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立教大学経営学部教授 中原 淳

コーン・フェリー・ジャパン Senior Client Director 岡部 雅仁



1 日本企業の社員エンゲージメントの現状と課題 13:00～13:10

2 サーベイ・フィードバックで実現する職場づくり。60分でわかる「組織開発」の「基本」 13:10～14:10

3 Q&Aセッション 14:10～14:30

本日の内容
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日本企業の社員エンゲージメントの

現状と課題



スピーカー紹介

岡部 雅仁
Korn Ferry Japan

Senior Client Director

プライスウォーターハウスクーパースにてITコンサルティングを経験後、リクルートにて
海外人材事業の立ち上げ、現地事業経営に従事。2009年～2016年までアジアの現地
法人の現法社長（上海2年、北京1.5年、シンガポール4年）として現地駐在。コーン・フェ
リーでは大手日本企業に対するグローバルでの組織エンゲージメント向上、報酬・等
級制度設計、タレントアセスメント等、日本企業のグローバル化や組織力向上に関する
プロジェクト実績が豊富。

【最近の主なプロジェクト実績】
 大手家電メーカー販社 部長層のリーダーシップアセスメント/ 能力開発プロジェクト
 大手総合商社 全社エンゲージメント向上プロジェクト
 大手広告代理店 海外駐在員赴任前トレーニング
 大手飲食・流通チェーン店 店舗組織風土と店長リーダーシップの改革プロジェクト
 製薬会社 海外現地法人 報酬水準/人事制度改定プロジェクト
 大手物流会社 全社エンゲージメント向上プロジェクト
 大手製造業 グローバル組織エンゲージメント向上プロジェクト

【講演、執筆】

日本の人事部 HRカンファレンス2020  https://jinjibu.jp/hr-conference/report/r202005/report.php?sid=1867

ヒューマンキャピタル （1. https://globis.jp/article/7104 ¦2. https://globis.jp/article/7105 ）他、多数講演実績あり

『エンゲージメント経営』 執筆協力 https://www.amazon.co.jp/dp/4820731629/

『VUCA 変化の時代を生き抜く7つの条件』共著 https://www.amazon.co.jp/dp/4532323126/

東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館14階

Tel: 03-6267-3600
Masahito.Okabe@KornFerry.co
m
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＊コーンフェリー グローバルエンゲージメント調査結果より

会社に対する長期的なロイヤリティや貢献意欲が醸成されているか

与えられた“以上”の仕事に取り組む姿勢が醸成できているか

「コミットメント」

関連設問

「自発的努力」

関連設問

社員
エンゲージメント

自分の興味・関心がある分野で能力・経験を活かせる機会があるか

仕事の生産性を高める職場環境が整っているか

「適材適所」

関連設問

「働きやすい環境」

関連設問

社員を活かす
環境

業績相関の高い二つの結果指標
「社員エンゲージメント」と「社員を活かす環境」



社員エンゲージメントと
社員を活かす環境のインパクト

↑ 2x

↑ 2.5x

↑ 18%

↑ 40%

↑ 12%

純利益

収益成長

顧客満足度

生産性

離職率改善

＊KornFerry グローバルエンゲージメント調査より
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コーン・フェリー
グローバルエンゲージメントサーベイ700社700万人実績データ推移
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

社員を活かす環境

General Industry High Performing Japan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

社員エンゲージメント

General Industry High Performing Japan

10P

7P

12P

6P

会社へのコミットメント＋自発的努力 適所適材＋生産性の高い職場環境

 日本企業の社員エンゲージメント水準は絶対値が低く、過去10年でみても緩やかな悪化傾向にある。

＊コーンフェリー グローバルエンゲージメント調査結果より



日本企業内での社員エンゲージメントのバラツキ
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社員エンゲージメント

社
員
を
活
か
す
環
境

日本企業 企業規模(社員人数)別スコア分布

1000人未
満

1000人～10000
人

10000人以上

肯定的回答率
40%差

肯定的回答率
37%差

 同じ日本企業内でも水準のバラツキは非常に大きく、社員規模や外側からみえる企業ブランドとは必ずしも一致しない。

＊コーンフェリー グローバルエンゲージメント調査結果より



日本企業内での社員エンゲージメント水準によるグルーピング
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社員エンゲージメント

