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今、人々は自分が行う仕事について非常に人間的な問いを投げ
かけています。なぜこれをやるのか？　何のためなのか？　ど
うすればもっと良くできるのか？　仕事を辞める選択をする人
も数多くいます。新たに人材を獲得するための競争は、これまで
以上に激しくなっています。

このことは、あらゆる企業にとって存続を揺るがすほどの脅威と
なっています。企業はそこで働く人々以上のものにはならないか
らです。2022年に生き残り、成功を収めようと思えば、この新
しいパワーダイナミクスに対応する必要があります。財務目標を
超えて、すべての従業員のニーズを考慮する。従業員を機械の一
部ではなく人間として扱う。縦割りを打破し、リモートワークの
課題を克服し、社員が会社のパーパスやビジョン、そしてお互い
につながっていると感じられるようにする。未来の可能性を受け
入れ、誰にとってもWork（仕事）がWork（機能）するようにす
る。

このホワイトペーパーでは、現在のビジネス世界を覆う7つのト
レンドを通じて、この新たな人間の時代がどのように展開される
かを見ていきます。これらのトレンドに対して力強く包括的な対
応策をとる企業には、変革的な成長機会がもたらされると私たち
は考えています。変革には顧客と従業員への絶え間ないフォーカ
スが必要であり、企業の戦略、パーパス、文化がすべて一致した
ときに変革が成功する可能性が高いことが、これまでの調査から
分かっています。

また、勇気を出して変革しようという企業にとっては、今が一
歩を踏み出す時であると私たちは信じています。

誰にとっても
Work（機能）する
Work（仕事）
この24ヶ月間ですべてが変わりました。企業にとっても、
リーダーにとっても、従業員にとっても。混乱が落ち着こう
とする中で、今、一つの事実が明らかになりました:

パワーがシフトしました。
組織から人へ。
利益から相互の繁栄へ。
”me”（私）から”we”（私たち）へ。



Reinvention（改革）
ディスラプション（創造的破壊）の裏返し

Scarcity（希少性）
大量離職時代を乗り越える

Vitality（活力）
人々が望むものを与える

Sustainability（持続可能性）
理想を行動に移すべき時

Individuality（個性）
実行しながら改善する

Inclusivity（包摂性）
すべての人の力を結集する

Accountability（成果責任）
信頼か棄損か





Reinvention （改革）
ディスラプション（創造的破壊）の裏返し

前に進もうなんて考えられもしなかったかもしれません。
この2年間は、ただ生き延びることで精一杯でした。変化
は強制的で、極端で、受動的なものでした。計画を立て
ることもままならなかったでしょう。しかし、この混乱
の中から信じられないようなものが生まれました。これ
までとはまったく異なる方法で仕事をすることを学んだ
のです。オフィスにいなくても、人と人とのつながりが
できる。私たちは協力し、革新し、機敏で、臨機応変で
した。これらは“組織として”自己改革するために必要な
資質です。

未来はこれからも機会と挑戦に満ち溢れています。気候
変動。デジタル化の加速。世界的な人手不足とサプライ
チェーンの問題。気まぐれなお客様のことも忘れてはい
けません。お客様のニーズに執着しなければ、失敗する
運命にあるのです。ビジネスモデルも変わります。お客
様のニーズに合わせた、より柔軟な生産方法を模索して
いきます。お客様のニーズに合わせた、より柔軟な生産
方法を模索するでしょう。これらのすべての活動の中心
に置かれるのが人で、テクノロジーを活用することでそ
の生産性を高めることになります。そして、人々は組織
のパーパスを媒介にしてお互いにつながるのです。なん
てエキサイティングなことで、勇気づけられ、かつ大変
なことでしょう。そして、私たちは変化し続けなければ
これに成功しないのです。

DIGITAL TRANSFORMATION

REINVENTION

2020年と2021年が無計画な改革
の年だったとすれば、2022年は意
図的な改革の年になります。



人材に及ぼす影響

私たちは、仕事を職務として考えることに慣れていま
す。しかし、仕事の性質や構造が急速に変化している
今、その考えはもはや役に立たないかもしれません。成
功している企業は、市場で勝つために必要な能力へと考
え方をシフトさせています。未来の労働力の可能性を戦
略的にモデル化することで、戦略を実現するための未来
の役割、スキル、考え方を明確にします。そして、リス
キル、アップスキル、採用、あるいは「ギグ・エコノ
ミー」と呼ばれる柔軟な労働力を活用して、これらの人
材を獲得し、育成することに注力しています。

