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2022 
人材採用
トレンド
人材不足は短期的問題から

慢性的問題へと移行
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新型コロナウイルスの
パンデミックは、予期
せぬテストケースとな
りました。

ここ数年、企業は人材プールの縮小に悩まされ

てきましたが、世界的なパンデミックにより、こ

の人材難はかなり加速し、解決の見通しは立っ

ていません。

コーン・フェリーの2021年9月の調査によると、

専門家の55%が従業員の離職率は来年も増加

する一方だと考えています。

2022年に向けて、企業は人材の獲得と繋ぎ留

めについて、より広範に考慮する必要がありま

す。検討すべき項目は、給与やボーナスを含め

たリワード、福利厚生、人材の学習・開発

（L&D）、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルー

ジョン（DE&I）まで含まれます。コーン・フェリー

は、世界中の人材採用の専門家から得た情報

をもとに、候補者の体験に最も影響を与える12

の主要トレンドを特定しました。
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採用候補者の入社
意欲を高め、定着を
促す、新しい方法 
社員の大量流出はエピデミック（広範
な地域での流行）のレベルに達してい
ます。コーン・フェリーが約700人のプロ
フェッショナルを対象に行った調査によ
ると、1/3近く（31％）が「次の仕事が決
まっていなくても仕事を辞める」と答え
ています。

多くの企業が、エントリーレベルの人材に対して

さえも、候補者に対しサインオンボーナス（入社

時一時金）を支給しています（数カ月以内に退

職した場合には返却しなければならないという

条件付きです）。

候補者はかつてないほど多くのオファーを受け

ていることから、報酬も上昇傾向にあります。ま

た、中間管理職や上級管理職の引き留めのた

めに、ストックオプションやサバティカルなどの

長期的なインセンティブを提供する動きも活発

化しています。また、事業所託児所、介護者補

助金、有給休暇の増加、自発的学習に要した費

用の支給、最高水準の健康保険や歯科保険な

ど、充実した福利厚生を提供する企業が増えて

おり、今後もその傾向は続くでしょう。
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人材確保が困難な状況が続く中、4年制大

学卒業や一定の職務経験年数といった応

募条件を廃止または緩和する企業が増え

てきています。

パンデミックにより個人的な健康上の理由

や介護のために休暇を取っていた人も少な

くなく、企業側は履歴書の空白に理解を示

してくれています。今後もそうでしょう。

また、企業は異業界や引退した人材など、

従来とは異なる場所で人材を探し始めてい

ます。今重要なのは、人材がいかに早く学

び、市場の進化するニーズに対応するため

にどれだけ機敏に対応できるかということ

です。

人材不足を
内側から解決する 
昨年、企業はサバイバルモードで活動していま

した。今は将来に迅速に適応するためにケイパ

ビリティを開発する必要があります。しかし、人

材ギャップの拡大により、企業は外部採用だけ

に頼ることはできなくなっています。

2022年の大きなトレンドの一つは、社内異動で

す。特にニッチな役割を担う人材の減少を防ぎ、

人材不足を解消するために行われます。

専門的なトレーニングやプログラム、コーチン

グ、OJTなどを通じて、既存社員のリスキリング

やアップスキリングに力を入れ始めている企業

もあれば、新しいテクノロジーに投資して既存社

員の保有スキルを明示させることで新しい職務

に結びつけようとする企業もあります。

人材発掘の　　　　
網を広げる
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ESGへの取り組み強化

企業リーダーたちは、労働者が、特に若い

世代がESG（環境・社会・ガバナンス）への注

力を求めていることを以前から知っていまし

た。

バリューやミッションのステートメントに持続可能性へ

のコミットメントを盛り込むことが重視されるようになっ

ていましたが、それだけでは十分ではありません。候

補者は自分が働こうとする企業が本当に意味のある取

り組みをしているか、自分の目でデューデリジェンスを

行っています。

つまり、持続可能性について具体的で意味のある行動

をとり、それをビジネスのあらゆる側面に織り込むこと

が、企業にとって重要な課題となっているのです。

その結果、競争の激しい労働市場で差別化を図る方

法として、ESG目標を測定し、その進捗状況を公表する

企業が今後も増えてくるでしょう。特に、企業の発揮す

る価値と企業業績が強く結びついているということが、

コーン・フェリーの調査からも分かっています。
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リーダーが
人材不足解消の
最終責任を負う

リモートの世界で
オンボーディング・
プロセスを
変革する

パンデミックは仕事にまつわる世界全体を揺るがし、

組織は非常に受動的モードになっています。そのた

め、リーダーは刻々と変化するビジネス環境に対応

するために奔走し、目の前のことに対処するので精

一杯で、将来計画にまで手が回っていませんでし

た。

2022年には、一歩下がって、人が企業を辞める理

由、あるいは仕事することそのものを辞める理由を

見つけることになるでしょう。原因は給与なのか？

福利厚生なのか？　企業文化のせいか？　ビジネス

モデルか？　仕事をする場所か？　離職する人たち

の共通項は？　リーダーは企業からの離職を食い

止めるための最終責任者となる必要があるのです。

候補者は複数のオファーを受けることが多く、企業

は自社を選んでもらえることを確実なものにするた

めに全力を尽くしています。採用活動のほとんどが

バーチャルで行われているため、採用担当者はビデ

オでオフィス案内をしたり、入社前に同僚に声をか

けて歓迎してもらうようにしています。

2022年には、従業員のオンボーディング・プロセスを

再構築する企業が増えるはずです。

曖昧さに直面すればするほど、構造化が必要になり

ます。入社してすぐは、同僚との自己紹介、チームラ

ンチ、支給されたパソコンと電話の技術サポートとい

うのが常でした。これがリモートの世界では、バー

チャルでの自己紹介や各同僚の仕事内容の説明と

いったプロセスを明確にする必要があります。

人事担当者と採用担当者は、新入社員の近くにい

て、オンボーディング・プロセスを支援する必要があ

ります。特に、新入社員の経験にとって最も重要な

入社後最初の90日というのは、特に新入社員に寄り

添う必要があります。

新入社員が　　
入社する前から
エンゲージさせる
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出張減少で
コスト削減

