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社の労働力（ワークフォース）をどのように定義していますか？」とマネジャーに聞くと、共通して「いい質問ですね」という答
えが返ってきます。そう答えるのは、マネジャーは往々にして2つの現実の間で板挟みになっていると感じているからなのです。
まず、1つめは、「自社の労働力をより外部人材に依存している」という現実、そして、その一方、「自社のタレントマネジメ

ントの制度や運用、システムは社内の従業員のためのみに設計されたものである」という現実です。これら2つの現実の折り合いをつける
ことは、今なお続く課題であり、そのための取り組みは、戦略、リーダーシップ、組織風土、タレントマネジメントの実行に重要な影響を
もたらします。

本調査から、大半のマネジャーが自社の従業員だけではなく、業務委託、サービスプロバイダー、ギグワーカー、そしてソフトウエアロボット
さえも企業のために価値を創造する自社の労働力の一部であると考えていることが明らかになっています。デロイトが実施したグローバ
ル・エグゼクティブ・サーベイでは、約87%という大多数の回答者が自社の労働力の構成要員の中に外部人材を含めていることが明ら
かになっています。

それと同時に、タレントマネジメントに関する制度、運用、システムのほとんどが、外部人材ではなく自社の従業員に焦点を当てていま
す。例えば、要員計画、採用、パフォーマンス・マネジメント、報酬制度はすべてフルタイムの（場合によってはパートタイムの）従業員
に焦点を当てています。その結果、組織は往々にして自社で大きな役割を果たしている外部人材も管理する統合されたアプローチが
欠落しているのです。

本レポートのためにデロイトがインタビューを行ったエグゼクティブの中の1人はいみじくも、こう述べています。「自分の会社で給与を支払っ
ている労働者よりも外部人材の数の方が多いかもしれない、こういった人材のタレントマネジメントについて考える価値があるのではない
でしょうか？」

一部の先見の明のあるエグゼクティブは、内外人材の多様なグループを戦略的にマネジメントするための統合されたアプローチを探る中
で、タレント・エコシステムという考えに辿りつきました。

この有望な考え方は、（本レポートの中で詳細に論じますが）マネジャーが従業員、外部人材、その他から構成される労働力がもた
らす戦略、組織、規制、実務への効果を考慮する上で役立つ、潜在的なメリットを提供します。

本レポートは、タレント・エコシステムとは何か、これらを加速させているトレンドの考察、メリットと課題について論じており、タレント・エコ
システムの構築と運用に関連したマネジメント方法を明らかにしています。本稿は、5,118名のプロフェッショナルを対象としたグローバル・
エグゼクティブ・サーベイ、27名のエグゼクティブへのインタビュー、ヒューマンキャピタルとエコシステム・マネジメントに関する資料から得られ
た調査結果を基に行われています。

「自

私たちは、「タレント・エコシステムとは補完性と相互依存性によって成り立っている組織のための価値創
造に重点を置いた構造である」と定義しています1。この構造には内外の人材が含まれており、個人と集
団の両方の目標を追求して機能しています。

エグゼクティブ・サマリー
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本リサーチは、「Future of Workforce（労働力の未来）」に関する、MIT SMRとデロイトとの長年にわたるリサーチ・コラボ
レーションの一環で実施しています2。私たちのこれまでのリサーチから、現在のエグゼクティブの多くがタレント・エコシステム
は自社の将来にとって重要な部分になると予想していることについて、説得力のあるエビデンスを提供しています。なお、
仕事の性質の変化や労働者の好みの変化など、タレント・エコシステムに向けて企業を動かしてきたトレンドが、引き続き
企業をこの方向に向かわせるのかについては、まだ答えが出ていません。

2020年秋、MIT Sloan Management Reviewとデロイトは、タレン
ト・マネジメント問題に関し戦略的アプローチの方法への理解を
深めるために、世界中の5,118人のマネジャーとリーダーを対象に
調査を行いました。回答者は138カ国、29以上の様々な規模の
業種と組織を代表しています。回答者のうち3分の2以上は米国
以外からで、30%以上が過去5年間に、企業に属さず個人として、
臨時の（非正規の）職務で働いた経験があります。サンプルは、
MIT Sloan Management Reviewの読者、デロイトのエグゼクティブ
のネットワーク、その他の利害関係者などの多数のソースから得ら
れたものです。

また、民間産業、公的セクター、高等教育機関、政府の経営幹
部レベルのエグゼクティブやその他のシニアリーダーを対象に、27件
の包括的なインタビューも行い、労働力に関する認識の変化、こ
のような変化と組織の戦略・風土との関連性、マネジメントへの
影響、といったトピックスについて調査しました。そして、エコシステ
ム・ダイナミクス、フレームワーク、ガバナンス構造に関するマネジメ
ント・戦略の研究・調査文献を参照して分析しました。

また、6つの労働者カテゴリについてどこまでを自社の労働力と見
なしているかという本調査の質問回答に基づき、労働力に関す
る定義を2つに分類しました。

これに関し、フルタイムまたはパートタイムの従業員のみを選択した
人々を、「労働力を最も狭く定義する層」としました。一方、6つ
のカテゴリすべて（ギグワーカー、プロフェッショナル・サービスプロバ
イダー、開発者、等）の外部人材を自社の労働力の一部とみ
なした人々を「労働力を最も広く定義する層」としました。（4
ページ図2参照）この分類に基づき、サーベイの質問の全項目に
対して、両層がどのように回答したかを分析しました。

本レポートのための調査は新型コロナウィルスが世界的に感染拡
大する中で実施されましたが、サーベイとインタビューの回答者はそ
の当時まさにタレントマネジメントの劇的な変化を乗り切ろうとし
ていました。私たちの調査データとインタビューの回答は、新型コロ
ナウィルスの世界的感染拡大が始まる前からタレント・エコシステ
ムを牽引する多くのトレンドは進行しており、世界的感染拡大の
最も極限的な影響の後もそのトレンドは続く可能性が高いことを
示唆しています。それでも、調査期間中にいくつかのトレンドが加
速した可能性があり、他のトレンドは減速した可能性も認識して
います。ゆえ、これらのトレンドが今後数年間で、どのような方向
に向かうのかはまだ分かりません。

リサーチについて
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同心円状のリング、連続体、コミュニティ、パッチワーク。これらは、
リーダーが、自身の組織のために価値を創造する幅広い労働力
について考える際に使用している比喩です。今日の労働力は、
従業員だけでなく、業務委託、ギグワーカー、サービスプロバイダー、
外部アプリ開発者、クラウドソーシングによる外部協力者など、
様々なプレーヤーで構成されています。例えば、英国の多国籍ク
リエイティブ会社であるWPPは、10万人以上の従業員を擁し、数
十万人のフリーランサーに依存しています。WPPは自社の従業員
について、同心円状のリングをイメージしています。グローバル最高
人事責任者であるJacqui Canney氏は、組織風土とキャリアの構
築について考える上で、会社とは、最も内側のリングに位置して
いる自社だけ限定しているわけではない、と述べています。「当社
は、10万人のことだけを考えるつもりはありません」と同氏は述べ
ています。「外側のリング、すなわちWPPのクライアントと接してい
る50万人以上の人々についても考えています」

法人向けソフトウェア会社のWorkdayは、連続体に例えています。
WorkdayのCHROソリューションマーケティング室のエグゼクティブ・
ディレクターであるBarbry McGann氏は、次のように述べています。
「当社には、派遣労働者やフリーランサーなどの非従業員の担う
業務から、パートタイム職員や、正社員の貢献までを新たな労働
力の連続体とみなしています」

NASAのように伝統ある組織でさえ、従来の労働力の概念では不
十分だと感じています。NASAの探査技術オフィス副所長である
Nicholas Skytland氏は、NASAの労働力の未来とは、「自分の仕
事が大好きだから30年間のキャリアのために残りたいという人と、
プロジェクト・ベースでワンシーズンだけだったり、おそらく同時に複
数の仕事にも携わりながらNASAで働くギグワーカー」の両方を含
んだものになると考えています。また、同氏は毎年恒例の
International Space Apps ChallengeやNASAの他の多くのオープ
ン・イノベーション・プラットフォームなどのイベントを通じて、NASAの
ミッションに自分の技能を提供しようという民間科学者も含まれ
る、と主張しています。

Applauseは特に外部人材に依存しており、自社の労働力をコ
ミュニティと見なしています。同社は400人の従業員の中にソフト
ウェアテスターが1人もいないソフトウェアテスト会社です。その代わ
りに同社の200の国と地域から総勢70万人のクラウドソーシング・

コミュニティがテスト作業を行っています。創業者、会長兼CEOで
あるDoron Reuveni氏は、この人材活用モデルには大きなメリット
があると考えています。「誰かを雇って仕事をしてもらうよりも、はる
かに良いです」と同氏は述べています。「ここには、その人が何をし
たか、どのプロジェクトに携わったか、どのバグを報告したかについて
のデータが実際にあるのです。彼ら彼女らの価値に関する実デー
タがあるのです」

Launchpad Venture Groupのエンジェル投資家兼ボードメンバー
であるCatherine Popper氏は、リソースが限られているスタートアッ
プベンチャーが様々な人材の手配によって仕事を遂行する方法に
ついてパッチワークに例えて説明しています。「最終的に、パートタ
イマー、派遣労働者、プラットフォーム提供者、エージェンシー、リ
モート開発者、アドバイザー、弁護士、銀行家といった人材を活
用する様々な方法すべてについて考えることになります」と同氏は
述べます。「スタートアップにとって、人を雇うことはすべて財務上の
賭けになります。より大きなパッチワークを持つことで、柔軟に対応
できるようになります」

業務委託をするのはフリーランサーやギグワーカーに限定されません。
多くの場合、外部組織も含まれます。Amazonを退職した、消費
者ビジネス担当CEOだったJeff Wilke氏によると、Amazonには100
万人以上の従業員がいますが、Amazon Marketplaceでは200
万以上の個人事業主が商品を提供しています。これらの出品業
者は独立していますが、Amazon Marketplaceに付加価値を与え
るという意味で、Amazonのビジネスを補完しています。

このような話はよくある話なのでしょうか、それとも珍しい話なので
しょうか？私たちは、ビジネス、学界、政府の27人のリーダーを対
象にインタビューを行い、5,118人のマネジャーとエグゼクティブを対
象にグローバル調査を実施し、企業が自社の労働力について、
内外の人材や外部組織をどのように見なしているのかを明らかに
しました。調査結果から、回答者の87%が、正社員やパートタイム
の従業員だけでなく、より広い意味で、自身の労働力を定義し
ています（次ページ図1参照）。本「MIT SMR・Deloitte 2021年
Future of the Workforceレポート」では、この課題に対処するため
に、タレント・エコシステム・アプローチを提案しています。

はじめに

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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私たちは、本レポートで以下のことを行っています。

1. タレント・エコシステムのコンセプトを説明し、それを実現させ
る原動力となるいくつかの要素を浮き彫りにします。

2. タレント・エコシステムが、戦略、リーダーシップ、組織風土、
DEI（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン）、ガバナン
スにどのような影響を与えるかについて論じます。

3. タレント・エコシステム・アプローチと従来の従業員ライフサイク
ル・モデルとの間の重要なマネジメント方法の違いを明らか
にします。

本プロジェクトは、労働力の未来に関する私たちの共同の長年に
わたるリサーチ・イニシアティブを拡張するものです3。2020年以前
からの研究の蓄積と今回のリサーチに基づいた私たちのエビデンス
によると、タレント・エコシステムの導入を促進するトレンドは、新
型コロナウィルスの世界的感染拡大により生じた仕事に関連した
変化よりも前に起きており、世界的感染拡大に関連する極限的
な状況が収まる中で、継続していく見込みであることが強く示唆
されています4。