「世界で最も賞賛される企業」調
査の64％が、2年以上先の労働力
ニーズまで考えていると回答し
ているのに対し、その他の企業は
54％でした。

急速に広がる "プラット
フォーム＆マーケット
プレイス "ビジネス
何年も前から起こっていたことですが、テクノロ
ジーによって、組織はビジネスのやり方を再構築で
きるようになりました。UberやAmazonのプラット
フォームやマーケットプレイスのモデルや、Airbnb
がシェアリングエコノミーを活用した方法を考えて
みてください。AppleのApp Storeのような新しいエ
コシステムもあります。2022年にはデジタルトラン
スフォーメーションがすべてのセクターや産業で加
速し、より多くのセクターや組織がこれらの動きに
追随することが予想されます。その結果、新しい仕
事、新しい働き方、新しいビジネスモデルが生まれ
るでしょう。
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2022年に組織が
どのように自己改革
するかを方向づける

6つのトレンド



人材に及ぼす影響
何十年もの間、リーダーシップは階層的に捉えられてきま
した。つまり、エグゼクティブ・リーダーシップに至る
「パイプライン」の最上位に到達することを目指すもので
す。しかし、より流動的な組織では、このモデルはもはや
適合しません。必要とされているのは、企業全体とより広
いエコシステムの中で働くことで成果を上げ、変革を起こ
すネットワークリーダーです。エグゼクティブ・リーダー
シップは「エンタープライズ・リーダーシップ」に移行す
る必要があります。一方で、ラーニング・アジリティは、
リーダーだけでなく組織内すべての人に重要になり、パ
フォーマンスマネジメントは、人々の仕事のアジャイル化
に対応するために、より柔軟でプロジェクトに焦点を当て
た「常時稼働型」のものにする必要があります。また、流
動性の向上が部分最適の蔓延につながらないようにするこ
とも重要で、そこではコネクティビティとコラボレーショ
ンが鍵となります。

人材に及ぼす影響
高度に進化し、高度に自動化された生産環境では、深み
のある専門知識を持つ、より小規模で複数分野にまたが
るチームが必要とされます。これまで新卒学生を採用し
なかった企業・国においても、学卒新入社員が主流にな
るでしょう。生産現場の第一線で働く人々には、ますま
す多くの権限と自律性が与えられるようになるでしょ
う。企業は、必要とされるニッチで需要の高いスキルを
確保するために、幅広い人材採用戦略とタレントマネジ
メント戦略を展開する必要があります。

現代の製薬会社は、高度な生産システムやデジタル制御
システムを導入し、デジタル化された「未来の工場」を
中心に、高度なスキルを持つオペレーターやデジタルプ
ロセスエンジニアにより「デザイナーズ・ドラッグ」を
供給しています。

「世界で最も賞賛される企業」
の69％は、採用時にキャリアの
履歴や経験よりもラーニング・
アジリティや好奇心を重視して
います。

柔軟に思考する
新型コロナウイルスにより人々は一時的にアジャイル
な方法で仕事をすることを余儀なくされました。2022
年には、組織はそれを恒久的なものにしようとするで
しょう。どのように？　ヒエラルキーのないフラット
なものになる可能性があります。極端な例を挙げれ
ば、中国の大手家電メーカーであるハイアールが、相
互に接続された小規模なネットワークを奨励していま
す。また、プロジェクトベースの仕事が増えるでしょ
う。そこではチームは特定の目標を達成するために集
まり、プロジェクト後に分散していきます。さらに、
ハブ＆スポークモデル（中心拠点／ハブに貨物を集約
させ、拠点／スポーク毎に仕分けて運搬する輸送方
式）やリモートのみのチームなど、仕事場所を刷新す
る可能性も高いです。

