
社員エンゲージメントは
いかにビジネスを
ドライブするのか

社員の熱量を
沸騰させるには
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高レベルのエンゲージ
メントは、企業が今後
の課題に対応し、生産
性やアジリティを高
め、優れた人材を獲得
し、引き留めるのに大
きく貢献します。”
Mark Royal,  
Senior Director, 
Korn Ferry Institute
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コーン・フェリーの調査が繰り返し実証するの
は、社員エンゲージメントと組織パフォーマ
ンスの間に強力な相関関係があるということで
す。
コーン・フェリーが数百もの企業組織と数千ものビジネスユニッ
トを分析した結果、社員エンゲージメント（以下、エンゲージメ
ント）のレベルが向上している企業は、エンゲージメントが停滞
または低下している企業と比較して、その後の資産収益率
（ROA）、投資収益率（ROI）、資本利益率（ROE）が大幅に向
上していることが分かりました。優れたパフォーマンスは財務指
標に限りません。これらエンゲージメントの高い企業は、優れた
人材の獲得と引き留め、生産性、安全性、顧客体験などにおいて
も大きな成果を享受しているのです。

社員の態度に関する包括的なグローバルデータベースによると、
世界中で約30%の社員がエンゲージしていないか、社員を活かす
環境が整っていないと感じており、リーダー層には改善の余地が
多くあることを裏付けています。 これらの社員は、自社を働きが
いのある職場として推薦する可能性が低いため、企業は悪評や離
職率が高まるリスクに直面します。このような社員は自分たちの
能力を最大限発揮できるよう企業からの支援を切望しています。
つまり現実問題として、平均35,000人の社員を雇用する
Fortune500企業では10,000人以上もの社員がエンゲージしておら
ず、企業も適切な支援を与えられていないことを意味します。

エンゲージメントについて、真剣に取り組む
べき時が来ました。

エンゲージメントをどのように定義するのか？

なぜエンゲージメントが成功に重要な役割を果たす
のか？

そして、エンゲージメントを高めるためにリーダー
や経営陣は何をするべきなのか？
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エンゲージメントの
ビジネス上の利点を測定する。

コーン・フェリーの研究は、エンゲージメン
トが組織パフォーマンスを持続的に向上させ
る上での主要指標であることを一貫して示し
ています。
この調査で、エンゲージメントスコアが上位
1/ 4の企業はさまざまな主要領域においてよ
り優れたビジネス成果を達成していることが
明らかになりました:

純利益

下位4分の1の企業に
比べて2倍

2x
収益成長

下位4分の1の企業に
比べて2.5倍

2.5x

顧客満足度

平均スコアに比
べて40 ％高い

生産性

下位4分の1の企業に
比べて18％高い

18%
離職率

エンゲージメントが低い
企業に比べて12％良好

12%

40%
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エンゲージメントの高い組織は
効果的な組織である。

自社を働きがいのある会社
として推薦できる
肯定的回答をした割合

受賞企業

86

平均的企業

70

自社で働くことに　
誇りを持つ

肯定的回答をした割合

91

68

2018年のアワード受賞企業のエンゲージメント調査結果を世界平均と比較す
ることで、最高レベルのエンゲージメントを達成している企業が、他の多く
の分野でも他社を平均18ポイント上回っていることが明らかになりました。

意思決定は適切な
下位組織で行われている

経営の舵取りは的確で
うまく行われている 

社員にオープンで誠実な
情報開示をしている 経営陣を信頼している

+21 points +20 points +18 points +18 points

成果を出せる組織体制に
なっている

部署間でうまく協力
しながら仕事をしている 

質の高い商品・サービス
を提供している

新しい方法やより良い方法を提
案することが奨励されている

+18 points +18 points +17 points +17 points

エンゲージメントのメリットは、企業の業績だけに留まりません。Korn
Ferry Engaged Performance Award 受賞企業の傾向を分析したところ、
コミュニケーション、システム、プロセスといった組織の健全性にも効果
が表れています。このアワードは、業界最高レベルのエンゲージメントを
達成した調査参加企業を年に一度表彰するものです。受賞企業は、「従業
員の支持」と「自社への誇り」という2つの主要な指標で著しく高いスコ
アを獲得しています。