リーダーは、誰が自社の労働力に含まれているのかについて、より
広範に考え始めています。リーダーの多くは、将来、より多くの外
部人材が自社の労働力の一部になると予想しています（図2
参照）。中には、自社の労働力とは何であるかについて構造的
に考えるリーダーもいて、タレント・エコシステム・アプローチへと向か
うトレンドがますます高まっていることがわかります。何人かのインタ
ビュー対象者が自社の労働力を既に「エコシステムである」と説明
しています。Reuveni氏は、Applauseのソフトウェアテスターの大規
模なコミュニティは「これは間違いなくエコシステムです」と述べてい
ます。また、IBMの最高人事責任者（Chief Human Resources 
Officer：CHRO）であるNickle LaMoreaux氏は、同社の拡大し
た労働者予備軍について、「より幅広いエコシステム」と考えてい
ると述べています。さらに、WPPのCanney氏は、同社ではフルタイ
ムの労働者とフリーランサーを「当社のエコシステムの一部」と見な
していると述べています。Nikeの元人事担当副社長であるKaren 
Weisz氏は、労働力全体を「拡張したエコシステム」と呼んでいま
す。ここで紹介したエグゼクティブは既に自社の労働力を内外統
合して考えているのです。

外部人材も自社の労働力と捉える考え方

が自社の労働力と
は、自社の従業員
だけではない多くの
人々が含まれてい
ると考えています

が自社の労働力とは、
フルタイムとパートタイム
従業員のみと考えています

87% 13%

労働力を最も広く定義する層
すべてのカテゴリが自社の
労働力スと考えている回答者
（n = 554）

労働力を最も狭く定義する層
従業員だけが自社の労働力と
考えている回答者
（n = 604）

フルタイム／パートタイム従業員

業務委託
（例ギグワーカー、派遣労働者）

サービスプロバイダー
（例：PRエージェンシー、マネジメント・コンサルタント）

労働力拡張のためのテクノロジー
（例：AI、ロボット、チャットボット等）

開発者・アクセサリプロバイダー
（例：アプリ・ストアからアプリを提供）

外部協力者
（例：クラウドソーシング・イノベーター、リードユーザー・イノベーター）

35%

42%

37%

48%

73%

61%

23%

27%

18%

20%

43%

28%

図1：自社の労働力の捉え方

回答者10人のうち8人以上が外部人材について、自社の労働力の一部であると考
えています。

（％ベースは4,761人の回答者全員で、「わからない」や「当てはまらない」回答者は除外しています）

図2：人材カテゴリ別での今後の増加見込み

外部人材のすべてのカテゴリで増加予想が見られます。この傾向は、自社の労働
力を広い視野で捉えている層において特に大きいです。

回答者は、以下のカテゴリの人材が今後18～24か月以内に増加すると予想して
います。

（％は「同意する」「強く同意する」の合計。複数回答。）
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私たちは、データと直近の調査に基づき、タレント・エコシステムを、
「補完性と相互依存性からなる組織の価値創造に重点を置い
た構造」として定義しています5。この構造は、組織内外のアクター
を含んでおり、個人と集団の両方の目標を追求するために作用
しています。ここでの補完性とは、システム内のメンバー（働き手と
組織）は独立している一方で、互いの顧客に対して共に価値を
提供していることを意味します。また、相互依存性とは、共有さ
れた成功（または失敗）のために、相互に依存していることを意
味しています。（共に勝つか負けるかのどちらかなのです。）

このエコシステム・アプローチは、個々の従業員が直線的なキャリ
アパスに沿って仕事をし、自社のために価値を創造することを想
定した従来の従業員のみを自社の労働力と捉える考えからは大
きく逸脱しています。従来の観点で従業員を管理する人事構造
は、システム、プロセス、監視が多い一方、この新しいアプローチで
はタレント・エコシステムそのものを構造として扱っています。従業
員の管理と、タレント・エコシステム構造の管理は、根本的に異
なるプロセスなのです。

タレントのエコシステムには、従業員、直接その組織のために働い
ていなくても組織の成功に欠かせないとされる外部人材、または
その両方が含まれています。エコシステムのメンバーは、個人、企
業、テクノロジーを問わず、相互依存的・補完的な関係を有して
いる可能性があります。これらは共に、組織がその目的を達成す
るために、構築し、培い、育て、活用する多様なコミュニティを構
成します。

例えば、Wilke氏は、現在200万のサードパーティ販売者を持つ
Amazon Marketplaceを開始した背景について説明しています。
「当社の店舗だけをうまく運営し続けることもできたかもしれません
が、小規模な企業を含む競合会社が自身の製品を当社と並
行して提供するのを許した方が、顧客にとってはより良いだろうと

思いました。そうすれば、すべての人にとってメリットがあるのです」

Pegasystemsの創業者兼CEOであるAlan Trefler氏も、ソフトウェ
ア会社の戦略の一環として補完的機能を含めることの利点を認
識しており、かつ、このトレンドは強まっていると考えています。同
氏は以下のように述べています。労働力の最適化は、「企業全
体でシームレスに作業を割り当て、管理できるようにするだけでは
ありません。他の企業に働きかけ、彼ら彼女らが請け負う可能性
のある業務を自身のクライアントのための共通チャネルに持ち込む
ことができるということでもあるのです。私は、当社が提供するもの
を補完するテクノロジーをもつパートナーとの関わりを深めていけるこ
とを期待しています」

このタレント・エコシステムには、今は自社に価値を創造していなく
ても将来的に自社の力になる人材も含んでいるかもしれません。
Applauseでは、同社の70万人のソフトウェアテスターのうち25%～
30%だけが常時、給与を支払われてプロジェクトに取り組んでおり、
それ以外の人は、給与が支払われる仕事に参加しているかどう
かに関係なく、スキルを身につけ、経験を積むチャンスがあります。
一方、Applauseは、エコシステムのメンバーの間での忠誠心、信
頼、連帯感、帰属意識を構築することを目指しており、これは従
来の従業員エンゲージメントの概念を超越した取り組みです。

全く異なる組織の事例として、Ronald Clark米国陸軍少将兼米
国インド太平洋軍参謀総長は、軍人、民間人、契約職員だけ
ではなく、家族もまた、自組織の労働力の一部であると考えてい
ます。同氏は以下のように述べています。「私は、自分達の家族
も含めています。なぜなら、ユニットの中やその周辺の仕事の多く
は、軍人やFRG（Family Readiness Group）を通じたボランティ
アによって行われているからです」

ブーメラン従業員と呼ばれる、以前自社に所属していた人や退
職者も含めることは、タレント・エコシステムを強化するもう1つの方
法です6。IBMのLaMoreaux氏は、以下のように述べています。
「従業員のライフサイクルについて考える際、出たり入ったりがある
だろうということを知っておくことが重要で、それをどのように管理し、
どのように、あらゆる点で魅力的な経験を彼ら彼女らに提供する
かを考えていなくてはなりません」

このエコシステム・アプローチは、個々の
従業員が直線的なキャリアパスに沿っ
て仕事をし、自身の組織のために価値
を創造することを想定している従来の
考えから大きく異なります。

タレント・エコシステムには働く人々と組織間には
幅広いコミュニティが含まれています

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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Ingredionのシニアヴァイスプレジデント兼最高人事責任者である
Elizabeth Adefioye氏は、多国籍成分プロバイダーは、元社員を
パートタイムとして呼び戻すことがあると述べています。「なぜなら、
彼らの持つある特定の重要なスキル・能力が必要だからです」。
また、同様の事例として、世界中の逼迫した病院が新型コロナ
ウィルス感染症患者の治療を手伝ってもらうために、引退した医
療プロフェッショナルに現場に復帰するよう要請し、何十万人もの
人がその要請に応えるケースも目の当たりにしました7。

タレント・エコシステム・アプローチによって、組織は短期間のギャッ
プを埋めるために、従業員やその他自組織で働く人材を他のエコ
システムメンバーと共有する可能性があります。このことは労働者
と組織にとって、コスト、時間、チャンスの面で数えきれないほどの
メリットがあります。WPPのグローバル・ピープル戦略事業パートナー
であるBrian Baker氏は、マーケティング部門の求人をしているクラ
イアントが特定の期間でポストを埋めるため、どのように自社に従
業員を貸してほしいと依頼してくるか説明しています。このような
場合、WPPと同社のクライアントは、お互いのエコシステムの一部
となっています。「当社は従業員に対し、自分たちが毎日サービス
を提供しているクライアントの立場になると共に、自分がクライア
ントを成長させるといった経験ができる機会を提供しています」と
Baker氏は述べています。「そして、当社のクライアントにとっては、
コスト戦略だけであるだけでなく、ギグワークに対する考えを完全に
見直すことにもなります。なぜなら彼らは、デリバリーの実績があり、
信頼できるパートナーがいることを知っているからです。そして、その
パートナーは信頼性が高く、アクセスが簡単なのです」

業界全体で、外部の人材や企業が自社の仕事のかなりの部分
を行っています。Rocheの最高人事責任者であるCris Wilbur氏
は、臨時の（例：非正規）労働者が、スイスの医療多国籍
企業であるRocheの総労働力の約25%を占めていると推定して
います。McGann氏は、Workdayのクライアントの中には、50%が
臨時労働者という企業もいると述べています。クライアントの派
遣労働者管理を支援しているソフトウェア会社のSAP Fieldglass
のゼネラルマネジャーであるArun Srinivasan氏は、次のように述べ
ています。「エネルギーや天然資源、金融サービス、テクノロジーな
どの業界では、特定期間に従業員よりも外部人材の方が多いこ
とがあることに驚くでしょう」

本調査によると、数多くの回答者が自社の労働力がこのような
方向に進んでいると考えています。また、3分の1（33%）が今後
18～24か月以内に外部人材への依存が高まると予想していま
す。これは、マネジャーが、自社の製品またはサービスが新型コロナ
ウィルスの世界的感染拡大によってプラスまたはマイナスの影響を
受けていたことに同意するかどうかに関係なく当てはまります。
Adefioye氏は、Ingredionにとっての外部人材の重要性を強く認
識しています。「今日では、派遣労働者、臨時労働者、コンサル
タント、フルタイムの従業員、そしてワークシェアリングといった様々
な人材タイプがあります」「当社はそれらすべての人材タイプのため
に準備ができていなければなりません。なぜなら、彼ら彼女らは異
なる価値をもたらすからです」と同氏は述べています。本調査では、
半数以上が、外部の人材にアクセスするためにオンラインプラット
フォームの利用を増やそうと考えています。ただし、ますます依存が
強まる外部人材を管理する準備をしている組織はほとんどありま
せん（図3参照）。

外部人材は、より多くの仕事をしているだけではなく、より重要な
仕事もしています。臨時労働者は往々にして、組織の中核とな
るミッションにとっても不可欠とされることもあります。

タレント・エコシステムは、外部人材がより多く、
より重要な仕事をしていることを認識しています

外部人材にのタレントマネジメントに対して十分な準備を
行っている

18～24か月以内に、ギグワーカーのような外部人材への
依存を強める予定である

自組織のために働いていない外部人材がもつアイディアや
スキルに大きな価値を置いている

外部人材にアクセスするためにオンラインプラットフォームを
利用している

回答者

18か月以内に、外部人材にアクセスするためのオンライン
プラットフォームの利用が増えると予想している

54%

33%

46%

52%

28%

図3：タレント・エコシステムに参画する企業は増えていますが、
その準備はととのってません

多くの企業が外部人材のアイディアやスキルへの依存度を高め、その人材にアクセ
スするためにますますオンラインプラットフォームを利用するようになっています。その一
方、このような変化に対して十分に備えていると考えている企業はまだ3分の1未満
です。
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Srinivasan氏はこう説明しています。「組織がビジネスとして存続し、
成長する上で必要な高度で差別化されたサービスを提供していく
ために、サードパーティープロバイダーや外部人材を活用するという
コンセプトを掲げているのを目の当たりにしています」この見解は、
他の調査でも裏付けられています8。

同様にRocheは、革新的な医療ソリューションを提供するという
ミッションの達成を手助けする人材すべてを自社の労働力と見な
しています。「当社は、自社の労働力について、はるかにインクルー
シブで大局的に考えてきました」とWilbur氏は述べています。従業
員という枠組みを超え、新たに定義された労働力には、「当社が
必要としている専門知識のために契約している業務委託者や、
柔軟かつスケーラブルな方法で特定のスキルを提供するパート
ナー」が含まれています。