生産の個別化
3Dプリンティング。パーソナライズドプロダクト。ロ
ボティック。これらのコンセプトは、何年も前から話
題になっていました。これらの概念が融合し、製品の
製造、マーケティング、販売の方法を大きく変えよう
としています。その結果、生産性、柔軟性、個別化が
急速に向上しています。ナイキのカスタマイズシュー
ズから、オーダーメイドの高級車まで、生産のすべて
が影響を受けています。職人が一つひとつ産していた
時代から大量生産の時代を経て、また個別化の時代に
なったことで、1世紀以上の時を経て生産手法が一巡
したように感じるかもしれません。
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人間を機械で拡張する
私たちは今、自分でも気づかないうちに、祖先が
「バイオニック」と呼んでいたような、テクノロ
ジーによって能力を高められた人間になっていま
す。オンラインでのコラボレーション（Slackや
Miro Boardなど）に始まり、ウェアラブルテクノロ
ジー（Google Glassesなど）、新しい航空機や店舗
の設計に使用されるバーチャルリアリティ環境によ
り完成前の現実を歩くことができるようになりまし
た。機械知能は発達し、ニューラルネットワークや
学習アルゴリズムに基づいて、保険のリスクを数ミ
リ秒単位で査定できるようになっています。

組織においても、仕事をどこでどのように行うかと
いう点で新たな機会が生まれています。今、注目さ
れているのは、従業員が行う仕事ではなく、人とテ
クノロジーが提供できる能力です。

人材に及ぼす影響
バイオニック・トランスフォーメーションの並外
れた可能性を引き出すには、全く異なる2つの
リーダーシップスキルが必要です。一つは「デジ
タル・ネイティブ」な専門家。学習能力が高く、
アジャイルなパフォーマーであり、深くてニッチ
な専門知識を持っています。もう一つは「デジタ
ル・チェンジ・リーダー」。変革の文化的側面を
ナビゲートすることができ、新しいテクノロジー
の可能性を理解し、複雑な変革を管理する経験を
持つ、関係構築者です。この2つの要素を兼ね備え
たリーダーは非常に稀です。そうでない場合は、
組織が必要とするリーダーシップスキルの微妙な
組み合わせを確保するために、「社内育成」と
「外部採用」の戦略を柔軟に取り入れる必要があ
ります。

リモートワークの再構築
新型コロナウイルスにより仕事は効率化できるこ
と、リモートで行うことでさらに効果的にできるこ
とが示されました。しかし、生産性が向上する一方
で、文化、チームダイナミクス、人間関係の深さが
損なわれていると多くのリーダーが指摘していま
す。2022年には、企業は新しいワークモデルを積
極的に試し、展開していくことが期待されます。万
能型のワークモデルはありません。完全なオンサイ
ト型と完全なリモート型の中間の様々なモデルが登
場するでしょう。

人材に及ぼす影響
企業は、どのような仕事、どのような人材が本当に
リモートワーク可能かを理解する必要があります。
心理学的な「ペルソナ」が異なる人々は、リモート
ワークへの好みや能力が大きく異なるでしょう。い
くつかの役割は、分解して、仮想的に実行できるタ
スクとコンピテンシーのセットとして作り直す必要
があるでしょう。組織は仕事の進め方を工夫する必
要に迫られます。例えば、同期型の仕事から非同期
型の仕事へと移行したり、特定のタスクを担当する
社員を全員遠隔地に配置したり、全員が対面で仕事
できたりといったことが考えられます。そのために
は、様々なチャネルで人々とつながることができる
EI（感情的知性）に優れたリーダーが不可欠です。
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業界のマッシュアップ
消費者の行動は変化しています。企業は業界の枠を超えてより革新的な対応をしています。2022年は業界のマッ
シュアップの年になる可能性があります。
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インパクト 人材に及ぼす影響

友達のアバターと一緒に買い物をし
て、バーチャルなお店で試着して、
リアルな服を注文して、リアルな家
に届けてもらう、そんなバーチャル
な環境を考えてみてください。

Facebookのメタバース構想で
は、ヨーロッパにおいて1万人の
労働者を雇用する必要があると
言われています。

ある高級ショッピングモールチェー
ンは、フレキシブルなワークスペー
スやエクササイズスタジオを取り入
れることで、買い物客を実店舗に呼
び戻そうとしています。

このビジョンを実現するため
に、熟練した小売業の経営者に
加えて、ホスピタリティの専門
家を探しています。

電気自動車への移行、自動運転、
パーソナライズド・ドライビング
などは、自動車のトランスフォー
メーションが及ぼす大きな変化の
一例です。

非伝統的な人材を集めることが重
要で、コーディングのスキルがエ
ンジニアリングと同様に重要にな
ります。リスキリング、アップス
キリング、そしてアジャイルな働
き方の導入が求められています。