受賞企業のエンゲージメントレベル。
「従業員の支持」と「自社への誇り」において、受賞企業のレベルは著し
く高い。

受賞企業 平均的企業
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エンゲージメント低下の
損失を回避するには？

エンゲージメントレベルが高いと、組織に非常に良い影響を与
えることが分かりました。 では、社員のエンゲージメントが
低下するとどうなるのでしょうか？　エンゲージメントが下が
る要因は職務への不満、昇進やアサインメント機会の欠如、会
社の制度、プロセスへの不満など人それぞれでしょう。

しかし原因が何であれ、エンゲージメントの下がっ
た社員は通常、次の3つの道筋のいずれかを辿るこ
とが私たちの調査から明らかになっています：

1. 12～24か月以内に退職する。
2. チャレンジすることを諦める。
3. 上司と話し合って問題を解決し、再びエンゲージされる。1

1.と2.については、優れた人材と知的資本の流出という直接的な結
果であれ、エンゲージメントの低下した社員が組織に及ぼす広範な
マイナスの影響であれ、企業に深刻な被害をもたらします。最良の
シナリオは不満を持った社員が3.の道筋を取ることですが、残念な
がらこれはそれほど多くはありません。

ここでの主要な課題の1つは、不満をためている社員を特定するの
が難しいことです。典型的な不満分子とは異なり、これらの社員は
沈黙して耐える傾向があり、自身が問題の一部として見られるのを
好みません。実際のところ、エンゲージメントが不足することによ
る退職者は、組織で最も才能のある社員の一人であることが少なく
ありません。それら才能のある人材は障壁に敏感であり、他の場所
での就業機会を容易に見つけることができるためです2。これが示
唆するのは、企業が統一された、まとまりのある組織文化を築くこ
との重要性です。私たちは、そのために企業とリーダーたちが
フォーカスすべき6つの主要領域を特定しました。
1 Korn Ferry Institute, The Enemies of Engagement (2016).  

Retrieved from kornferry.com/institute/the-enemies-of-engagement

2 Korn Ferry Institute, The Enemies of Engagement (2016). 

Retrieved from kornferry.com/institute/the-enemies-of-engagement
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エンゲージメントの法則：
魅力的な企業文化を構築する
6つのステップ。

1. 望ましい職場環境を構築する。
どんなにモチベーションの高い社員であっても、サポーティブな
職場環境や権限が付与されなければ、エンゲージメントを維持し
続けることは困難でしょう。何も無料のコーヒーとチームビル
ディング活動を提供していればいいとう話ではありません。過剰
な官僚的体制、不要な手順、葛藤を生む経営陣の要求など、社員
が日々直面する障壁を最小限に抑えるということが重要です。ま
た、適材適所が実現されており、全員に学習や能力開発、成長す
る機会を提供することも重要です。よりオープンで合理的な職場
環境になればなるほど、社員はより幸せで生産的になります。

2. 目的を共有する。
「市場は競争と自己の関心によって動くが、人は共通の関心事に
よって組織として結びつけられる」とコーン・フェリーのシニア 
プリンシパルであるMark Royalは説明します。個人とチームを結
びつける最善の方法は、組織の方向性を明確にし、誰もが信じる
ことができる高レベルの使命を提供することだと彼は主張しま
す。「人は毎朝、株価を上げるために仕事に向かおうとするので
はありません。人は違いを生みだすために仕事に向かうのです。
人々に共通の目的を与え、それを共有しているという感覚を与え
ることが重要です」。

3 Korn Ferry Institute, The Enemies of Engagement (2016).  
Retrieved from kornferry.com/institute/the-enemies-of-engagement

個人を真にエンゲージさせるには、まず個人と仕事がつなが
る必要があります。仕事の文脈、社会に与えるインパクト、
自分が果たすべき役割について、その重要性を理解してもら
うのです。人は全体の中での自分の場所を理解する必要があ
ります。”
Iris Goldfein, CPO at Sutherland Global Services3
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3. 個人の動機と組織の目標を合わせる。
目標は重要です。 しかし、目標だけでは十分ではありません。社員が組織目
標に真に身を投じるには、より広範なミッションを達成するために行うあらゆ
る仕事が、自身の報酬、キャリア機会、個人の成長にとってもプラスであるこ
とを認識する必要があります。言い換えれば、戦略は企業だけでなく「私たち
のチーム」と「私」にとって何を意味するかが重要なのです。