LaunchpadのPopper氏は、スタートアップにとって社外で重要な
役割を果たすことは、長い間、日常茶飯事なことだったと述べて
います。例えば、リソースが限られているため、スタートアップはフル
タイムのCFOを雇う金銭的余裕がないかもしれませんが、週に一
度CFOの役割を果たす人を雇うことはできるかもしれません。
Popper氏は最近、より歴史が長い企業でも同じように機能して
いる場合があることに気づきました。「自社のフルタイムの従業員
がするより良い成果を挙げるために、あなたは別のリソースを使う
ことはできますか？今それを行うのは以前よりも簡単であり、高
品質なのです」と同氏は述べています。

組織が価値を獲得、提供するために様々な外部人材に依存す
るのは新しいことではありません。しかし、それが拡大してきている
ことは新しい現象です。この増加は、多くの組織が人材ニーズに
対応する方法を大きく変えるいくつかの重要な変化によってもた
らされました。仕事の性質が変化し、働く人々の好みが進化して
います。そして、テクノロジーにより、マネジメントする人材や組織の
数が変化しています。

仕事の性質は、それまでのパフォーマンスの最適化に重点を置い
た機械的でプロセス主導といった考えから、スピード、革新性、関
係性に重点を置いたチームベース、プロジェクトベースという考えに
大きく取って替わりました。これらの変更により、一部のリーダーは、

自社の労働力をどのようにオーケストレーションするかについて新た
な決定を下す必要に迫られています9。

プロジェクトベースの仕事への移行は、特定のエンゲージメントのた
めに外部人材を呼び入れたり、突発的なニーズに応えるために部
門間を簡単に移動できる社内のタレントマーケットプレイスを使用
するための新たな要件や機会を創出します。Pegasystemsの
Trefler氏は、以下のように断言しています。「労働力の未来につ
いて考えるのであれば、仕事自体について考えることです。あなた
が達成しようとしているのは何ですか？仕事を見ることから始める
と、問題を内側から外側に向かって見るようになります。仕事の
中核となる要素は何でしょうか、またそれらの中核となる要素のど
れが、あなたのために働いているスタッフによって行われるべきで
しょうか？」

プロジェクトベースの仕事が増えたことに加え、新型コロナウィルス
によるロックダウンや外出制限令にも部分的に後押しされ、多く
の組織はリモートワーク体制もますます受け入れるようになっていま
す。関連して、新型コロナウィルスの世界的感染拡大のかなり前
から、研究者は「work from anywhere（あらゆる場所から仕事
をする）」というトレンドについて研究を始めており、企業の不動
産コスト、移住における制約、潜在的な効率性の向上、その他
の関連する問題に取り組んでいました10。

同時に、これらのトレンドは、いくつかの点でタレント・エコシステム
の条件を改善します。働き手を探している企業の地理的制約を
緩和し、チャンスを求めている人々が居住地を超えて仕事を探す
ことを可能にし、組織にとってはプロジェクトベースの需要と適切な
タイプの人材とのマッチングをより簡単に行うことが可能になります。

今回のインタビュー対象者の多くは、全世代の労働者が仕事の
安定性と安全性よりも、目的、柔軟性、個人的な経験を優先
していることを認識していました。ロンドン・ビジネススクールの経営
学教授であるLynda Gratton氏と、ロンドン・ビジネス・スクールの
経済学教授であるAndrew Scott氏は、人々が世代を超えて、
自身のキャリアへの期待を変化させており、（共同執筆した記
事の中で）「個人は人生の新しい段階の実験を始めており、異
なるキャリア構造を創造しています11」と述べています。

タレント・エコシステムの原動力

仕事の性質は変化しています

働く人々の意向は変化しています

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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ライフスタイルをワークスタイルと連携させること、スキルをアップグ
レードさせること、65歳を過ぎても働くことといったこれらの新しい
キャリアパスが、タレント・エコシステム・アプローチ内では十分にサ
ポートされています。

LaunchpadのPopper氏は、ミレニアル世代にとって、企業価値は
極めて重要な関心事であり、「在職期間、年功、忠誠心は過
去のものです。この世代は自ら参加することによって意思表示を
行います。彼ら彼女らは、もし見ているものが気に入らなければ、
離れてしまうでしょう」と考えています。実際、本調査でも働く
人々の多くがたとえ正社員だとしても自分のことを「忠誠心のあ
る従業員」というよりはむしろ「フリーエージェント」であると考えてい
ることが示されています（図4参照）。米国陸軍准将である
Milford H. Beagle Jr.氏は、より若い世代の新兵について、以下
のように述べています。「彼らは自律性、目的、モチベーションを欲
しています。彼らよりも前の世代は、『自分はここにいて、この環境
の中で頑張ってきた。自分は安定している』といったように、継続
性と安定性の方を好んでいました。ただ、ミレニアル世代同様、こ
れからの世代は、チャンレジさせ続ける必要があると思っています」

さらに、WorkdayのMcGann氏は次のように述べています。「従業
員は自分のスキルや能力を伸ばすことに価値を置いています。彼
ら彼女らは、出世することよりも経験を通じてキャリアの価値を増
やすために、より多くのプロジェクトとギグワークを望んでいるので
す」

SAP FieldglassのSrinivasan氏は以下のように述べています。「まさ
にこれから戦力になろうとしている人とキャリアの終わりを意識し
始めている人はそれぞれ違う形で仕事に従事したいという意向を
示しています。彼ら彼女らは『私は意味のある仕事をしたいのです。
その仕事の背景にあるパーパスがほしいのです。』と言っています」

テクノロジーは、タレント・エコシステムを実現するために必要不可
欠です。（例えば、社内のタレントマネジメントシステムや外部人
材のオープンプラットフォームを改善するなど）また、データ分析、
AI、または機械学習といった価値を高めるツールを提供する上で
も重要です12。

オックスフォード大学サイード・ビジネス・スクールのリサーチフェロー兼
英国アカデミー・ポスト・ドクターであるGretta Corporaal氏は、オン
ラインでのワーキングプラットフォームの台頭について指摘しています。
このプラットフォームによって、組織はより簡単に、より安く、オンデ

マンドで労働者を探し、雇うことができます。Corporaal氏はオック
スフォード大学のiLabour Projectに参加しています。同プロジェクト
では、オンライン労働におけるトレンドを追っていく経済指標である
オンライン労働指標を開発しました13。「過去3年間で、この指標
が年々増加していることがわかりました」と同氏は説明しており、
Fortune 500の企業の30%が、組織内部で不足している専門知
識を探すためにオンライン労働プラットフォームを使用していると述
べています。同氏はさらに「私たちは、このトレンドは引き続き大き
くなると考えています」と述べています。このトレンドは私たちのサー
ベイの結果とも一致しています。回答者の52%は、自身の組織
が今後18か月以内にこのようなオンラインプラットフォームの使用を
増やすと考えています。

Walmartの最高人事責任者であるDonna Morris氏は、プラット
フォームが短期間のギグワークのためだけでなく、多様なニーズに対
応する人材とスキルの源であると認識しています。「実質的に非
常に一時的なものであろうとより長期的なものであろうと、自身
のニーズに合ったこれらのサービスを手に入れるためにプラットフォー
ムを使用することができます」。

テクノロジーは、様々な労働力をもつ組織の数を
変化させます

13%

19%

37%

55%

5%

5%

10%

9%

82%

76%

53%

36%

忠誠心のある従業員である どちらともいえない フリーエージェントである

フリーランス（フルタイム）

フルタイム従業員

パートタイム従業員

フリーランス（パートタイム）

図4：働く人々の多くが自身のことを「忠誠心のある従業員というよりは
「フリーエージェント」であると考えています

調査対象者の多くが自身を「フリーエージェントである」と考えています。興味深いこと
に、彼ら彼女らはフルタイムまたはパートタイム従業員であっても、そのように答える人
が多いのです。
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LaunchpadのPopper氏は、プラットフォーム・テクノロジーにより、エ
コシステム内で 「人を見つけるのが著しく簡単になりました」「必要
な人材を見つけ、どこでも共に仕事ができるようになったのはこれ
までとは著しい変化です」と述べています。さらに、これらのテクノロ
ジーのトレンドは、能力とリソースへのアクセスを向上させることに
よって、多くの組織に利益をもたらしています。それと同時に、働く
側においても、組織に対し自身のスキルを開発したり、売り込み
やすくしているのです。

テクノロジーは、ハードウェアとソフトウェアのいずれにおいても、タレ
ント・エコシステムを強化しているインフラストラクチャーを提供する
だけでなく、それ自体が「働き手」になることも可能であり、業務を
遂行したり、その補助を行ったりします。Amazonには20万台のロ
ボットが実際にいて、同社の倉庫にいる人間の中で働いています。
このことはNASAにも当てはまります。「宇宙機関のNASAでは、あ
る意味従業員として考えられているバーチャル・ボットがいます」と
Skytland氏は述べています。「NASAのITシステムと統合するため
に、ボットはバーチャル従業員バッジを発行される際に、独自のID
を与えられるのです」

タレント・エコシステムは組織ごとに大きく異なるかもしれませんが、
いくつかの共通した特徴があります。それは、価値創造を可能に
していること、エコシステムメンバー間での補完性があること、そして、
それぞれの成功や失敗が相互に依存し合っている（相互依存
性がある）ということです。

どの組織にとっても、最優先の目標は、ステークホルダーに価値を
提供することです。タレント・エコシステムは、すべての人材タイプを
調整することにより、組織が価値を創造し、獲得できるようにしま
す。このエコシステムは、組織や関わりのある労働者間で構成さ
れるコミュニティを構築します。ただし、これらすべての関わりの範
囲や複雑さを考えると、これらのエンゲージメントの管理は往々に

して断片化し、分散してしまいます。タレント・エコシステムの視点
は、全般的にどのような労働力があるのかを明らかにし、誰が組
織のために価値を提供しているのかが見通しやすくなります。

新型コロナウィルスの世界的感染拡大により、Nikeは同社が有し
ている労働力の構造をよりよく理解し、管理する必要があること
に気づきました。Weisz氏は以下のように述べています。「2020年
3月のある日から、私たちは前の週のようにキャンパスや職場に通
えないということを理解したのです」同氏は、以下のように説明し
ています。「配送センターやNikeが所有する生産施設にいるチーム
メートのようにリモートワークができない従業員のために、給与支払
いの継続性、欠勤、休職の必要性といったことに対処する方法
を考え始めました。しかし、私たちはすぐに、臨時労働者について
も考慮する必要があることに気づきました。それが私たちを強く突
き動かし、『わかりました、そういった人材はどのくらいいますか？ど
ういった人が、どこにいるかわかっていますか？必要なときにすぐに
探し出せますか？』と言わしめた最初のきっかけとなりました。そし
て、私たちがNikeで働く人々すべてに正しいことをしたいというとき、
臨時労働者も自社の従業員と同様に位置づけているでしょう
か？ 」

流動的（短期だったり、往々にしてシフト制の）人員への対応
に慣れていたり、軍隊、研究所、大学のようにミッションが明確で
あったりする一部の組織は既に、タレント・エコシステム・アプローチ
を使用する傾向があります。これらの組織は、多くのタイプの人材
とつながり、彼ら彼女らの目標や目的に焦点を合わせ続けるため
に構築されたシステムを有しています。私たちはまた、全体の大き
さ、規模、範囲に応じて、組織が1つ以上のエコシステムを有する
可能性があることに気づきました。例えば、消費者を対象とする
部門が1つのエコシステムの調整を行っている可能性がある一方
で、企業に注力している部門が別のエコシステムを管理していると
いうようなことです。

補完性はタレント・エコシステムにとって必要不可欠です。なぜな
ら、補完性とは相互の顧客に価値を提供しながらも、個々のプ
レイヤーとして独立して作業できるかということを表しているからで
す14。