革新的な新技術や治療法を開発した
大手製薬会社と中小企業との間で、
ライフサイエンスにおける宿命のラ
イバル同士が協力するケースが複数
見られます。

大企業に買収される中小企業の
文化の革新的な部分をどのよう
にして守るかが課題です。これ
までのところ、買収された企業
をそのままにしておくというア
プローチが主流です。

メディアとテクノロジーのマッシュ
アップは、新しいレベルの個別化を生
み出しています。Netflixは、AI、デー
タサイエンス、機械学習を用いて、
パーソナライズされた映画のサジェス
チョンを行い、個々のユーザーに固有
に表示させています。

従業員は、個人的な生活で経験す
るのと同じレベルの個別化を、仕
事でも期待するでしょう。
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メディア テクノロジー

自動車 テクノロジー

テクノロジー 小売り

大手製薬 中小製薬

小売り ホスピタリティ



RETAIN & RESKILL

SCARCITY



Scarcity（希少性）

大量離職時代を乗り越える
なぜ、これほど空きポジションが多いのでしょうか。米国だ
けでも1,100万人。それは大きな問題となっており、その背景
には大きな理由があります。急激な経済成長。新型コロナウ
イルスの影響でプロジェクトが遅れている。それに加え、ス
キルのミスマッチもあります。仕事と人がマッチしていない
のです。残念ながら、デジタル革新が加速するにつれ、この
記録的な人材ギャップはさらに拡大する見込みです。

そして、これは単に適切な人材を見つけることだけではあり
ません。今いる人材を維持することでもあります。約700人の
プロフェッショナルにアンケートを実施したところ、約3分の
1（31％）が「次の仕事が決まっていなくても、仕事を辞めよ
うと思っている」と回答しました。それだけ自分の価値に自
信を持っているということでしょう。あまりにも広く普及し
ているため、「The Great Resignation（別名：Big Quit）」
（大量離職時代）という名前までついています。

2022年には、人材を採用し、定着させ、再教育する方法につい
て、私たちは驚くほどクリエイティブになっているでしょう。
不足しているのは人材だけではありません。資材不足とサプラ
イチェーンのボトルネックもあります。資材とそれを運ぶ方法
は膨大な需要があり、大きな遅れとコストの増大を引き起こし
ています。必要な時に必要なだけ調達する「ジャスト・イン・
タイム」方式はもう通用しません。

RETAIN & RESKILL

SCARCITY

もう「ジャスト・イン・タイム」
方式でいられません。資材だけで
なく、人材についても。



数字で見る
人材不足

• 2021年7月、要員不足の米国企
業の割合が過去最高となる

• 2025年までに全従業員の50%
がリスキリングを必要とする

• 専門家の74%が、従業員の離
職率は来年も増加すると考え
ている

得られる示唆
人材の採用と定着は、かつては数合わせのゲームで
した。2022年には、より人間的なアプローチが求
められています。組織は、報酬、リワード、福利厚
生、学習・能力開発、後継者計画、DE&Iなど、
個々の人材との関係を構築・強化するために利用で
きるあらゆる手段を検討する必要があります。

従来のBuy（外部採用）だけでなく、Build（育
成）、Borrow（借りる）、Bind（結びつけ
る）、Bounce（勢いづかせる）、Bot（ボットの活
用）など、様々な人材構成・定着戦略を検討し、自
社のビジネスに最適なソリューションを見出す必要
があります。

1 National Federation of Independent Business survey August 2021 
2 World Economic Forum
3 Korn Ferry survey, 2021



人材不足に対するトップ企業の取り組み

現在、多くの企業が、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、新入社員にもサインオンボーナスを
支給しています。初任給は上昇傾向にあり、ストックオプションや
サバティカルなど、中間管理職や上級管理職に留まってもらうため
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、事業所内託児所、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います。

