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はじめに
今、世界はかつてない規模のビジネスパラダイムシフトに直面しており、組織は旧態依然とし
た構造を解体し、俊敏かつ迅速に行動できる柔軟なネットワークへと変化することが急務と
なっています。

そのためには、単にビジネスモデルを見直すだけで
はなく、大規模な企業文化の変革が必要です。今日
の組織は目的に適合した構造を主眼に構築され、効
率よく実行し予測可能な結果を生み出すよう設計さ
れています。しかし、不安定で曖昧な環境下では、
これらの強みが弱みになりえます。組織やリーダー
は、もはや「目的への適応」だけでは不十分で、
「未来への適応」を目指す必要があります。

コーン・フェリーでは、この変革を「デジタル・サ
スティナビリティへの旅」と表現しています。
デジタル・サステイナビリティの実現のためには、
複雑なマトリクス構造を解消し、絶えず適応し変化
し続ける能力を組織のDNAに組み込む必要がありま
す。

多くの CEO は、この旅の必要性を認識しているもの
の、テクノロジーや有形資産に力を注ぐ一方で人材
の価値を大幅に過小評価しています（Crandall et al, 
2016）。

これは課題の本質を見誤ることにつながります。
ハーバード・ビジネス・レビューの調査結果による
と、企業が直面する最大の問題は、優れたテクノロ
ジーの欠如ではなく、トップダウンの構造、試行錯
誤を通したイノベーションの不足、限られたチェン
ジマネジメント能力、レガシーシステム、リスク回
避の文化、サイロを超えた仕事の欠如に起因してい
ます（HBR, 2016）。

このような規模の変化を生み出し、持続的なも
のにしていくには、組織にはデジタル時代の
リーダーという新しいタイプのリーダーが必要
であることは明らかです。

以降のページでは、デジタル・サステナビリティ
への旅においてリーダーが果たす中心的な役割を掘
り下げ、成功のために必要な性格特性、コンピテン
シー、動機を分析します。
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「目的への適応」だけでは、
もはや十分ではありません。

組織とリーダーは「未来への適
応」を目指す必要があります。

Melissa Swift
Senior Client Partner, 
Leader, Digital Advisory for 
North America and Global 
Accounts
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デジタル・サステナビリティとは？
デジタル・サステナビリティとは、デジタルエコノ
ミーの中で絶えず変化に適応し、成功するための組
織能力です。

コーン・フェリーは、未来に適応するビジネスの構
築を目指すリーダーの旅をナビゲートするために、
デジタル・サステナビリティ・インデックス（DSI）
を開発しました。

DSIは、5つの産業と14の国にまたがる362の組織を、
大幅かつ継続的なデジタル変革を達成するために不
可欠なデジタル・サステナビリティの5つの特徴に基
づいてランク付けしています。5つの特徴とは、「規
律と集中」、「アジリティ」、「接続性」、「開放
性と透明性」、「権限委譲とアライメント」です。

各産業および国は、それぞれの特徴におけるデジタ
ル・サステナビリティとパフォーマンスを総合的に
反映した100点満点のDSIスコアに基づいてランク付
けされます。

DSI調査では、柔軟性が高いデジタル・サステナブ
ルな企業になることの商業的なメリットを定継的に
示すことができました。この指標によると、デジタ
ル・サステナビリティの5つの特徴において高いパ
フォーマンスを上げている企業は、低いパフォーマ
ンスの企業に比べて絧益率（絧払前、税引前、減価
償却前の絧益、EBITDA1）が5.6ポイント向上するこ
とが確認されています。