社
員
を
活
か
す
環
境

日本企業 企業規模(社員人数)別スコア分布

1000人未
満

1000人～10000
人

10000人以上

Group①

Group②

Group③

Group④

共通する特徴

1. “力強く社員を捉えた”会社のビジョン・哲学
2. 事業戦略と組織・人材施策の強い結びつき
3. 経営と個人の健全な緊張感

1. 事業戦略と組織・人材施策の強い結びつき
2. ボトムアップ型の愚直な改善活動
3. エンゲージメントPJ事務局の熱量の強さ

1. 昭和の成功体験の継続（モノ・カネ＞ヒト）

2. 前例踏襲を基本とした緩やかな変化スピー
ド

3. 改善よりも定期観測主眼

1. 経営オーナーシップの不在 or 独善ワンマン
2. 過剰な上意下達
3. 経営・社員ともに他責傾向

 多くの日本企業のエンゲージメントがグループ③に留まっている実態が日本企業全体のエンゲージメントの低さの主因。
 グループ③と②の差異の一つが「サーベイ後の改善活動の熱量と本気度合」。

＊コーンフェリー グローバルエンゲージメント調査結果より



調査後の向上アクション実行と“社員の実感”の重要性

-2

-1

0

1

2

3

4

対策の実施有無と改善幅

社員エンゲージメント 改善ポイント

社員を活かす環境 改善ポイント

「対策を実施」に対する
肯定的回答率が50％以上の組織

「対策を実施」に対する
肯定的回答率が50％未満の組織

※2017～2018年にコーン・フェリーと共に社員意識調査を実施した日本国内外の142組
織（会社、部、課、チームを含む）、約2万4,000人のデータを分析

 調査の結果を踏まえ、各職場で向上アクションを行い、社員がそれを実感すること自体が組織風土の向上につながる。

© 2021 Korn Ferry. All rights reserved



オンライン環境における組織サーベイフィードバック方法の多様化
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1対N

1対1

FB方法論習
得

対話＆議論

結果解釈＆
アクションプラン作

成
ガイダンス
②

結果解釈＆
アクションプラン
ワークショップ

①

マネージャー伴走コーチング
③

①

②

③

期待効果

組織毎の関係者が集い、
対話・議論を重ねることで、
課題の深堀と改善活動の
当事者意識を醸成していく。

オンライン上のミーティン
グでは、“意見の列挙”に
留まり、議論に発展しない
可能性がある。

リスク

結果解釈からアクションプラ
ンシート作成までを一気通貫
でガイダンスし、アウトプット
作成までの手順を明確化す
る。
（3時間程度のレクチャー）

組織長各人の意欲・能力
レベルにより、アクションの
実行力には差が出る。

2か月に一回×3回程度の

祖相談・コーチング機会を
予め設けることで、改善活
動自体への伴走と改善活
動のペース作りを行う。

対象組織の選定と支援コスト。

 オンライン環境への変化により、組織フィードバックの手法は多様化。自社にフィットする方法の検討が必要。
 方法論検討の前段として「フィードバック時に何をしなければいけないのか？」の基本を人事関係者で理解することが重要。



サーベイフィードバックで実現する職場づくり
60分でわかる「組織開発」の「基本

立教大学経営学部教授
中原 淳

質問・感想はお気軽に「チャットボックス」へ
ラジオDJのようにお話を進めていきたいです

なお、進行の都合上、わたしのプレゼンはこのままの表示で行います12
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講演者：中原 淳（なかはら・じゅん）
• 立教大学教授, 博士

• 立教大学大学院 経営学研究科 リーダーシップ開発コース主査
• 研究テーマ：大人の学びを科学する

• 会社・組織における人材開発 / 組織開発

• 企業人事の皆さまとの
最近のプロジェクト・研修・ワークショップ
– 博報堂、Yahoo、電通、ソフトバンク、SONY、
オリエンタルランド、ヤマト運輸、博報堂、パナソニック
三井住友銀行、JR東日本、トヨタ自動車、マクロミル
パーソルHD ベネッセ、デンソーの皆様

• 人材開発・組織開発の大学院キックオフ
– 立教大学大学院 経営学研究科 リーダーシップ開発コース

– 修士（経営学）を金曜日・土曜日、オンラインで取得可能

サーベイフィードバックで実現する職場づくり＋組織開発の基礎基本
えっ・・・サーベイフィードバック？

https://amzn.to/3ePt8Wk

ぜひWebサイトにお越しくださいませ！
https://ldc.rikkyo.ac.jp/
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サーベイフィードバック？

あーあー、あの事故になったら、ぷぅって膨らむやつね
そりゃ、エアバック

えっ、あの、買物とかに持っていったら、便利なやつ？
そりゃ、トートバック

わかった、あの、取引に応じて、報酬がでる、越後屋的なやつね？
そりゃ、キックバック！
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サーベイフィードバックとは？