企業が外部からの安定した人材確保に頼れなくなった今、社内での
人材流動化はこれまで以上に重要になっています。特にニッチな役
割を担う人材のギャップを埋めるだけでなく、従業員に学び、成長
し、成長する機会を提供することで、人材の流出を防ぐことができ
ます。

企業にできるのは、専門的なトレーニングやコーチング、能力開発
プログラムを通じてリスキリングやアップスキリングを行うこと
で、社内の流動性を高めることです。また、既存のスキルを向上さ
せるために新しい技術に投資することです。

プロフェッショナル人材の37%が、労働
力とスキルの不足に対処する方法として、
現在の従業員をアップスキル／リスキルす
ることを最優先に考えていると回答（コー
ン・フェリーの調査より）

包括的な採用活動を行うことで、より多くの人材プールを活用する
ことができ、ニッチな職務や調達が困難な職務であっても、質の高
い候補者を迅速に採用することができます。そのためには、従来と
は異なる場所で人材を探したり、過小評価されている人材を排除す
る可能性のある従来の資格要件を撤廃したりする必要があります。
今、重要なのは、どこで学位を取得したかではなく、いかに素早く
学び、市場のニーズの変化に俊敏に対応できるかです。

新しいゲームの名は
インクルージョン

採用候補者を入社さ
せ、既存社員を定着
させる新しい手法

人材不足を内側から
解決する



人材不足に対するトップ企業の取り組み

強力なブランド力を持ち、サステナビリティを重視した企
業からのオファーであれば、候補者は大幅に低い給与額で
も受け入れることがわかっています。今こそ、自社の従業
員価値提案（EVP）を再検討し、可能な限り魅力的で差別化
されたものにする時です。しかし、ただ言葉にするだけで
は十分ではありません。候補者は、将来の雇用主が公約を
守っているかどうかを確認するために、デューデリジェン
スを行っています。つまり、サステナビリティに関して具
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、企業にとって死活的になってきて
いるのです。

プロフェッショナル人材の49%が、フ
ルタイムでの出社を義務付けられたら
内定を辞退すると回答（コーン・フェ
リーの調査より）。

候補者エクスペリ
エンスがすべて
コーン・フェリーの調査によると、候補者の75％が面
接の際に粗末な扱いを受けた場合、オファーを受ける可
能性は低いと答えています。つまり、最高の人材を確
保したいのであれば、最高の候補者ケアを提供する必要
があるということです。

一部の企業では、新入社員が入社する前にオフィスツ
アーのビデオを送ったり、将来の同僚が手を差し伸べて
社員を歓迎するよう促したりして、新入社員が企業文化
に溶け込み、チームの一員であることを実感できるよう
にしています。

これを入社後の数日、数週間、数ヶ月間と継続して行う
ことが重要です。リモートの世界では自分とのつながり
が希薄になりがちですが、人事・採用担当者は入社後の
プロセスを変革し、バーチャルでの正式な紹介を行い、
入社後90日間は新入社員に寄り添う必要があります。

ESGに関する
行動の強化

フレキシブルワーク
の可能性を追求する
パンデミックから解放され、社員が部分的にでもオフィ
スに戻るようになった今、人々がオフィスの近くに住む
必要性はかなり低くなっています。自宅で仕事をするの
と同じくらい、あるいはそれ以上に生産性が高いことが
証明されているのです。最近のコーン・フェリーの調査
では、プロフェッショナルの約3分の1（32％）が「フル
タイムの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
エネルギーも集中力も高まる」と答えています。

候補者の希望に合わせて、在宅勤務、オフィス勤務、ま
たはその両方の選択肢を提供している企業は、そうでな
い企業よりも採用面で優位に立つことができるでしょ
う。また、職務をバーチャル化し、他の都市や国の候補
者にも門戸を開くことで、より広い範囲から社員を集め
ることができるようになります。



人材不足に対するトップ企業の取り組み

パンデミックは仕事にまつわる世界全体を揺る
がし、組織は受け身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？　企業文化か？　ビジ
ネスモデルか？　仕事場所か？　離職する人た
ちの共通項は？　リーダーは、組織内の離職を
食い止めるための責任を負う必要があります。