11 この数値は、産業、インフレ、GDP成長率の違いを考慮して算出されています。

アジリティ

権限委譲と
アライメント

開放性と
透明性

接続性

規律と集中 社内外のステークホルダー
のエコシステムとの
コラボレーション

迅速な意思決定、実行、
環境変化への対応

組織にとっての「デジタル」とは何を意
味するか、どのようにして望ましい成果
を達成するのかが明確であること

明確な経営方針と、それに
沿う意思決定ができる社員

綞理、責任、実践についての意図
的な透明性。社員が大切にされ、
創造性が奨網される

　デジタル・　　
サステナビリティ

の
5つの特徴
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デジタルリーダーシップの必要性

組織・リーダーレベルでのデジタル・サステナビリティ

変革の必要性への対応はデジタルによって行われる
かもしれませんが、それを実現するのは人です。し
たがって、リーダーの役割は極めて重要です。デジ
タル・サステナブルな企業になるためには、組織文
化の大変革をリードし、維持するために必要なア
ジャイルな考え方を体現し、社員をその旅に巻き込
むことができるリーダーが必要です。

このようなリーダーは、社内外のビジネス環境が急
速に変化する曖昧な状況下でも、柔軟なリーダー
シップを発揮し続けることができます。彼・彼女ら
は、変革のビジョンに部下を巻き込み、説得し、そ
のプロセスを支えるために新しい考え方や仕事の仕
方を醸成していきます。そして、このようなことの
積み重ねの上に、状況的および感情的な認識をしっ
かり踏まえながら、ビジネス上および対人関係上の
課題を予測し、それに対処するために、アジャイル
思考を駆使しているのです。

このようなリーダーシップは、主要デジタルビジネ
ス事業でのみ必要とされると思われるかもしれませ
ん。

しかし、コーン・フェリーの調査によると、そのよ
うなデジタルリーダーの多くの企業での活動範囲
は、非常に狭い範囲に限定されていると思われます
（Vickers, 2016）。企業は、このようなマインド
セットを自社のより広い社員の中に育てることが必
要です。この考え方は、イノベーションを推進する
優れたリーダー、アジャイルなリーダー、ダイバー
シティ＆インクルージョンを活用するリーダーが示
す考え方と同じです。かつて企業はこのようなリー
ダーを「いると助かる存在」と考えていましたが、
デジタル化の進展により、このタイプのリーダーの
育成が重要視されるようになってきました。

デジタル・サステナブルな組織変革を事業成果に結
びつけていくためには、人材が鍵となります。DSIの
ディメンションは必要不可欠な組織条件を示してい
ますが、優れたデジタルリーダーは成功のためにそ
れらを実行に落とし込んでゆく必要があります。

