwald 
Deloitte Denmark 
cburgwald@deloitte.dk

East Africa
George Hapisu
Deloitte Limited
ghapisu@deloitte.co.ke

Finland
Maarit Santtila
Deloitte
Maarit.Santtila@deloitte.fi

France
Philippe Burger
Deloitte Conseil
phburger@deloitte.fr

Francophone Africa
Fabrice Comlan
Deloitte
fcomlan@deloitte.com

Germany 
Maren Hauptmann
Deloitte Consulting
mahauptmann@deloitte.de

Greece 
Yiorgos Fragkos
Deloitte Business Solutions
yfragkos@deloitte.gr

Hungary 
Martin  Csepai
Deloitte
mcsepai@deloittece.com

Ireland
Valarie Daunt
Deloitte
vdaunt@deloitte.ie

Luxembourg
Pascal Martino 
Deloitte 
pamartino@deloitte.lu

Netherlands
Egon Hoppe
Deloitte
ehoppe@deloitte.nl

Nordics and Sweden
Josefine Liljeqvist
Deloitte
jliljeqvist@deloitte.se

Norway
Eva Gjovikli
Deloitte AS
egjovikli@deloitte.no

Poland
John Guziak 
Deloitte 
jguziak@deloittece.com
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Portugal
Nuno Carvalho
Deloitte Consulting
ncarvalho@deloitte.pt

Russia
Vera Vitalieva
Deloitte Consulting LLC
vvitalieva@deloitte.ru

Slovakia
Zuzana Kostiviarova
Deloitte
zkostiviarova@deloittece.com

Spain
Joan Pere Salom
Deloitte Consulting SL
josalom@deloitte.es

Switzerland
Veronica Melian
Deloitte
vcmelian@deloitte.ch

West Africa
Joseph Olofinsola
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
jolofinsola@deloitte.com.ng

Turkey
Cem Sezgin
Deloitte Turkey
csezgin@deloitte.com
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