価値を創造する統合された構造

タレント・エコシステムの特徴

タレント・エコシステムは組織ごとに
大きく異なるかもしれませんが、それら
には共通したいくつかの特徴があります。

補完性がタレント・エコシステムを強化します

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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例えば、Mayo Clinicは、同クリニックのミッションを達成するために
補完性に依存したエコシステム・アプローチを採用しています。
Mayo Clinicは非営利学術医療・研究センターであり、多くの地
理的に分散した医師、看護師、科学者、事務員を擁しています。
同クリニックのMayo Clinic Innovation Exchangeは、外部のアン
トレプレナーと内部のイノベーターとをつなぐことで、医療に大きな
進歩をもたらそうとしてます。Mayo Clinic Innovation Exchangeの
ディレクターであるJared Mueller氏は、この組織の機能はクリニッ
ク全体の労働力に関するアプローチとも一貫性があると述べてい
ます。

「私たちは、『労働力』を本当に大局的に捉えており、代替的労
働力だけでなく、Mayoの中、そして世界中で、患者のケアの向
上を手助けしている他の人材に関しても、私たちの労働力に含ま
れていると考えています」とMueller氏は述べています。「この労働
力の捉え方は複雑ではありますが、私たちは約7万人のスタッフ
の壁に囲まれた庭だけに注意を向けているのではありません。地
球の裏側にいるかもしれない協力者から成る強力なタレントがい
ることを本当に嬉しく思っています。私たちはミッションに携わって
おり、そのミッションは、所属する場所を沢山有している多くの
人々とのパートナーシップによって達成されるのです」

エコシステム内の人材は、仕事を遂行させ、共通の目的を達成
するために、他の人材に依存しています。これらの成功（または
失敗）は、各自が効率的に協力する能力にかかっています。この
ような相互依存性はタレント・エコシステムには必須です。例えば、
軍事組織には多様に混在する内外の人材が含まれていますが、
彼らは皆、自身のミッションを成功裡に終わるよう互いに依存し
合っています。米国陸軍のClark氏は、不測の事態に備えた訓練
の議論において、演習に関係するであろう人々全員を含めなけ
ればならないと強調します。「私たちは戦うことを想定して訓練を
行っていますが、私が戦うというとき、それはもっと広い意味を持っ
ています。私たちは、天災を相手に戦う可能性もあります。陸軍、
空軍、海兵隊、海軍予備役の一定の割合の人々も動員して演
習を実施し、あらゆる戦力からの貢献を得ています」。

Beagle氏はまた、陸軍最大の基礎訓練基地であるサウスカロラ
イナ州フォート・ジャクソンの司令長官として、軍人、民間人、業
務委託者のメンバーを含む大規模で多様な人材をまとめることの

課題について気づいています。同氏のエコシステムには、安定志
向なベビーブーマー世代から、ベビーブーマー世代よりも安定志向が
低いZ世代まで、幅広い世代を含んでいます。「私たちは今、『共
通の文化はどこにあるのか？』ということについて、ベースラインを設
定する必要があります」とBeagle氏は述べています。「私たちの共
通の信念とは米国陸軍です。私たちは自分達のミッションを信じ
ています」

タレント・エコシステムはメリットと同時に課題をもたらします。これ
らの中で、文化的障壁のように組織内部の課題もあれば、法律
上・規制上の事柄のように、組織が運営されている環境の中の
産物である場合もあります。それ以外の3つ目の課題としては、
意図しない社会的影響に関するものがあります。具体的には、
退職手当や蓄えが不足している退職者の数が増えた場合に、
将来、政府が負担を肩代わりする必要性が生じる可能性があ
るというようなことです。

強く内部に注意が向いている文化、変化への抵抗、組織のサイ
ロ的行動は、タレント・エコシステムにとって障害となります。新型
コロナウィルスの世界的感染拡大前において、一貫性のある組
織風土を創造し、維持することは、大規模で高度に分散してい
る組織においては特に困難でした。リモートワークが加わり、多数
の外部人材の管理という課題が増え、強い組織風土を培うのは
さらに困難になっています。

組織にとってさらに緊張をもたらすのは、組織の方向性に自信を
持ち、断固たる態度でいると同時に、外部人材からの新しいアイ
ディアに対してオープンでいることです。Mayo ClinicのMueller氏は、
自身の組織のミッションを遂行するには、多様なプレーヤーからの
新しいアイディアに対してオープンでなければならず、その代わり謙
虚でなくてはならないと述べています。それと同時に、Mayo Clinic
の2030年の戦略的プランは、大胆であることに重きを置いていま
す。

相互依存性は、タレント・エコシステムの成功に
連動します

タレント・エコシステムの課題とリスク

組織風土や確立された運用が障壁となることがあります
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Mueller氏は、「謙虚さと大胆さのバランスをとること」は結果的に
生産的であると述べています。同氏は、謙虚さは、様々な人材
からのインプットを受け入れるのに必要なことであるとしながらも、
「だからと言って、受け身でよいというわけではありません」と述べて
います。

オックスフォード大学のCorporaal氏は、タレント・エコシステムの導
入には文化的障壁があると考えており、以下のように説明してい
ます。「往々にして、ラインとスタッフ部門との間にはほとんどコミュ
ニケーションがなく、エグゼクティブからのサポートが不十分な場合、
魅力的な外部人材と実験したり、パイロットを行うための予算が
足りなくなる可能性があります」。同氏はさらに、マネジャーはオン
ライン労働プラットフォームの価値を理解しない可能性があり、ギ
グエコノミーという考え方に脅威を抱く可能性があるということを認
識しています。ギグエコノミーにおいて「内部の従業員は、もし自分
達がこれらのプラットフォームを使い始めたら、自身が時代遅れに
なることを恐れているかもしれないのです」。

労働に関連する法律上、規制上のフレームワークは、従業員を
守るために長い年月をかけて整備されてきました。今日の課題は、
これらの規制上の保護が継続するよう万全を期す一方で、チャン
スとメリットを広げることができる新たな労働力戦略の拡大を実
現することです。企業は、内部人材のみを追跡する従業員ライフ
サイクルアプローチに沿ったHRテクノロジーと、特定の情報共有を
禁じる地理的、法的、プライバシー上の制約などの問題を克服す
る必要があります。Applauseの大規模なソフトウェア・テスターのク
ラウドソース・コミュニティに関して、Reuveni氏は「当社は、組織風
土的に彼ら彼女らを従業員として扱っています。法的観点からす
れば、従業員とは異なりますが」と述べています。

このような規制上の違いは、政府が労働者をどのように分類する
かということに多くの投資をしてきた組織にとって、なじみの深い課
題となっている。2018年、カリフォルニア州最高裁判所は満場一
致で、自社のために働くすべての人々を従業員と見なされなけれ
ばならず、その人は独立した請負業者であると主張する立証責
任は企業側にあるという判決を下しました。これにより、ライドシェ
ア会社のために働くドライバーは、州法によって従業員に保証され
ている福利厚生を受ける資格を得ました。一方、2020年、カリ
フォルニア州の有権者は、この企業が自社で働く人々を独立した
請負業者として扱うことを認めるProposition 22を承認しました。
最近、連邦裁判所が集団訴訟を進めることを認める判決を下し
たため、訴訟は継続しました。これらの問題は、要件が国によって
異なるため、自社の労働人材が世界中に分散しているような組

織の場合、さらに複雑になります。例えば、欧州連合（EU）の
労働法は従業員保護を提供していますが、EUは現在、ギグワー
カーの保護も向上させるための立法を検討しています。大規模な
組織は、往々にして異なるアプローチで労働市場を規制している
複数の地域で運営しています。この複雑な状況にさらにタレント・
エコシステムが加わるのです。

PegasystemsのTrefler氏は、同氏が「巨大なリスク」と呼ぶものを
率直な言葉で表現しており、以下のように問いかけます。「誰かの
時間の一部を買い取るだけの世界で、どのように品質を維持す
るのでしょうか？」人的資本マネジメント・ソフトウェア会社である
Ceridianのエグゼクティブ・ヴァイスプレジデント兼CHROである
Susan Tohyama氏は臨時労働者を使うことで引き起こされるかも
しれないリスクについて指摘しています。「企業には製品があり、そ
の製品を理解している中核となるチームが必要です。外部の専
門知識を有する人達で、そのようなチームを増強することは可能
ですか？もちろんです」とTohyama氏は述べています。「企業に
よって、レベルは20%、40%、50%と異なるでしょう。しかし、自社の
製品はどのようなもので、どのような文化であるかを本当に理解し
ている中核グループを持ち、それに背いたり、逸脱しないようにした
りするよう万全を期す必要があるのです」。

同様に、WalmartのMorris氏は、企業の価値提案の要素を満
たすために外部人材を使うことによるレピュテーション・リスクについ
て指摘しています。「例えば、あなたからの注文を受け、その準備
をしたとします。もし、私がそれを行うのに第三者を使い、その仕
上がりがひどかった場合、あなたにとってはそれが第三者のせいか
どうかなどは知ったことではないでしょう。あなたにとって気になるの
は、それがその会社のせいだということだけでしょう。代替的労働
力の形式がどうであれ、それが自社のブランドである以上、レピュ
テーションの観点から言って、どのようなサービスの提供に対しても
自社が責任を負う必要があるのです」。

最後に、知的財産権について、従来の従業員を中心とする企
業ではその考え方はシンプルで、企業がその権利を保有するとい
うことになります。個人事業主が、自分が起こしたスタートアップ
企業を含む複数の（潜在的に、関連しているか、競合してい
る）組織のために同時に働く場合、築いた財産権を使う権利は
誰にあり、どのような条件で所有するのか、さらに状況は複雑に
なります。また、ここでも関連する法律は地域によって異なるので
す。

世界中の法律上・規制上の課題が複雑な障害と
なっています

品質、ブランド、知的財産の面での課題もあります

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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タレント・エコシステムで、組織内および組織の境界を越えて公
正・平等な賃金を支払うことは、意図せずとも社会的な影響を
もたらすことがあります。例えば、臨時労働者は報酬制度が正社
員と同じでなければより搾取されやすくなるかもしれません。企業
は内外で働く人々の間でどのように平等な賃金を定義すべきで
しょうか？同一賃金を試みるべきでしょうか？組織の境界を超え
た適切な基準とはどのようなものでしょうか？

ペンシルベニア大学ウォートン・スクールのオペレーション・情報・決
定学助教授であるDaniel Rock氏は、以下のように述べています。
「企業の内部の従業員は、待遇に複数の階層があると居心地
悪く感じます。彼ら彼女らは、内部の従業員は企業のために働く
ことによる福利厚生が得られ、外部人材はそれを得られないよう
な階層システムを望んでいません。公平性への懸念が生じること
に加えて、管理困難で、コストがかかる認知的不協和を引き起こ
します。企業はそのようなことを望んではいないのです」。外部人
材の待遇を悪くすることで、内部の従業員が居心地悪い思いを
しないよう、組織は注意しなければなりません。

もう1つのリスクは、企業が退職金やその他の福利厚生の支払い
回避策の一環として、外部人材への依存を強めようとタレント・
エコシステムを使うことです。退職金もなく蓄えもない労働者は、
数十年後に金銭的に不利な立場に置かれるかもしれません。
一部の労働者グループに福利厚生がないということで、社会的な
セーフティーネットの責任が企業から政府へと移る可能性がありま
す15。

タレント・エコシステムを導入することは、戦略、リーダーシップと組
織風土、DEI（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン）、エコ
システム・ガバナンスなどの広範囲のマネジメント活動に多大な影
響を与えます。タレント・エコシステムは、タレントを追加で獲得す
るためのリソースとしての位置づけを越え、組織形成や価値創出
に新たな方法をもたらし、企業の運営方法や価値提供のあり方
にも大きなインパクトを与えます。

従来、ワークフォース（労働力）戦略はビジネス戦略に合わせて
いました。タレント・エコシステムでは、ビジネス戦略がワークフォース
戦略に合わせるのかもしれません。インペリアル・カレッジ・ロンドン
のデジタル戦略・イノベーション学教授であるChristopher Tucci氏
は「逆の因果性」と表現しており、企業が「タレントをよりエコシス
テム思考へとシフトさせて戦略を構築したり、戦略に影響を与え
ます」。