「デジタル・サステナブル」な方法
で運営されている組織は、以下の点

で優れています。

Agilityアジリティ

Connectivity

Discipline & Focus 

Openness & Transparency 

Empowerment & Alignment

Managing Ambiguity

Adaptability

Cultivating Innovation

Emotional Intelligence

Change Agility

Engagement & Persuasion 

最高の成果を発揮するデジタルリー
ダーは、以下の点で優れています。

Managing Ambiguity

Adaptability

Cultivating Innovation

Emotional Intelligence

Change Agility

Engagement & Persuasion 

Agility

Connectivity

Discipline & Focus

Openness & Transparency

Empowerment & Alignment

7

| Leaders for the digital age |

アジリティ

接続性

規律と集中力

開放性と透明性

権限委譲とアライメント

あいまいな状況への対応

適応性

イノベーションの推進

エモーショナル・インテリジェンス

チェンジ・アジリティ（変化への俊敏性）

意欲の喚起と説得



効果的なリーダーシップを再考する

性格特性 コンピテンシー 動機
好奇心 
斬新な方法で問題に取り組み、
複雑な情報にパターンを見出
し、深い理解を追求する。

イノベーションの推進
組織が成功するために、新たな
より良い方法を生み出す。

インディペンデンス（独自性）
起業家的なアプローチを好み、
組織的な制約が少ないことを望
む。

リスクテイク
限られた情報に基づいて、立場
を明確にし、変化を起こそうと
する。

あいまいな状況への対応 
物事が不確実なときや前途が不
明確なときでも効果的に業務を
遂行する。

ストラクチャー（体系）
不均整で明確に組織化されていな
い職場環境を好む。

適応力
方向性やアプローチの予期せぬ
変更が起こっても、焦らず対応
する。

戦略的思考  
将来の可能性を見極めたうえで、
現状を打破する戦略を策定する。

チャレンジ（挑戦）
困難な障害の中で達成すること
にモチベーションを感じる。

あいまいさの許容 
明確な理解や方向性の妨げとな
る、不確実かつあいまいで、矛盾
した情報にも平然としている。

組織意欲の喚起
組織目標を達成するために、メ
ンバーが最善を尽くそうとする
風土を作り出す。

自信 
肯定的な結果となるよう影響を及
ぼすことができると信じている。

成果の創出 
厳しい状況にあっても着実に成
果に結びつける。

優れたデジタルリーダーを育成するには、業務に求められる責任と期待を見直す必要があります。それは、
より機敏で好奇心旺盛なリーダーが必要で、「ヒーロー的な業務実行者」ではないことを示すことになりま
す。

コーン・フェリーの調査によると、従来は優秀さと結びつけられていた強みがむしろ足かせとなり、デジタ
ル・サステナビリティの取り組みを頓挫させてしまうことがわかっています。例えば、階層的な意思決定に
よる正確な実行を重視したリーダーシップスタイルは、デジタル時代のワークフォースのリーダーが必要と
する柔軟性とインクルーシブネスと相反する結果を生み出します。

Korn Ferry Four Dimensions of Leadershipを参照しながら、500人以上のデジタルリーダーの性格特性、コン
ピテンシー、動機を分析し、450万のデータポイントからなるアセスメントデータベースから得られた母集団
と比較しました。その結果、デジタル時代に必要とされる資質の特徴的な要件が下記に示すように明らかに
なりました。

性格特性とは個人の行動であり、観察し難いものです。一方、コンピテンシーとは、仕事で成功するために
必要なスキルや行動であり、観察可能なものです。動機とは、その人の選択に影響を与える内面的な価値
観、モチベーション、願望のことです。コンピテンシーに焦点を当てて開発を行うことが多いですが、組織
や個人は、特定の性格特性が表出されていないかどうかも考慮する必要があります。

高業績を出すデジタルリーダーの特徴
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優れたデジタルリーダーとはどのような人か？
DSIの調査で明らかになった性格特性、コンピテンシー、動機は、現実の世界ではどの
ように活用されるのでしょうか。求められるものを明確にするために、私たちは効果的
なデジタルリーダーシップを定義する4つの幅広いテーマを設定しました。

パイオニア精神 
優れたデジタルリーダーは、高い適応性がありま
す。好奇心が旺盛で、リスクを取ることを厭わず、
結果を出し続ける能力に長けています。彼・彼女ら
は競合する優先順位を柔軟に管理し、短いサイクル
で評価と選択を行い、それらの決定を変更する必要
がある場合でも自信を持って状況をコントロールす
ることができます。これを私たちは「パイオニア精
神」と呼んでいます。

あいまいさの重視
状況が刻々と変化する中で、従来のように課題を
「解決」することは決してできません。しかし、優
れたデジタルリーダーは、長期的な思考と短期的な
思考の間を素早く行き来しながら、常に調整し、ト
レードオフを生み出します。曖昧さに対処すること
が重要です。組織が従来型とデジタル型の間を行き
来する中で、流動的な思考を受け入れ、グレーゾー
ンを厭わないことが求められます。

高いエモーショナル・インテリジェンス
効果的なデジタルリーダーシップを発揮するには、
従業員を惹きつけ、インスピレーションを与え、他
者のイノベーションを促進する能力が不可欠です。
また、デジタルリーダーは、デジタル文化の変革に
向けてビジネス全体のサポートを構築し、組織内外
で360度のつながりを築くことが不可欠です。