4. 健全な競争を奨励する。
団結は間違いなく望ましいことですが、企業内での健全な競争を否定するもの
ではありません。実際のところ、競争は人々をより革新的で最大限の力を発揮
しようとする非常に前向きな力となります。大事なのは、正しい種類の競争と
なることを担保することです。Royal は次のように説明します。「自分たちの
声が届き、自分たちの努力が認められている限り、組織内の競争は否定される
べきではありません。競争が自己中心的だったり、個人的な目標に突き動かさ
れるようになったりした場合はネガティブな影響を及ぼします」。

5. 強力な企業文化を構築する。
企業文化とは何でしょうか？　それは、思考、知覚、感じ方を規定する一連の
無意識の様式だと定義できます。そのため注意深く管理すれば、文化は社員が
会社を前に進めるには何をすればいいか理解する上で方向性を強化することに
なります。CEOやシニアリーダーは、企業文化の形成に重要な役割を果たしま
す。ミッションと価値観を明確にするだけでなく、社員に感謝を示す方法やイ
ンセンティブと報酬システムをより広範な組織目標に整合させる点においても
です。トップからのコミュニケーションが不足したり、実際の企業文化がシニ
アリーダーたちが明言するものと乖離したりしている場合、結果的に個人が独
自に解釈する余地を生み、社内に断絶を生じさせることになります。

6. マネジャーは企業文化の鏡。
マネジャーは組織内の人々のエンゲージメントに大きな影響を与え、彼らの行
動はあらゆるエンゲージメント戦略において非常に重要です。Mary Barraが
2014年にGeneral Motors （GM）のCEOを引き継いだとき、彼女が最初に
取った行動の1つは最高幹部を集め、開放性と責任の文化を確認することでし
た。GMの人事担当シニアヴァイスプレジデントJohn Quattroneは次のように
説明しています。「Maryの最大の違いは、リーダーに自分たちの言動に注意
を向けさせたことです。誠実で噓偽りがないことを奨励したのです。問題が生
じたらすぐに上げるように、とも」。トップリーダーによるこのような前向き
な振る舞いが8～9つもの階層を通じて組織全体に波及し、最終的には社員全
体のエンゲージメントレベルに大きな影響を及ぼすとBarraは信じているので
す。

Korn Ferry Institute, The Enemies of Engagement (2016).  
Retrieved from kornferry.com/institute/the-enemies-of-engagement



結論

エンゲージメントが高い社員を持つことの利点は枚挙にい
とまがありません。エンゲージメントレベルが高い企業は、
イノベーション、生産性、顧客満足度、財務諸表において他
社よりも優れたパフォーマンスを発揮する傾向があります。
逆に、社員が不満を感じたり、落胆したり、過小評価されて
いると感じている企業では、自発的な努力は見られず、知的
資本の流出、離職率の高さに応じたコスト増加などに見舞わ
れます。

これは、経営陣が魅力的な職場文化の構築と維持に大きな
責任を負っていることを意味します。シニアリーダーはこの
取り組みにおいて重要な役割を果たし、共通の目標で社員の
団結を促し、個人が貢献し、学び、成長するよう権限を付与
するのです。

さらに、社員のエンゲージメントレベルを注視する、業界
を牽引するツールやテクノロジーを活用することで、組織全
体で改善の余地がある領域を特定することも可能です。例え
ばKorn Ferry Listen for Pay は、社員や管理職の報酬につい
ての本音を調査します。自社の報酬プログラムについて本当
は何を思っているのかを知り、最も価値を感じる報酬を提供
することで、モチベーションを高める方法を見つける手助け
となります。

社員をエンゲージさせ、職場環境を改善するには、
コーン・フェリー・ジャパンまでご連絡ください。
E-mail: infojapan@kornferry.com
Tel: 03-6267-3330

08



コーン・フェリーについて
コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。クライアントの組織構
造やポジションとその責任を設計し、適切な人材を採用できるよう支援し、社員の処遇・育成・
動機付けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めるこ
とによる人材のキャリアアップを支援します。
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