コペンハーゲン・ビジネス・スクールで戦略・アントレプレナーシップ学
教授であるCarmelo Cennamo氏は以下のように説明しています。
「私たちは人材をトップダウン・プロセスであると見なしがちです。
私たちは戦略を設定し、私たちには目標があります。それを実行
する段階になると、『当社にはこれらのリソースが必要です。そして、
人的資本はその1つです。これらの人々は当社にいるでしょうか？
いや、いません。では雇いましょう。』となります。しかし、逆にボトム
アップだと、あなたの会社が有しているリソースが、実際には、他の
方向を探るよう仕向けるかもしれません。この人材プールの一部
は、企業自身にとってのイノベーションのチャンスや戦略的な方向
性を活用するための方法と見なされるかもしれません」。

「真の競争的差別化はタレント全体を理解するところから生まれ
ます」とSAP Fieldglassの Srinivasan氏は述べています。「先進的
な組織は、ビジネス戦略や計画策定に際し、まずは要員計画か
ら着手します」。

タレント・エコシステムで公正・平等に賃金を支払うこと
は社会の問題意識を反映しています

タレント・エコシステムにより戦略アプローチも従来から
変わります

タレント・エコシステムの影響とキーポイント

「真の競争的な差別化はタレント
全体を理解するところから生まれます」
－SAP Fieldglassジェネラル・マネジャー、Arun Srinivasan氏
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ミュンヘン・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学の経営学教授兼戦
略・テクノロジー・組織研究所の所長であるTobias Kretschmer氏
は、タレント・エコシステムから派生するビジネス戦略のシナリオの
概略を描いています。「あなたは、もっと広範囲のスキルにアクセス
することができるのです」と同氏は述べています。「例えば、私の会
社がある開発途上国に進出したいと考えているとします。もし私
の会社にその国のマーケットに関して深い知識を持っている派遣
労働者がいたら、分析、競合他社の評価、市場参入戦略を手
伝ってもらうことができます。この作業のために、以前であれば、そ
の国を担当する人を雇わなくてはならず、法外なコストがかかった
でしょう。より詳細な専門知識が得られれば、さらに詳細な戦略
を策定することが可能です」。

本調査では、新しいスキルに対する組織のニーズが浮き彫りとなっ
ています。大多数の91%が、今後のビジネス戦略の変革において、
新たな能力、スキルセット、コンピテンシーへのアクセス方法を改
善する必要に迫られていることに「同意」または「強く同意」と回
答しています。オンラインプラットフォームを通じて新たなスキルにア
クセスすることで、プラットフォームのデータから得られるインサイトの
ような他のメリットが生まれる可能性があります。オックスフォード
大学のCorporaal氏は以下のように説明しています。「まず、早急
な雇用のニーズを満たすために大企業によるプラットフォームの導
入があります。しかし、プラットフォームはスキルのニーズにおける雇
用パターンや季節性について把握することも可能です。また、この
ようなことは二次的なデータ効果です。データは、これらのプラット
フォームによって活用される資本の一形態です」。

• 全人材タイプをタレント・エコシステムに包含し、各自が様々
な形で価値をもたらすことを認識することによって、組織は、
「統合された労働力」という考え方に発展させ、戦略的意思
決定に役立てることができます。

• 戦略立案の一環として、組織は通常、労働力に関するニー
ズにどのように対応するかについて検討します。そして、タレン
ト・エコシステム・アプローチを使えば従来の長期的な従業員
の雇用を超えた多くのメカニズムから選択できます。

タレント・エコシステムは、内外の境界を跨ぐ公平でインクルーシブ
な職場環境を、どのようにリーダーは作り出すことができるかという
問題を提起しています。Clark氏は、軍事施設で多様な人材を
全員リードする重要性について強調しています。「重要なことの一
つに、制服組だけでなく、全員をリードするにはどうしたらよいかを
理解することがあります」と同氏は述べています。「これらは、大局
的に考える必要があります。そして、全労働力としてのパワーを活
用し、成功させる必要があります。私たちがチーム全体を構築して
おり、それがインクルーシブなものであるよう万全を期す必要があり
ます。エコシステム内のすべてのレベルにおいて信頼を築く方法を
見つけなくてはならないのです」。

企業は、エンゲージメント、組織文化などの要素を評価するため
にサーベイをよく実施しています。
本調査から、これらのエンゲージメントサーベイは往々にして、従業
員に対してのみ行われ、業務委託やギグワーカーのような外部人
材には行われていないことがわかりました。それでも、これらの人材
が組織全体の労働力の中で大きな割合を占めるケースもありま
す。Clark氏にとって、関連する人材すべてを対象としたサーベイを
行わないということは、「契約ベースの人員をリードする責任を放
棄し、ただ管理しているだけだということを意味しており、それだけ
では十分ではないのです」とし、さらに、以下のように述べています。
「全員を引き込むことです。家族の中に含まれず、扱いが異なる
人がいるということはあってはいけません。彼ら彼女らもここにいま
す。彼ら彼女らも家族の親睦会に参加するようになりました。」。

• タレント・エコシステムのリーダーは、自社のエコシステムに貢献
しているすべての人材タイプを認識し、それぞれに対応し、全
員とかかわるべきです。

• タレント・エコシステムは本質的に、よりオープンで柔軟性のあ
る構造で、多様な人材タイプや環境を含んでいます。これは、
組織の従来の環境とはかなり異なる可能性があり、新たな
リーダーシップの実践を必要とするかもしれません。

戦略のキーポイント
リーダーシップのキーポイント

タレント・エコシステムには新たなリーダーシップの実践
が求められます

タレント・エコシステムは、内外の境界を
跨ぐ公平でインクルーシブな職場環境を、
どのようにリーダーは作り出すことができるか
という問題を提起しています。

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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タレント・エコシステムの中でDEI（ダイバーシティ、エクイティ、イン
クルージョン）を掲げることは、公正性と会社としての意志表明
のチャンスが高まると同時に、イノベーションと価値創造の向上へ
とつながる可能性があります。「当社がダイバーシティについて話す
とき、ただジェンダーについて話したり、ただ人種について話したりし
ているのではありません」とIngredionのAdefioye氏は述べています。
「当社は経験について話しているのです。あなたのバックグラウンド
や経験、つまりどこに住んでいて、どこで休暇を過ごし、どのような
文化に触れているのかといったことについて話しているのです。もし
最高の人材にアクセスしたいのであれば、ダイバーシティを大切に
し、評価しなくてはなりません。新型コロナウィルスの世界的感染
拡大によって、今ではどこでも仕事が生まれる可能性があります。
特に女性や介護の責任を伴う仕事に従事している人々に対する
過大な影響を考慮すると、柔軟性が鍵となります。また、人々も
柔軟性を望んでいます」。

NASAのSkytland氏はさらに、次のように述べています。「私たちは、
自分がどんなに賢くても、最も賢い人はここにはいないかもしれな
いということをオープンイノベーションから理解しているのです。です
から、ダイバーシティには価値があるのです」。WalmartのMorris氏
は以下のように述べています。「もしあなたが創造性とイノベーショ
ンを本当に推進するのであれば、あらゆる人材を雇う必要があり
ます。ダイバーシティの視点を持って雇う必要があるのです。労働
力の未来についてダイバーシティの視点を持つことは、本当に本当
に重要です」。

Ceridianはグローバル・サーベイにおいて、たとえ横滑りの人事異
動をしたり、今よりレベルが低い役割になっても自分が新しいスキ
ルセットを獲得したり、新たな経験をすることを望むかと思うかと
問いかけました。すると、半分以上が「望む」と答えたのです。
「彼ら彼女らは肩書を追い求めているのではなく、経験を追い求
めているのです」とTohyama氏は述べています。「自身のキャリアに
おいて経験の公平性を求めているのであって、キャリア内での役
職の公平性だけを求めているのではないのです。企業もこのような
状況に合わせて変わっていく必要があります」。

タレント・エコシステム・アプローチによって、マネジャーは、それまで
人種、経済などのタイプの公平性を妨げる可能性のあった地理
的な境界について、再考できるようになりました。Dell 
Technologiesにおいて、最高デジタル責任者兼最高情報責任
者であるJen Felch氏は、ジェンダーや人種を超えて雇用の窓口を
広げた、と述べています。「当社は、Autism Hiring Programを通

じて、ニューロダイバーシティを有する人達も雇用しています。このプ
ログラムは、例えば、自閉症スペクトラムの人々に、キャリアレディ
ネスのトレーニングやフルタイムの可能性もある仕事のチャンスを提
供するように設計されています。当社は、2020年に10数名を超え
る新たなインターンを雇用し、サイバーセキュリティ、データ分析、ソ
フトウェアエンジニアリング、AIといった分野で重要なポジションに
就いてもらっており、新型コロナウィルスの世界的感染拡大の間
は、全員リモートワークに移行してもらいました。この移行が成功し
たことで、当社はもはや、新しい人材を調達するのに、場所に捕
らわれる必要はないということが示されたのです。」

新型コロナウィルスの世界的感染拡大の間、WPPは大学のイン
ターンシップ・プログラムをオンラインでのイベントとしました。「当社
は、完全にオンラインで行う、この10週間のプログラムに、300人の
インターン希望者が参加すると考えていました」とCanney氏は思
い出して、述べています。「蓋を開けてみたら、参加者は900人以
上、55%が有色人種、71%が女性、300の大学と27カ国と、当
社が想像していたよりもずっと多様性に富んでいました」。その結
果、同社は今後数年内に、さらに多様性のある従業員グループ
を雇用する可能性が高くなるでしょう。

• タレント・エコシステム・アプローチにより、組織は、ダイバーシ
ティ、エクイティ、インクルージョンが何を意味し、これらの価値
と自社の人材戦略がどれほど合致するかについて考え直す
必要があります。

• 組織は、タレント・エコシステムへの取り組みが社会正義への
取り組みに合致し、短期的な解決策を可能にするだけのも
のとならないよう万全を期すために、ガバナンスと管理を導入
すべきです。

タレント・エコシステム・アプローチを導入することは、組織デザイン
とガバナンスに広く影響を与えます。「もしあなたがエコシステムをマ
ネジメントしているのであれば、組織デザインを変えなければなりま
せん」とKretschmer氏は主張しています。

タレント・エコシステムにおけるDEI（ダイバーシティ、
エクイティ、インクルージョン）についての検討

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンのキーポイント

タレント・エコシステムは新たなガバナンスのチャンスを
示しています

「労働力の未来についてダイバーシティの視点を
持つことは、本当に本当に重要です」
－Walmart最高人事責任者、Donna Morris氏
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従来の従業員に重点を置いた組織デザインでは、内外人材を
管理するためのプロセスやシステムが通常、分断され、かつ、統合
されていません。内部の従業員に対する責任が人事部にある一
方、外部人材は調達部や他の部がとりまとめているのです。

タレント・エコシステムへのシフトは、内外人材をマネジメントする
ための統合されたアプローチを必要とします。インタビューでは、この
アプローチの変化は問題をはらむ可能性があることが示されていま
す。多くの企業にとって、臨時労働者に対して責任を負うことは、
生産性の向上というメリットに目を向けることなく、外部人材のリ
スクとコストを管理することを意味します。
インタビュー対象者によると、外部人材に対して責任を負うことは
機能上のラインを横断する共通の責任なのです。Nikeはこの課
題を認識し、対応しています。「これは単に人事だけの課題では
ありません。財務、法務、調達、すべてが関わっているのです」と
Weisz氏は述べています。

異なるアプローチをしている組織もあります。Rocheでは臨時労働
者のマネジメントは断片化されていましたが、最近、そのマネジメ

ントを人事部配下（現在、ピープル＆カルチャー部門として再
編）に置いたのです。「外部人材との契約の交渉をする調達部
があり、システムへのアクセスを調整するIT部はありますが、大局
的に外部人材を所掌している部署がなかったのです」とWilbur
氏は回想します。「この再編に向けた各関連部署との調整にあ
たっては、『社内外の人材のマネジメントを統合して行うためにも、
ピープル＆カルチャー部門が外部人材管理を担当する』と伝えま
した。なぜなら、外部人材マネジメントを統合することにより、従
来よりも多くの人材ベースから、これまでは獲得できなかった能力
を特定し、活用することができるようになるからです」。通常、タレ
ント戦略に対する全体的な責任はCEOとCHROにあります（図5
参照）。