チャレンジ（挑戦）を愛し、ストラクチャー
（体系）を嫌う
デジタル・サステナビリティを実現するには、体系
的な意思決定の慣行を覆し、硬直的な責任の所在に
こだわらない姿勢が必要です。優れたデジタルリー
ダーは、このような状況からエネルギーを得て、体
系化されていない環境でも自信を持って働き、厳し
い状況に遭遇してもモチベーションを発揮します。

優れたデジタルリーダーは何名必要か？
これらの性格特性、コンピテンシー、推進力は、一人の人間の中にすべて見出すことができるでしょうか？
その必要はあるのでしょうか？

私たちが考える優れたデジタルリーダーの要件は、データを集約したものなので、ある意味では「ユニコー
ン」と呼ばれるリーダーの姿を示しています。しかし、たとえ100万人に1人の逸材を見つけたとしても、1人
では十分ではありません。むしろお互いの長所と短所を補い合う新しい世代のリーダーが活躍する必要があ
るでしょう。つまり、一個人の力だけでは答えが見つけられないのです。チームや組織の中で適切なバラン
スをとり、必要に応じて柔軟にプロジェクトチームを活用することが大切なのです。

チームを作るとき、ビジネスリーダーは次の2つの重要な項目を自問自答すべきです。
1. 効果的なデジタルリーダーシップに必要な資質をすべて満たすにはどうすればよいか？

2. 求められる文化の変革を支える適切なマインドセットをどのようにして開発し、獲得することができるか？
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デジタルリーダーシップへの道

効果的なデジタルリーダーシップを促進・開発し、優れたデジタルリーダーが活躍できる環
境を作るためには、どうすればよいのでしょうか。コーン・フェリーは、組織が取ることの
できる3つの重要なステップを明らかにしました。  

1.   求められる変化を明確にし、それを現実のものにする。
デジタル・サステナビリティ・イニシアチブは、それを支えるリーダーが変化の必要性を理解し信じていな
ければ、失敗は避けられません。デジタル・サステナビリティの取り組みは、ビジネスの特定の専門家だけ
が行うものではなく、経営陣が責任を持って取り組むべき組織的な、リーダーシップの課題として位置づけ
られます。万能のソリューションは存在しないので、組織とリーダーシップの主要なギャップを特定し、そ
のギャップを埋めることで得られる成果を定義することで、変化を適切かつ現実的なものにします。

2. 変化をサポートするエコシステムを構築する。
組織の周辺にコミュニティを形成し、育てることで、リーダーの変革を支援します。リーダーの成長を支援
するために、自己認識を高め、新しい経験をさせます。信絙できるアドバイザーの支援を受け、リーダーが
自らのつながりを強め、個人と組織の成功に不可欠なオープンな関係を築けるようにします。

3. 不安定な環境を通常なものとして受け入れ、不安なマインドセットを解放する。
マインドセットの変化は、トレーニングだけで得られるものではなく、経験を通して身につけていくもので
す。外部の研修機関などを通じ、リーダーの主要なギャップに焦点を絞った集中的で体験的な演習をしま
す。これは、ヒエラルキーを排除して、リスクテイクし、試行錯誤し、アイデアを検証する反復のサイクル
をまわす機会を作る方法を模索することを意味するかもしれません。
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結論
デジタル・サステナビリティは目的地ではなく、新しい在り方です。文化の変革を促すに
はリーダーが必要ですが、そのためにはまずリーダー自身が変わらなければなりません。
そのためには、既存の考え方を再検証し、従来の構造や権力のあり方を考え直す必要があります。デジタル・
サステナビリティの優位性を十分に発揮するためには、リーダーは反復的・アジャイルな意思決定に慣れ、状
況に応じて柔軟に対応し、リスクテイクに自信を持つ必要があります。 

デジタル時代のリーダーシップへの道のりは、困難で居心地の悪いものに感じるかもしれません。しかし、こ
の感覚は、組織とリーダーが正しい道を歩んでいることを意味しているのです。
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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・最適化し、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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