パンデミック以前は、多くのプロ

フェッショナルが自宅よりも出張先

に向かう飛行機に乗っている時間

の方が長いということがありまし

た。コーン・フェリーが最近行った

調査では、出張が楽しみかどうか

を尋ねたところ、4分の3以上

（76％）が出張がなくなり寂しいと

回答し、中でも41％は非常に寂し

いと回答しました。

世界が再び開かれ始めた今、多くのプロ

フェッショナルが少しずつ出張を再開して

います。しかし、そのペースは劇的に落ち

ることになりそうです。 

重要な顧客と直接会って話をすることは重

要かもしれませんが、同じ組織内の同僚と

直接会うための出張は大幅に減ります。

また、ミーティングも同様です。今後は直

接会って話す機会を設けるのは、採用プ

ロセスの最終段階や従業員のオンボー

ディング・プロセス、そして主に上級レベル

の職務においてのみとなるでしょう。これ

によりコストを節約し、その分、従業員のイ

ンセンティブなどに使用することができる

ようになるのです。
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未来はフレキシブル
なワークプレイスに
ある

パンデミックから解放され、労働者が
パートタイムでもオフィスに戻るよう
になれば、プロフェッショナルがオ
フィスの近くに住む必要性は大幅に
減少します。

実際、パンデミックの際には、リモートワーク

であればいつでもどこでも仕事ができるとい

うことで、従業員がより物価の安い都市に

引っ越すという傾向が見られました。私たち

自身が、自宅で仕事をするのはオフィスと同

じくらい、あるいはそれ以上に生産性が高い

ことを証明したのです。

コーン・フェリーが行った「オフィスに戻るかど

うか」という調査では、プロフェッショナルの約

3分の1（32％）が「フルタイムでオフィスに戻

ることはないと思う」と答え、74％が「オフィス

ではなく自宅で仕事をしたほうがエネルギー

や集中力が高まる」と回答しています。

より多くの組織がハイブリッドワークモデルに

移行し、従業員が必要に応じて会社で働くこ

とと自宅で働くことを選択できるようになるは

ずです。
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企業は自社の文化や雇用主価値提案（EVP）に

目を向け、それが候補者の体験とどのように調

和しているか、あるいは調和していないかを理解

し、候補者が働く組織に何を求めているのかを理

解する必要があります。

このことはバーチャルワークによって候補者が企

業文化を理解し、つながりを持つことが難しくなっ

ている今日の環境では、特に重要です。前向きで

インクルーシブな企業文化は、人材の観点から

だけでなく、ビジネスの観点からも非常に意味が

あります。最近のコーン・フェリーの調査からは、

社員エンゲージメントの高さや社員を活かす環

境の高さと、企業の売上や収益の増加には直接

的な関係があることがわかっています。

企業は現在の需要増に応えるために、より

多くの人材を採用することにフォーカスして

います。しかし、未来の仕事で成功するため

には、リーダーは短期的な視点を超えて考

えなければなりません。つまり、採用と定着

の成功に影響を与える要因に目を凝らさな

ければならないのです。 

説得力のある雇用主価値提案（EVP）を伝

えられない、プロセスを最適化できない、候

補者エクスペリエンスを理解できない、と

いったことが重なると、オファーの承諾率や

離脱率に大きな影響を与えます。今後、企

業がより大きな、そして持続的な採用活動

の成功を望むのであれば、候補者エクスペ

リエンスとエンゲージメントにもっと焦点を当

てる必要があるでしょう。

リモート環境における
インクルーシブな
企業文化

候補者
エクスペリエンス
がすべて
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テクノロジーをシン
プルに、候補者エク
スペリエンスを重視

ここ数年、人材採用担当者は、自分の仕事を

楽にしてくれる「夢のテクノロジー」を追い求め

てきました。しかし、その結果は大抵逆でした。

テクノロジーが仕事のプロセスを複雑にしてし

まうことが多かったのです。

現在では、より合理的なテクノロジープラット

フォームが、ごちゃごちゃしたアプリケーション

に取って代わり、採用活動の一連の流れをワ

ンストップで行うことができるようになっていま

す。これにより、採用担当者は、プロセスを向

上させるための顧客や候補者との戦略的なや

り取りに時間を割くことができるようになり、プ

ロセスの戦術的な側面を減らすことができるよ

うになりました。

2022年のもう一つのトレンドは、偏見を排除

し、公平な雇用慣行を実現するために、より包

括的なテクノロジーに投資することです。現在

のスクリーニングツールでは、特定の項目に

当てはまらないために適格な候補者が除外さ

れることが多く、これではただでさえ少ない人

材プールがさらに狭くなってしまいます。企業

が優秀な人材を逃したくないのであれば、この

状況を変える必要があります。



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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人材採用ソリューションに関するより

詳細な情報は以下をご覧ください。

www.kornferry.com
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