リーダーが人材
不足解消の最終
責任を負う

向こう5年以上勤め続け
ようと考える社員の割合

1年以内に退職したい
と思う社員の割合

キャリアゴールを達成する機会 69% 23%

経営陣に対する信頼と信用 75% 31%

従業員に配慮していることを感じられる 76% 34%

マネジメントが効果的でよく運営されている 70% 28%

学習や能力開発の機会 75% 34%

リテンションの予測因子トップ5

Source: Korn Ferry Insight database



サプライチェーンは、効率とコストがすべてだと言
われていました。しかし、衝撃を受けると、効率的
だが脆弱なシステムはその変化を吸収することがで
きなくなり、すぐに方針転換することもできませ
ん。ほぼすべての組織は、あらゆる事態を想定する
シナリオプランニングに長けていたほうがいいとい
うことになります。つまり、様々な状況下でサプラ
イチェーンがうまく機能するためには何が必要かを
想像し、それに合わせてプロセスを調整するので
す。

サプライチェーンを変革し最適化するためには、適
切な人材も必要です。サプライチェーンリーダー
は、戦略的思考力、計画性、コラボレーション能力
を持ち、ビジョン、結果志向、ソフトスキルの組み
合わせなど、さまざまな強みを有している必要があ
ります。また、製品イノベーション、ビジネス感
覚、最新の自動化やシステム技術など、クロスファ
ンクショナルな経験も必要とされます。このような
多様なスキルセットは、既存人材の中から特定する
のが難しく、外部で見つけるのも難しいものです。

サプライチェーン
の課題に対する
企業の取り組み

より優れたシナリオ
プランニング

適切な人材を
見つける



WELL-BEING

VITALITY



バイタリティ
より良く生きる
従業員の健康とウェルビーイングは、新型コロナウイルス以
前から重要視されていました。しかし、今ではすべての組織
の計画の中心に据えられています。企業は、医療費や生産性
の低下など、病気やストレスによる経済的負担に直面してい
ます。また、リモートワークにより従業員は自分自身の健康
に対する理解と関心を深めています。企業がより人間らしく
振舞うことを望んでいるのです。企業がより人間的に振る舞
うこと、つながりやサポートに通じる大きな目的を持つこ
と。また、柔軟な働き方やより良いヘルスケアへの期待に応
え、さらに最も重要なことは、困難な状況を打開し、成功す
るために必要な個人のエネルギーを維持できるようにするこ
とです。なぜなら活力の裏返しは燃え尽き症候群だからです.

それは人や組織にとって、人道的なだけでなく、正しいこと
でもあります。

口先だけではなく、個々の社
員に目配せすることがさらに
重要になっています。

VITALITY

WELL-BEING



健康でない労働者の経済的負担は、
世界の経済生産高の10～15％に相当する

米国のコスト例 英国のコスト例

慢性疾患 1.1兆ドル 欠勤 70億ポンド

傷害・病気  2,500億ドル 病気しながら勤務 270億～290億ポンド

職場でのストレス 3,000億ドル スタッフの離職率 90億ポンド

エンゲージメント不全 5,500億ドル

得られる示唆

パンデミックによるエンゲージメントやパフォーマンスへの悪影響を払拭するためには、企業は従業員の
ウェルビーイングを中心に据え、これまで以上に真剣にモニタリングし、重要視する必要がありま
す。2022年には、より多くの企業がウェルビーイングの成熟度を上げていくことが予想されます。コン
プライアンスという観点から、ウェルビーイングを組織のパーパスに組み込むことへと移行するのです。

コンプライアンス
「社員のストレスによる労災請求が急増しており、い
かにして社員の生理的欲求を満たし、コスト削減につ
なげるかを理解することから始める必要がある」

ウェルビーイングによる問題の整理

ウェルビーイングの成熟度



ブランド構築
「若い世代を惹きつけるためには、従業員価値
提案（EVP）にウェルビーイングを加えたいと
考えています」

人材を惹きつけるためのウェルビーイング

生産性
「一部の仕事や作業設計が、従業員のウェル
ビーイングや生産性に悪影響を及ぼしているこ
とがわかっています」

ビジネス条件としてのウェルビーイング

ハイパフォーマンス
「市場での優位性を獲得するためにハイパフォーマ
ンス組織になることを熱望しており、社員のウェル
ビーイングに取り組めば、潜在能力を引き出すこと
ができると考えています」