• タレント・エコシステムをマネジメントする上では機能横断的な
アプローチを導入するだけではなく、最終的に誰が責任者な
のかを決めますただ、すべての機関にとって単一の正しいアプ
ローチというものはありません。

• タレント・エコシステムの中で何が起きているのか、エコシステム
構造はスキルギャップに対応しているのか、エコシステムはどれ
ほど目標を達成できているかを評価するために、データと分析
を収集し、共有することが可能なテクノロジー・インフラストラク
チャーを作り出します。

• タレント・エコシステム・ガバナンスの責任を持つエグゼクティブ
は、エコシステムのパフォーマンスに関する説明責任とインセン
ティブを持つよう万全を期します。

自社の労働力が意味するものが従業員中心だったものから、組
織の境界を横断する多様なコミュニティへと変わるとき、中核にあ
る人材プロセスも変わらなければなりません。これらのプロセスのほ
とんどは、何世代も前から実施されており、従来の従業員ライフ
サイクル・アプローチを支援するために設計され、改善されました。

タレント・エコシステム・アプローチへと移行するには、根本にある哲
学、システム、プロセスに対する調整を行うなど、運用における変
革を必要とします。

タレントマネジメント方法についての再考

ガバナンスのキーポイント

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？

56%

37%

26%

23%

18%

12%

10%

9%

5%

最高経営責任者（CEO）

最高人事責任者（CHRO）

シニアオペレーティング・リーダー

最高執行責任者（COO）

シニア人事リーダー

最高財務責任者（CFO）

最高戦略責任者（CSO）

その他

法務担当役員

図5：通常、CEOとCHROがタレント戦略を策定し、維持します

タレント戦略の策定にはシニアレベルのリーダーシップと機能横断的な参加を含むべ
きです。

回答者はこれらの職務が自身の組織のタレント戦略の策定と維持に対する責任
があると考えています。

（複数選択式の質問。パーセンテージの合計は100%ではありません）
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従来の従業員ライフサイクル・アプローチ タレント・エコシステム・アプローチ

要員計画
• フルタイム／パートタイムの従業員に限定
• 固定的なスキルと要件の業務のための計画採用と、
従来の採用ソースに基づく

• 人間とデジタル両方を労働力として定義している
（あらゆるタレントソースにわたるすべての作業に
活用できるすべてのタレントモデル）

人材獲得

• 人事部が採用管理をしており、従業員は役割
ベースで雇用する

• 調達部とIT部は、労働力を増強するために、人材
サービス提供者を管理する

• 法務部は様々な雇用形態の契約を管理する
• 各部署が個別にFTE（Full Time Equivalent：フル
タイム当量）を超える人材要件を管理する

• 人事部は、人材獲得と人材へのアクセスを調整
する部署と調整する（役割ではなく、仕事のタイプ
に重点が置かれている）

• 内部と外部の人材マーケットプレイスによって人材へ
のアクセスが可能である

• 労働力分析により内外人材について統合された方
針を明確化（例：人間、デジタル、ロボティクス、
AI）

パフォーマンス・
マネジメント

• FTEに重点を置いた標準的役割により設定された
年間目標

• 標準的役割要件に基づいた個別のパフォーマンス
評価指標（振り返りと限定的なチームフォーカス）

• 継続的な目標設定とフィードバック（内外人材の
パフォーマンスと成長の向上に重点を置く）

• 個人とチームの評価指標と仕事の成果が連動して
いる

• 貢献度、発展、成長を統合したアプローチで
内外人材をそれぞれ評価する

報酬
福利厚生

• 給与レンジは標準的役割や肩書に紐づき、業界の
ベンチマークによって通知される

• 毎年報酬の見直しが発生する
• 福利厚生（例：医療保険、退職金）は時給の
基準値を満たすフルタイム／パートタイムワーカーに
対して提供される

• 報酬は貢献度、コンピテンシー、適応性、潜在能力
をベースにしており、柔軟に調整される

• 働く人々の意向が報酬や福利厚生に取り入れら
れる

• 給付へのアクセスが細かい単位で拡大されることで、
より公平性の高い医療給付、退職金が可能になる

ラーニング
能力開発

• 特定の業務要件や、コンプライアンス、セキュリティ
要件についてトレーニングが提供される

• マネジャーによる指名や企業の意向によって、学習
内容が規定される

• ラーニングは部署や部門によってサイロ化され、内部
人員に限定される

• 人材開発は、スキル、能力、コンピテンシーを将来の
組織のニーズ、変化するビジネス戦略、スキル要件
に連動させることに重点が置かれる

• 組織とコミュニティを中心とする、高度な労働者主
導型のオプションがある

• 内外人材の要件と期待を考慮した学習サービスの
提供

• ピープルアナリティクス・プラットフォームは、内外人材
の学習要件と進歩についての統合された考えを
提供する

キャリアパス

• 組織は部署とビジネスユニットに基づいた直線的、
階層的キャリアパスに従う

• メンターシップ・プログラムは特別に、または必要に
応じて提供される

• 構築されたローテーション・プログラムが小集団
（と従業員の少数）を動かし、組織内で経験を
積ませる

• 内外のタレントマーケットプレイスによって、働く人々
の関心事と経験が明らかになり、組織内での
チャンスが生まれる

• 労働者の意向が、多様なキャリア機会のための
行動と選択に影響を与える

• それぞれの個別プロジェクトベースの仕事がキャリア
チャンスを提供する

組織デザイン

• 組織は部署、部門、階級を中心に構築されている
• 効率的な組織デザインのための分析単位として、
管理範囲や階層を設定しているが、対象となるの
は内部人材のみである

• 決定権とレポートラインは社内の役割のためにだけ
定義されている

• 内部と外部の人材の間にサイロが存在している

• 組織構造は、チームとネットワークという方向にシフト
し、内部、外部、テクノロジーというすべての労働力
の側面を考慮している

• 管理範囲、階層、ネットワーク分析にはすべての
内外人材が含まれており、組織デザインの最適化
のために利用されている

• 決定権とレポートラインはすべての人材のために
決められている

• 内部と外部の人材の間でのサイロは排除されている

図6：タレント・エコシステムはタレントマネジメントの変革を必要とします
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前ページの表は、7つの領域に関する、従来の従業員のライフサイクル・アプローチとタレント・エコシステム・アプローチとの違いに関するこ
の変化についてまとめたものです。7つの領域とは、要員計画、人材獲得、パフォーマンス・マネジメント、報酬と福利厚生、ラーニングと
能力開発、キャリアパス、組織デザインです。例えば、要員計画は、従業員の役割に関する視野の狭い見方から、広範囲の人材ソー
スからなる人材とデジタルテクノロジーも含む、より広範囲の定義の労働力の導入へと移行できるでしょう。さらに、人材獲得は、従業
員を個別に採用し、他部署を横断する調整は最小限にしか行わない分散した人事機能から、人事、調達、IT、その他のチームを網
羅する統合された多機能のプロセスへと変化します。

同様に、パフォーマンス・マネジメントは1年ごとの人事評価から離れて、現行の組織のニーズにより合致するようになるかもしれません。
ラーニングと能力開発への取り組みでは、戦略的スキルとコンピテンシーをサポートしなくてはなりません。キャリアパスは従来の格子状の
構造から進化して、タレントマーケットプレイスを通じて内部や外部でのチャンスを包含できるようになります。そして、組織デザインについ
ては、タレント・エコシステムでは、組織の構造がチームとネットワークをベースとするアプローチへとよりシフトすることによって、あらゆる人材
のすべての側面に適応していくことになるでしょう。

組織の戦略に合致し、組織の価値と一致するように内部と外部のプレーヤーを効果的に管理することは、ビジネスにおいて必要不可
欠なことです。ただし、昔からのタレントマネジメントは往々にして、ますます時代にそぐわず、従業員に重点を置いた労働力の考えを中
心としたままです。エグゼクティブは自社の労働力をどのように管理するかについて、重要な選択肢に直面します。すなわち、従業員、
外部労働者、補完的労働者などの外部人材をこれまでと異なるシステム、または、これまでのシステムと並行して管理し続けるか、組
織上の境界や異なるタイプの労働者や協力者を包含する新しく、より大局的な労働力アプローチを開発することができるかという選択
です。従業員中心のアプローチから、タレント・エコシステム・アプローチへと再構成することによって、組織は戦略的価値を多大に向上さ
せることができるのです。

結論

Reprint64270.
Copyright © Massachusetts Institute of Technology, 2021. 
All rights reserved.
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調査結果
2021 Future of the Workforce Global Executive Surveyより
集計結果を四捨五入していることにより、一部のチャートでは合計が100%になりません。

（集計結果を四捨五入していることにより、チャートの合計は100%になりません）

1. 新型コロナウィルスの世界的感染拡大は、あなたの勤務先の製品・サービスへの需要に
どれほどの影響を与えましたか？

2. 新型コロナウィルスの世界的感染拡大への対応にあたり、あなたの勤務先の労働者関
連の活動はどの程度変化していますか？

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

調査レポート 「タレント・エコシステム」とは？
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新型コロナウィルスの世界的感染拡大に
対応して、業務委託者（例：ギグワー
カー、派遣労働者）の数を減らした

46%
37%

20% 20%18% 17%15% 19%

2% 7%

新型コロナウィルスの世界的感染拡大に
対応して、フルタイム／パートタイム

従業員の数を減らした

2%
8%

23%

42%

23%

1%

全く
同意しない

どちらで
もない

同意する 強く
同意する

分からない同意しない

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

3. あなたの勤務先は以下の活動をそれぞれどの程度
行っていますか？

4. 新型コロナウィルスの世界的感染拡大によって、あなたの組織
がプロセスとタスクを自動化する割合が増えていると思いますか？

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

5. 新型コロナウィルスの世界的感染拡大の期間中、あなたの勤
務先のワークフォースに関連して、個人的に最も驚いたことは何で
すか？

6. 今後18～24か月以内に、特に新型コロナウィルスの世界的感
染拡大によって、あなたの勤務先のタレント戦略はどのように変わ
ると思いますか？

組織とワークフォースによって示されたプラスの側面と行動
（例：コミットメント、共感、順応性、サポート、エンゲージメント、心構
え、柔軟性、リーダーシップ、信頼、等）50%

現在～将来の組織と労働者が成功するための、課題や機会
が明らかになったこと（例：レジリエンス、チーミング、立地戦略、チェ
ンジマネジメント、メンタルヘルス、デジタルトランスフォーメーション、等）22%

ビジネスに関するプラスの成果
（例：生産性、効率性、イノベーション、心構え、等）14%

その他、または分からない／はっきりしない14%

仕事を行う場所
（例：長期在宅勤務政策、柔軟性、オフィスへの回帰、リモートワーク、
出張の減少、等）31%

労働者の構成
（例：スキルセット、労働者の契約種別、ワークフォースのコスト節
減、人材へのアクセスの拡大、等）33%

デジタルトランスフォーメーション
（例：オートメーション、AI、一般的なデジタルトランスフォーメーション、
効率性、等）3%

新たな環境に適応するための従業員施策の実施
（例：エンゲージメント、スキルの習得、チーミング／コラボレーション、マネ
ジメント、アジリティ、パフォーマンス・マネジメント、コミュニケーション、等）28%

その他、または分からない／はっきりしない5%

全く減らしていない 若干減らした 多少減らした 大幅に減らした 分からない
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強く同意する 分からない同意するどちらでもない同意しない全く同意しない