じゃあ、具体的にどうやるの？

【組織開発】で用いられる手法である

組織やチームをスムーズに動かす
ことに組織調査（サーベイ）を用いる

組織には「従業員調査」とか昔からありますね 最近ではHRテックを用いた調査も流行しています

組織をWORK（スムーズに動かす）させるための働きかけ
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そもそもサーベイフィードバックとは？

組織は「ブラックボックス」になる＝現場を見渡す（Survey）必要性
1960年代から行われている「古典的手法」だが、最近、またにわかに注目

下記のようなメリットが期待できる

①組織の課題を解決できる

②組織メンバー間の関係を良好にする

③組織のコミュニケーションを円滑

④組織の生産性を高めることができる

⑤組織の創造性を高める

① ②
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①HRテックによる「職場の見える化」技術
・ブラックボックス化した職場、マネジメントの見える化
（リモートワークになれば、なおさら見えない化が進行）
↓

②エンゲージメント（組織への貢献意欲）の「見える化」が経営指標として注目
（エンゲージメントを高めると組織の卓越性が向上する）

サーベイフィードバックが注目される２つの理由

働きがいや貢献意欲が、生産性にも直結するとして国も注目！
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かくして組織調査（サーベイ）が多くの企業で実施されることになっている
しかしながら、一方で、「問題」も多々生まれている・・・

働きがいや貢献意欲に対する注目！
組織調査の実施の広がり・・・
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①データをとったはいいものの放置病
・データは取得したが、管理職に渡されて
机のなかにしまわれて終わり

②調査結果が出ても無風病
・調査結果は、回覧かイントラにあげられて終わり

③ともに忖度して問題隠蔽病
・数字が下がると面倒くさいので、管理職もメンバーも
忖度して適当につける

④データをむやみやたらに取り過ぎ病
・高頻度でデータ取得、データが現場に返還されない
・パルスサーベイ（心拍のように何度もデータをとる）

列島を駆けめぐる「問題だらけの組織調査」!?

あなたの組織ではこんな状況が生まれていませんか？
投票してみましょう！

そのほかの重篤な病を自社で発見したら、チャットへ
大変重要なことは・・・
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組織調査をしただけでは組織は変わらない
データだけでは組織は変わらない

データは「フィードバック」されなければならない！
そこには「対話＝言える化による相互のズレの認識」が必要

もう５０年前からそんなことはわかっている



Bowers, D. G. (1973). OD techniques and their 

results in 23 organizations: The Michigan ICL 

study. Journal of Applied Behavioral Science, 

9(1), 21–43. より一部紹介

対話のないサーベイフィードバックは効果がうすうす・・・

だからこそ現場へのフィードバック＋対話が重要
もう一度おさらい

組織風土の変化→

管理者の変化→

同僚の変化→

職場の変化→

対話ありの
サーベイフィードバック

対話なしの
サーベイフィードバック

21



22

シャバの現状を
投票機能で見える化してみましょう！
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組織を変えるっていいますけどね・・・

組織を変えることには
「負の感情」がつきまとう

ことが多い

マヂすか？
そういうの
勘弁してくださいよー
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Oreg, S., Vokola, M., Armenakis, A.(2011) Change Recipients’

Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative 

Studies. The Journal of Applied Behavioral Science 47(4) 461–524

多大なストレス

徒労感

やらされ感

罪の意識

怒り

心配

やりきれなさ

組織を変えるとは「心理戦」である・・・サーベイフィードバックも同じ
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①不安
・ミーティングがどんな風に進行するかが不安

②自己防衛
・恐れや不安のために自己防衛に走る

③恐れ
・フィードバックの結果、どんな報復が行われるかを恐れる

▼（しかし一方で）

④希望
・何かよいことが起こるのではないかという希望も一方である

組織調査の話し合いも「心理戦」

心理戦を戦うための「型」がある
マネジャーには｢型＝武器」を持たせたい

Nadler, D.(1977) Feedback and organization development :Using data-based method  Addison-wesley publishing. 153
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型＝武器を持たずに、組織を変えようとすると
フルボッコにされて、返り血浴びるよ・・・

組織調査のフィードバックを管理者に任せっきりにしていなかったか？
本当に使える「型」を持たせていたか？

まず・・・基本中の「基」は
Nadler, D.(1977) Feedback and organization development :Using data-based method  Addison-wesley publishing. 153

おいおいー兄ちゃん
型＝武器をもたずに、町をでて、組織を変えようなんざ
いい度胸してんじゃねーか・・・
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←ここぢゃ
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①目的説明ーねぎらいと感謝からはじめる