競争優位を獲得するためのウェルビーイング

パーパス
「雇用主として、従業員のウェルビーイングに注意
を払うことで社会にポジティブな影響を与える義務
があると考えています」

社会的インパクトを与えるウェルビーイング



先進的な企業は人材戦略のあらゆる側面にウェルビーイングを組み込んでいます。そのことで従業
員の定着率、欠勤率、生産性、そして全体的な満足度にプラスの影響を与えていることが、調査か
らも明らかになっています。

Conscious Leadership
コンシャス・リーダーシップ
ウェルビーイング戦略、アカウン

タビリティ、ガバナンス、ロール
モデリング

タレント・
ライフ・
サイクル

構造的
ウェルビーイング

実現可能な仕事と作業のデザイ
ン、パフォーマンス目標、報酬、

文化的な手掛かり

行動的
ウェルビーイング

リーダーシップ 行動、習慣と
実践、マインドセット、日々
の習慣

持続的なインパクト
生産性の向上、エンゲージメント、人材の確保・維持
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なぜそれが重要なのか
個人、組織、経済がコロナ後の生活に適応しようと
必死になっているため、ウェルビーイングはかつて
ないほど重要な課題となっています。最近のコー
ン・フェリーの調査では、プロフェッショナルの
89％が燃え尽き症候群に苦しんでいると感じてお
り、81％がパンデミック初期よりも現在の方が燃え
尽き症候群になっていると回答しています。

この問題に対処できない企業に及ぼす影響は甚大
です。軽度の場合は、パフォーマンスとエンゲー
ジメントのレベルが低下し、優秀な人材を惹きつ
け、定着させることができなくなります。さらに
深刻な場合は、従業員の多くが完全に燃え尽きて
しまうのです。これは、企業が見過ごしかねない
人材のトレンドです。



社員のウェルビーイングのために、
リーダーや企業ができること

社員が求めていること リーダーや企業が行っていること

キャリアと
パーパス

自分が楽しいと思える仕
事をしているか、自分の
価値観やパーパスとつな
がっているか？

Walgreens Boot AllianceのCEO Roz 
Brewerは、「より良い健康を通じた、
より楽しい生活」という新しい企業
パーパスを発表した際、他のリーダー
とともにそれをどう実践していくかと
いう彼女自身のコミットメントを共有
し、他のチームメンバーにも同じこと
をするよう促しました。この新しい
パーパスは業界のマッシュアップトレ
ンドにも対応しており、小売＋製薬企
業からヘルスケア企業へとアイデン
ティティを移行することを目指してい
ます。

ソーシャル

自分には趣味、交友関
係、人間関係があるか？

リモートワークにより職場で社会生活を
送ることが難しくなりましたが、それは
企業がクリエイティブになることを促す
ものでもあります。仕事以外の話をする
ためのオンラインチャンネルや、バー
チャルなチャリティイベントの開催な
ど、さまざまな例があります。例えば
Great Place to Workはスミソニアン博物
館でデジタルボランティアを行い、歴史
的文書をテキスト化することでアクセス
しやすくしました。

ファイナンシャル

短期的にも長期的にも、
自分と家族の生活を維持
できる経済的余裕がある
か？

ある製造業では、従業員が商品（家電
製品やAV機器など）を割賦・無利子で
購入し、給与から控除することができ
るプログラムを提供しています。



社員が求めていること リーダーや企業が
行っていること

フィジカル

体調はどうか？　十分な活
力があり、病気も患ってい
ないか？

高級ファッションブランドの小売店では、
より健康的な職場環境を促進するために
ウェルビーイング・コンサルタントを採用
しました。カスタマーサービスセンターの
スタッフ向けには、より健康的な食堂のメ
ニューや、現場でのエクササイズクラスを
導入しました。また、バイヤーやデザイ
ナーに対しては、運動を減らして食事量を
増やすことを説いているのです！

コミュニティ

自分はどのようにコミュ
ニティとつながっている
のか？

あるプロフェッショナルサービス企業で
は従業員に年6日の有給休暇を与え、地域
社会を支援する団体でボランティア活動
をしながら、プロとして成長するための
スキルを身につけてもらっています。