組織全体の戦略的目標と目的に
貢献するにあたり、自身の役割につ
いて明確に理解している

自身の人事考課は組織の全体的
な戦略的目標と目的に密接にリン
クしている

チームベースのパフォーマンスの評価尺
度は、組織の全体的なビジネス戦
略に密接にリンクしている

組織のタレント戦略は組織の全体
的なビジネス戦略と合致している

組織のタレント戦略は経営陣にとっ
ての最優先事項である

1%

3%

4%

2%

2%

4%

7%

12%

8%

9%

7%

15%

19%

14%

17%

41%

44%

41%

47%

41%

47%

29%

22%

27%

29%

0%

1%

2%

1%

1%

56%

23%

12%

10%

37%

5%

18%

26%

9%

最高経営責任者（CEO）

最高執行責任者（COO）

最高財務責任者（CFO）

最高戦略責任者（CSO）

最高人事責任者（CHRO）

法務担当役員

シニア人事リーダー

シニアオペレーティングリーダー

その他

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

7. 以下の各文について、どの程度同意するかお答えください

8. あなたの勤務先で、タレント戦略の策定・維持に関する責任を担っているのは誰ですか？

（複数選択式の質問であり、パーセンテージの合計は100%ではありません）
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0% 1% 7%

33%

58%

1%

全く
同意しない

同意しない どちらでも
ない

同意する 強く
同意する

分からない

9. 今後、ビジネス戦略が変化する上で、組織は新たな能力、スキルセット、コンピテンシー
へのアクセスを改善する必要があると思う

9a. 9.の取組事例について具体的に教えてください

何も変わらない
（戦略の変更がない、既にデジタルトランスフォーメーション／継続的学習に注力している）8%

デジタル、データ、クラウド、セキュリティ、ソフトスキルツールといった
労働力を再構築する
（例：リスキリング、リテンション戦略、継続的学習、スキルを高める経験、等）35%

10%

職場のデジタル化、アプリ、ビジネスソリューション能力の向上
（例：新たなデリバリーモデルを介したデジタル化、リモートワーク・インフラストラクチャー／
プラットフォーム／ソリューション／ツール、パートナーシップ、イノベーション、等）19%

文化的コンピテンシーの改善
（例：ビジネス人材の調整、新たなミッションとビジョン、不確実性に対する戦略、リーダ―シップの説明
責任、独立して働くこと、アジャイルな働き方、自律性、身体・心理的安全性、等）19%

仕事の生産性と効率性を可能にする
（例：AI能力、オートメーション、プロセスの効率、データ主導の意思決定と評価、コスト最適化、等）
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フルタイム／パートタイム従業員

業務委託
（例：ギグワーカー、派遣労働者）

サービスプロバイダー
（例：PRエージェンシー、マネジメント・コンサルタント）

外部協力者
（例：クラウドソーシング・イノベーター、リードユーザー・イノベーター）

労働力拡張のためのテクノロジー
（例：AI、ロボット、チャットボット、等）

開発者・アクセサリプロバイダー
（例：アプリ・ストアからアプリを提供）

いいえ
はい

分からない

97%

67%

40%

26%

37%

31%

2%

27%

52%
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1%
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8%
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12%

当てはまらない
分からない
増える
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減る

フルタイム／パートタイム従業員

業務委託
（例：ギグワーカー、派遣労働者）

サービスプロバイダー
（例：PRエージェンシー、マネジメント・コンサルタント）

外部協力者
（例：クラウドソーシング・イノベーター、リードユーザー・イノベーター）

労働力拡張のためのテクノロジー
（例：AI、ロボット、チャットボット、等）

開発者・アクセサリプロバイダー
（例：アプリ・ストアからアプリを提供）

28%

27%

24%

15%

5%

7%

41%

32%

40%

32%

20%

28%

29%

32%

24%

28%

56%

38%

2%

5%

7%

12%

9%

13%

1%

4%

6%

13%

10%

13%

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

10. あなたの勤務先は以下の各グループを自社の労働力の一部として見ていますか？

11. あなたは、今後18～24か月以内に、以下の労働力が増える、変わらない、
または減ると考えていますか？
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従来の内部求人掲示または人材ポータルを通じて
（例：欠員の消極的な求人情報）

労働者と様々なチャンスとをつなげるオンラインプラット
フォームを通じて（例：労働者が戦略的に価値のある役割、
プロジェクト、または開発のチャンスにアクセスできるようにする

タレントマーケットプレイスまたはシステムまたはプラットフォーム）

サクセッション・プラニングを通じて

その他

分からない

48%

42%

32%

34%

8%

4%

マネジャーの指名によって

（複数選択式の質問。パーセンテージの合計は100%ではありません）

12. あなたの組織の従業員は、以下のどのような方法で新たな内部の役割
やプロジェクトにアクセスできると考えますか

13. あなたの勤務先は、外部の人材にアクセスするた
めにオンライン・プラットフォームを利用していますか？

24% 22%
13% 10% 5% 4%

22%

10%
未満

10～
24%

25～
49%

50～
74%

75～
90%

90%
超

分からない

14. あなたの勤務先の労働者のうち、何パーセントがこのような
プラットフォームから来ましたか？

（ここでは「オンライン・プラットフォーム」とは、UpworkやTopcoderの
ようなウェブサイトやサービスを意味します。）

分からない
増える
変わらない
減る

15. 今後、あなたの勤務先のオンラインプラットフォーム利用は、
以下の期間内に増える、変わらない、それとも減る、のどれだと
考えていますか？

18 か月 3 年 5 年

3% 3% 4%

37%

25%
22%

52%
59%

56%

8%
13%

18%

46%
37%

17%

はい いいえ 分からない
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16. あなたの勤務先では、外部の人々や企業が製品
またはサービスの開発に貢献するオープンイノベーション
（例：クラウドソーシング）プラクティスを使用していま
すか？

16a. あなたの企業が使用しているオープンイノベーション（例：ク
ラウドソーシング）のプラクティスについて説明してください

32%

57%

11%

はい いいえ 分からない

その他、または分からない／はっきりしない18%

内部のプラットフォーム、プログラム、戦略
（例：特定の目的のためのビジネスユニット／民間リサーチ／センシン
グ・プロジェクト、ナレッジマネジメント・プラットフォーム／プログラム、AI／
オートメーション／データマイニング、イノベーション・プログラム／チーム、ア
イディア・プラットフォーム、メンター、労働力調査、内部でのハッカソン、ボ
ランティア委員会、内部のコラボレーションツール、等）

16%

ベンチャー戦略
（例：アントレプレナー／創業者、クラウドファンディング、ブローカレージ・
アライアンス、スタートアップやインキュベーターと関わり合う、イノベーション
への自己投資、協働モデル、助成金、シードファンディング、特許申請、
フィランソロピー、等）8%

14%

顧客／クライアント・ステークホルダーのネットワーク
（例：Go-to-market戦略・マーケティング戦略、新製品のフィードバック、
研究開発、デザイン思考、顧客共創、ユーザー生成コンテンツ、等）

44%

外部のピアネットワーク／コミュニティ・エコシステム
（例：イノベーションラボ、ハッカソン、ウェビナー、ワークショップ、アカデ
ミック・パートナー、専門家のネットワーク、アライアンス、サービス・プロバイ
ダー、アプリケーション／ツール・マーケットプレイス、オープンソース、共創、
諮問委員会、ソーシャルメディア／クラウドプラットフォーム、外部人材プ
ラットフォーム／マーケットプレイス、アプリセンターと第三者開発者、コン
ソーシアム、アソシエーション、委託研究、等）

17. あなたの組織は、自社で働いていない人からのア
イディアやスキルにも多大な価値があると考えますか
（例：外部協力者）

54%

34%

12%

はい いいえ 分からない

18. あなたの組織は、製品、サービスと共に機能する製品・サービス
を他者（例：企業または個人）が創造できるようにしていますか
（例：アプリ・ストアや開発者プログラムがあり、アクセサリプロバ
イダーになることが可能である）

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

44% 43%

12%

はい いいえ 分からない
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組織自身の従業員を育成する

業務委託を減らす

業務委託を増やす

その他

65%

7%

6%

13%

4%

5%

（通常、給与を支払っていない）外部協力者を増やす
（例：オープンイノベーション／クラウドソーシングへの参加者）

分からない

19. 以下のうち、あなたの勤務先にとって現時点で戦略的に
最も重要なことはどれですか？

20. 自身の組織は外部の業務委託者のパフォーマンスを
測定していると考えますか？

12%

21%

31%

13%

5%

18%

全く
同意しない

どちらで
もない

同意する 強く
同意する

分からない同意しない

21. あなたの勤務先は、移住政策の変化に基づいて、
労働者戦略をシフトさせていると考えますか

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

20a. あなたの勤務先では、組織全体の労働力の効果を
評価する尺度が設定されていると考えますか

3%
12%

16%

47%

22%

全く
同意しない

どちらで
もない

同意する 強く
同意する

同意しない

4%
12%

21%

45%

19%

全く
同意しない

どちらで
もない

同意する 強く
同意する

同意しない
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私のマネジャーは、組織のどこかの新た
な役職に私が異動するのをサポートして
くれます

私の組織は、従業員が新たな内部で
の職務に異動することをサポートする
文化をもっています

組織内の他の職務に異動することに
意欲を感じます

私の組織では定期的に新たな職務に
異動するのは当たり前のことです

組織の他の部署の職務に移るのは
稀です

5%

3%

5%

7%

11%

10%

10%

13%

23%

36%

22%

17%

23%

30%

22%

41%

48%

38%

30%

22%

19%

21%

19%

9%

6%

4%

1%

2%

2%

2%

20%

20%

9%

17%

33%

1%分からない

フリーエージェント

フリーエージェントのようなもの

どちらともいえない

自身の組織に対して、何らかの忠誠心のある従業員である

自身の組織に対して忠誠心のある従業員である

21a. 移住政策の変化に基づいて、あなたの勤務先は、労働者戦
略のどの側面をシフトさせていますか？

22. 以下の各文について、あなたはどの程度同意しますか。

23. あなたは自身のことを労働市場における「フリーエージェント」だと考えていますか、それ
とも現在の組織における「忠誠心のある従業員」だと考えていますか？

（注：ここでは「フリーエージェント」は自身の現在の組織の外で、常に新たなチャンスに対してオープンな仕事を
行うことが可能な人を意味します。ここでは「忠誠心のある従業員」は、自身の現在の企業を離れる計画または
そのつもりがなく働いている人を意味します。）

その他、または分からない／はっきりしない19%

誰を雇うか
（例：労働力のローカリゼーション、海外からの雇用政策について
の再考、地元での雇用への注力、アウトソーシング戦略の推進、ダ
イバーシティの割当への注力、等）42%

いつ出張するのか
（例：海外出張、モビリティ、転勤政策、海外でのチャンスを確保
する、出向、海外駐在員を帰国させる、等）5%

どのように労働力を管理するか
（例：現地の法律／価値との合致、政府のインセンティブ、グロー
バリゼーション戦略、競争優位性としての移住、ダイバーシティ／イ
ンクルージョン政策、アドボカシー、等）14%

どこで働くか
（例：地理的分散、国際的な業務活動、柔軟な仕事のアレンジ
メント、代替的な地域的人材ハブの模索、オフショア／バーチャル・
ショアリング、ニアショアリング、リモートワーク、等）20%

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

強く同意する 分からない同意するどちらでもない同意しない全く同意しない
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10

3% 2% 3% 4%
8% 8%

12%
19% 16%

26%

2%

1 32 4 5 6 97 8 分からない

ダイバーシティ（例：多様な人々のグループの
代表や参加を奨励する）

3% 2% 4% 4%
8% 8%

12%
19%

15%
23%

2%

公平性（例：各人の長所や短所に基づいて、
すべての個人が公平にチャンスに手を伸ばすこと
を促進する）

1 32 4 5 6 97 8 10 分からない

2% 2% 3% 4% 7% 8%
12%

19% 16%
24%

2%

インクルージョン（例：すべての個人が組織の
中で共生していると感じられ、実際にそうであるよ
うに万全を期す）

1 32 4 5 6 97 8 10 分からない

エシックス（倫理）の原則を念頭において、
意思決定を行っている

2% 2% 3% 3% 6% 5%
9%

16% 19%

35%

2%

1 32 4 5 6 97 8 分からない10

3% 2% 4% 5%
11% 10%

15%
19%

12% 15%

4%

従業員の選択（例：企業の中でのキャリア
オーナーシップ）

1 32 4 5 6 97 8 分からない10

24. あなたの勤務先は組織文化に関する以下の事項について、どの程度よくサポートして
くれますか？
あなたが以下の文について同意する度合いを、1＝「全く支援してくれない」から10＝「全面的に支援してくれる」
の間で評価して下さい。