Why do? Why Us? Why Now?は重要
「わかっているはず」は禁物・・・次に役割、スケジュールなど

「サーベイ結果を
いきなりバーンと
叩きつけ症候群」
にはまっていないか？

組織開発は
ねぎらい感謝から
はじめるのぢゃ

目的、期待を伝える
ことは重要ぢゃ
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①目的説明ーねぎらいと感謝からはじめる
話し合いは
キックオフこそ
ていねいに！

悪い話し合いを
一度身につけて
しまうと、話し合い
が嫌いになってしまいう
のぢゃ

同じ船にのってもらうイメージをもつ
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OARRを握る



Ｏ： Ｏｕｔｃｏｍｅ（目的・目的）

Ａ： Ａｇｅｎｄａ（スケジュール・進行）

Ｒ： Ｒｏｌｅ（期待される役割）

Ｒ： Ｒｕｌｅ（その場のルール）

31
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←ここぢゃ



グラウンドルールは「セーフティネット」
建設的な話し合いには「こころの契約」が必要

会社によって非常に多様

・聞くのではなく「聞ききる」
・質問責任（わからないことは聞く）
・守秘義務を守る

Etc…

不測のトラブルに備える
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←ここぢゃ



職場の「伸びしろストーリー」を語れ！

ポジからネガへ、最後はボールを渡す

①フォーカスをあてる
ポジから説明
（全部ダラダラ説明しない）

②ねぎらい＋感謝

③ポジからの転換
のびしろストーリーへ
（禁・シャッターガラガラワード）

④ベンチマークで語る

⑤隙間をつくって、ボールを渡す



36

ここが一番重要なところです！
なぜなら「データがメンバーに意味づけられてこそ」変化が起こるから

しかし、対話って、そもそも何？

←ここぢゃ
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そもそも
対話ってなんですか？
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対話≠会話（おしゃべり）
対話≠議論（優劣を決めること）

こういうのとは、ちょっと異なるコミュニケーションなんだよなぁ・・・
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■対話とは「ディアロゴス（相互＋言葉）」
・一方向にひとりがしゃべくりまくることではない
・相互に「言葉を交わすこと」である

■対話とは「対」である
・ひとりの独立した人間が「対面」する
・話のうえでは「対等」である

■対話とは「自分の感じていること」をポトンと落とす
・相手はいったんひろう、反芻する

↓

■対話とは「気づき！（はっとしてグー）」である
・未来をつくるきっかけ

対話とは「ズレ」に耳を傾けること



①Aさんがポトン！
②全員はAさんのポトンをいったん聞く＋ほほー

③Bさんがポトン！
④全員はBさんのポトンをいったん聞く＋ほほー

・
・
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私たちは同じ出来事や経験をしていても
視点が異なれば、違うものが見えている



対話とは「相手へのリスペクト」と
「自己へのサスペクト」がなければ成立しない！

いったん自分の考えを脇において、相手の考えを聞く態度！
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そう言われましても・・・

日本人は対話は苦手だと
言われておりますね・・・

長い時間かけられるわけでは
ありませんし・・・

ワークショップとファシリテーションの技法を用いて
「対話が苦手な日本人」のあいだに「対話」をつくる
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ひとりずつ述べる（3分）
絶対に否定しない＋その後質問タイム（解釈や判断は必要ない）
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要するに・・・

「実は・・・」がたくさんでればいい

この数字からは、チームワークがうまくいっ
ていないことがわかりますよね。実は・・・
わたしも、最近、チームが目標を見失ってい
るように感じていました

Aさんが、この職場を・・・のように思って

いたことは、うすうすわかっていました。実
は、わたしも、Aさんの意見のようなものを
もっていました。

話し合いをしっかりデザインする
デザインした「型」をマネジャーに渡す
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付箋紙に書きつけ読み上げるのもOK！



48最後はアクションを決めます

←ここぢゃ



Copyright(C) Jun Nakahara, All rights reserved.
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●対話モード：一人一人の違いを明らかにする、相互の考えを知る
●議論モード：何をするかを決める
いつか決める、でもまず、そのまえにズレを知る

ズレを聞くこと
あえて決めない
受け入れる

話し合う
決める
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アクションプランは
「翌週月曜日からできること」

率直な感想、皆さんができることを考えて、話し合ってみましょう！
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希望の職場づくりシート
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まとめ
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・組織の一体感が低下（36.4％）
・組織に貢献したい意欲・気持ちが低下（25.6%）

・組織への帰属意識が低下（24.8%）
・生活の満足度は高まるも・・（19.2%）

パーソル総合研究所（2020）「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」 第二回調査
https://rc.persol-group.co.jp/news/202004170001.html

リモートワークで個別に仕事をしはじめると
組織・オフィスが存在する意味、帰属意識が「揺らぐ」
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