25.以下の各項目について、あなたの勤務先の組織風土はどの程度サポートしてくれますか？

あなたが以下の文について同意する度合いを、1＝「全く支援してくれない」から10＝「全面的に支援してくれる」
の間で評価して下さい。

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）
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10

5% 3% 5% 4%
10% 10% 13%

18%
13%

18%

1%

1 32 4 5 6 97 8 分からない

私の勤務先は、スキルとパフォーマンスの
向上に投資してくれます

7% 4% 7% 5%
10% 8% 11%

16% 13%
17%

2%

私は、自身の組織がスキルとパフォーマンス
の向上に投資してくれることに、満足してい
ます

101 32 4 5 6 97 8 分からない

10

3% 2% 3% 3%
11%

7% 10%
16% 15% 17%

12%

私の直属の上司は、組織が私のスキルと
パフォーマンスに投資していることに、満足し
ています

1 32 4 5 6 97 8 分からない

10

9%
5% 6% 5%

9% 7% 10%
14% 12%

17%

3%

私は友人、家族、同僚に、自分の組織は
スキルやパフォーマンスの向上に投資し、素
晴らしいことをしてくれていると話しています

1 32 4 5 6 97 8 分からない

26.あなたは以下の各文についてどの程度同意しますか。1＝「全くそう思わない」、
5＝どちらでもない、10＝「とてもそう思う」。

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）
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今後18～24か月内に、わたしの組織は、業務委託
（例：ギグワーカーまたは派遣労働者）、外部協力
者（クラウドソーシングの参加者）、開発者／アクセ
サリプロバイダー等の外部の参加者をさらに頼るように
なるであろう

わたしの組織は業務委託（例：ギグワーカーまたは派
遣労働者）、外部協力者など今後ますます頼るよう
になる労働力を管理するための準備を十分に行って
いる

わたしの組織の価値は、企業が従業員にどのように
報酬を与え、成長させ、管理するかによって表現され
たり、強化されたりする

わたしの組織は労働者が自ら成長するよう奨励する
ために、さらに多くのことをする必要がある

わたしの組織の労働者は、自らの発展のためにさらに
多くの取り組みを行う必要がある

8%

9%

4%

3%

2%

25%

28%

11%

11%

7%

24%

27%

22%

18%

17%

26%

23%

46%

45%

48%

7%

5%

14%

21%

23%

9%

8%

3%

2%

2%

27. あなたは以下の各文について、どの程度同意しますか

半数以下の労働者
（例：26%～50%）

大多数の労働者
（例：50%以上）

労働者の一部
（例：0%～25%）

15%

24%

56%

5%分からない

28. 組織で創造されるビジネス価値のほとんどは、以下の〇〇から成り立って
いると思いますか？

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

強く同意する 分からない同意するどちらでもない同意しない全く同意しない
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航空宇宙・防衛
農業・アグリビジネス

自動車
化学

建設・不動産
消費財

教育：初等-中等教育
教育：大学等の教育機関（カレッジ、大学卒業生、職業学校）

エレクトロニクス
エンタテーメント、メディア、出版

金融サービス：アセットマネジメント、プライベート・エクィティ
金融サービス：銀行
金融サービス：保険

政府／公共部門：州
政府／公共部門：都市／地域
政府／公共部門：連邦政府

医療サービス：支払う側
医療サービス：プロバイダー

IT・テクノロジー
物流・流通

製造
医療機器・診断

石油・ガス
電力・公共事業体

製薬・バイオテクノロジー
プロフェッショナル・サービス

小売り
電気通信／コミュニケーション

輸送、旅行、または観光
その他

1%

2%

2%

1%

2%

3%

2%

13%

1%

4%

2%

1%

1%

2%

0%

3%

15%

1%

5%

1%

2%

1%

2%

14%

2%

3%

2%

9%

1%

2%

勤務先の主要業種

勤務先の株主構成

51%

11%9%

3%

26%

勤務先のサービス提供分類
（B2B/B2C）

50%

23%

27%
主にB2C 主にB2B

B2BとB2Cが
半々

営利団体（上場）

非営利団体

政府団体

その他

営利団体（非上場）

あなたの勤務先について
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勤務先親会社の直近会計年度の収益（米国ドル表示）

21% 34% 1%25%9%1% 10%
1年未満 1～4年 5～9年 10～25年 26～50年 50年以上 分からない

100万
米ドル
未満

100万米ドル～
4,900万米ドル

50億米ドル
～200億
米ドル

5,000万米ドル
～2億4,900万

米ドル

2億5,000万
米ドル～

9億9,900万
米ドル

10億米ドル～
49億9,000万
米ドル

200億
米ドル超

8% 9% 8% 9% 8%10%22%16%

答えた
くない

分から
ない

9%

勤務先の創立年数

勤務先の従業員数

31%

15%
7%

14% 15%
7% 7%

2% 1%
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あなたは主にどの国で働いていますか？

28％ 米国
5～10％ ブラジル

インド
メキシコ

3～4％ カナダ
英国

2％ 豪州
チリ
コロンビア
フランス
ドイツ
イタリア
シンガポール
南アフリカ
スペイン

1％ アルゼンチン
エクアドル
ギリシャ
インドネシア
日本
ケニア
マレーシア
オランダ
ナイジェリア
パキスタン
ペルー
フィリピン
ポルトガル
サウジアラビア
スウェーデン
スイス
アラブ首長国連邦

1％未満 その他すべて

あなたは主にどの国に住んでいますか？

28％ 米国
5～10％ ブラジル

インド
メキシコ

3～4％ カナダ
英国

2％ 豪州
チリ
コロンビア
フランス
ドイツ
イタリア
シンガポール
南アフリカ
スペイン

1％ アルゼンチン
エクアドル
ギリシャ
インドネシア
アイルランド
日本
ケニア
マレーシア
オランダ
ナイジェリア
パキスタン
ペルー
フィリピン
ポルトガル
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦

1％未満 それ以外すべて
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あなたは主に米国のどの州で働いていますか？

13％ カリフォルニア
5～10％ フロリダ

イリノイ
マサチューセッツ
ニューヨーク
テキサス
ヴァージニア

3～4％ コロラド
ジョージア
ミシガン
ニュージャージー
ノースカロライナ
オハイオ
ペンシルバニア
ワシントン

2％ アリゾナ
メリーランド
ミネソタ
ウィスコンシン

1％ コネチカット
インディアナ
ケンタッキー
ミズーリ
ネバダ
ニューハンプシャー
ニューメキシコ
オレゴン
サウスカロライナ
テネシー
ユタ

1％未満 その他すべて

あなたは主に米国のどの州に住んでいますか？

12％ カリフォルニア
5～10％ フロリダ

イリノイ
マサチューセッツ
ニューヨーク
ペンシルバニア
テキサス
ヴァージニア

3～4％ コロラド
ジョージア
ニュージャージー
ノースカロライナ
オハイオ
ワシントン

2％ アリゾナ
メリーランド
ミシガン
ミネソタ
ミズーリ
ウィスコンシン

1％ コネチカット
インディアナ
ケンタッキー
ルイジアナ
ネバダ
ニューハンプシャー
ニューメキシコ
オレゴン
サウスカロライナ
テネシー
ユタ

1％未満 その他すべて
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3% 4% 5%

83%

3% 3%

フリーランス（パートタイム）

フリーランス（フルタイム）

パートタイム従業員

フルタイム従業員

答えたくない

その他

あなたの役職を教えてください

3%

16%

1%

3%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

3%

5%

13%

10%

17%

14%

6%

取締役会役員

CEO／社長／マネジングディレクター

CFO（最高財務責任者）／会計担当者／会計監査役

CIO（最高情報責任者）／テクノロジー・ディレクター

CMO（最高マーケティング責任者）

COO（最高執行責任者）

CSO（最高戦略責任者）

CDO（最高デジタル責任者）

CHRO（最高人事責任者）

デジタルに注力している他の経営幹部レベルのエグゼクティブ

シニアヴァイスプレジデント

ヴァイスプレジデント

ディレクター

ビジネスユニットまたは部署のヘッド

マネジャー

スタッフ／個人貢献者

その他

あなたの雇用形態を教えてください

（四捨五入により、チャートの合計は100%になりません）

あなたの役割について

37



タレント・エコシステム• MIT S L OAN MANAGEMENT REVIEW

過去5年間に臨時雇用（フリーランサー、
独立した業務委託、その他の非正規雇用）
として働いた経験

あなたの年齢を教えてください

1%

24%

38%
34%

2% 2%

18～24
25～43
44～55
56～74
75以上
答えたくない

あなたの人種またはエスニシティについて、
最も当てはまるものを教えてください

47%

16%

4%

22%

2%2%

6%

白人
ヒスパニック系またはラテン系
黒人またはアフリカ系アメリカ人
アジア系
2つ以上の人種
その他
答えたくない

63%

37%

なし

あり

75%

23%
2%

答えたくない

男性

女性

あなたの性別を教えてください

（四捨五入により、チャートの合計は100%になりません）

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）
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あなたの主な所属部署を教えてください

（集計結果を四捨五入していることにより、一部チャートの合計は100%になりません）

戦略

IT
経営企画

金融 マーケ
ティング

製品
開発カスタマー

サービス

人事 オペレーション
リサーチ

ビジネス
開発

サプライチェーン
のオペレーショ
ンマネジメント

その他

営業リスク
マネジメント

コーポレート・
コミュニケーション

7% 12% 8% 5% 1%17%1%10% 5%3% 4% 4% 2% 8% 2% 9%

あなたは自身の勤務先で何年働いていますか？

19%
22% 24%

34%

1%

2年以内

2～5年

5～10年

10年以上

答えたくない
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MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW

At MIT Sloan Management Review (MIT SMR) we share with our readers an excitement and curiosity about
how the practice of management is transforming in the digital age. Our expert contributors help leaders explore
the trends that are shaping how organizations operate, compete, and create value in a technology-fueled world.
We deliver the kind of evidence-based analysis and practical insight that will inspire readers to do great work.

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW BIG IDEAS

MIT Sloan Management Review’s Big Ideas Initiatives develop innovative, original research on the issues transforming
our fast-changing business environment. We conduct global surveys and in-depth interviews with
front-line leaders working at a range of companies, from Silicon Valley startups to multinational organizations,
to deepen our understanding of changing paradigms and their influence on how people work and lead. Working
with collaborative organizations, we publish our findings in annual research reports, case studies, videos,
articles, and interactive data visualizations. For over a decade, MIT SMR’s Big Ideas Initiatives have explored
topics such as artificial intelligence, digital leadership, sustainability, data and analytics, the internet of things,
and performance management.

DELOITTE

This publication contains general information only and is based in part on the experiences and research of
Deloitte practitioners. Deloitte is not, by means of this publication, rendering business, financial, investment,
or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or
services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making
any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional
adviser. Deloitte, its affiliates and related entities shall not be responsible for any loss sustained by any person
who relies on this publication.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a U.K. private company limited by guarantee
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms
are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide
services to clients. In the United States, Deloitte refers to one or more of the U.S. member firms of DTTL, their
related entities that operate using the “Deloitte” name in the United States and their respective affiliates. Certain
services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Please
see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte Insights publishes original articles, reports, and periodicals that provide insights for businesses, the
public sector, and NGOs. Our goal is to draw upon research and experience from throughout our professional
services organization, and that of coauthors in academia and business, to advance the conversation on a broad
spectrum of topics of interest to executives and government leaders.

Deloitte Insights is an imprint of Deloitte Development LLC.
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