精神面・感情面

自分には、いつ来るともし
れないストレスや挫折に対
処できる力や回復力がある
か？

パンデミック中に実施されたコーン・フェ
リーの調査では、リーダーが部下と接す
る際に最も増幅される行動は「共感」で
あることが明らかになりました。これを
維持したいと考える組織は、リーダーの
EI（感情的知性）を強化するための開発プ
ログラムを実施し、個人のレジリエンス
と適応力を高めています。



PATH TO NET ZERO

WALK THE TALK



ESGとサステナビリティは、nice to haveで
はなく、必要不可欠なものになりました。何
もしないでいると、短期的には無駄な動きを
していないように感じるかもしれませんが、
長期的には大きな犠牲を払うことになるので
す。

働く人たちは金銭的なもの以外の目的（パーパ
ス）を持ちたいと思っています。顧客は社会や環
境への配慮がない企業を受け入れません。投資
家、提携先、顧客、従業員、いずれもサステナビ
リティ目標に取り組まない企業に背を向けるよう
になっています。そして、企業の行動に対する要
求は、2022年に向けてさらに高まるでしょう。
気候活動家のヘッジファンドがエクソンモービル
の取締役会を一部買収したことは、今後の戦いを
予感させます。

Sustainability
（持続可能性）
理想を行動に移すべき時

PATH TO NET ZERO

SUSTAINABILITY



 2022年には、サイエンスの力
だけではあるべき姿を達成でき
ないという現実に目覚める企業
が増えてくると予想されます。
意味のある変革のためには、考
え方やスキルセットを変える必
要があります。そして、組織の
全員がその実現に向けて動き出
す必要があります。そうでなけ
れば、ESGやサステナビリティ
への取り組みは失敗に終わるで
しょう。

2022年、ESGに関しては断固とした措置が必要
です。語っていた理想を実践に移さなければな
らないのです。

得るべき示唆
私たちは、より人に焦点を当てたESGへのアプ
ローチが必要な時代になったと考えています。
環境科学者と協力してネットゼロへの道を模索
することは重要です。しかし、従業員がどのよ
うにしてその道を切り開いていくのかを考えて
いなければ、その努力は水泡に帰してしまいま
す。

ESGとサステナビリティについて語るため
に、2022年に組織が取り組むべき5つの重要な
「人」に関する問いがあります。



変革を真に成功させるためには、リーダー陣が
統一されたパーパスのもとに集まり、それを組
織全体の人々が推進し、維持していく必要があ
ります。だからこそ、組織がESGやサステナビリ
ティ戦略を策定・実施する際に、最初に問うべ
きは「なぜ？」です。

例えばデトロイトに本社を置く総合エネルギー
企業DTEエナジー社。2050年までに炭素と温室
効果ガスの排出量を正味ゼロ（ネットゼロ）に
するという大胆なサステナビリティ目標に沿っ
て、会社の目的を明確にして伝えることが、こ
こ数カ月の同社幹部の重要な課題でした。 

同社が刷新したパーパスは、「We improve 
lives with our energy」です。DTEエナジー社の
HRオペレーション担当副社長兼チーフダイバー
シティ＆インクルージョンオフィサーである
Diane Antishinはこう説明します。「私たちの志
は、世界で一番、世界のために一番になること
であり、このパーパスステートメントは進歩と
社会のために私たちが何に貢献し、何をするか
という考えを表しています」。

パーパスの問い

なぜこれをやるのか、誰を満足
させようとしているのか、時間
軸はどうなっているのか、どう
やって成功を測るのか？
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予測：
DTEエナジー社に続
いて、多くの企業が
ESGやサステナビリ
ティへの取り組みと
パーパスを合致させ
ていくでしょう。



真の変革はトップから始まります。取
締役会は、組織のESG戦略の教育、監
視、モニタリング、サポートを行う上
で重要な役割を担っています。焦点と
なる分野は以下の通りです：

ガバナンスの問い

自社のESG戦略を監督し、実現し、支
援するために、取締役会はどのように
進化する必要があるのか？
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予測：
インセンティブに
ESG指標を用いる
S&P500企業の割合
は、2022年には44％
から60％に上昇する
ことが見込まれる。

アライメント– シニア・リーダーと緊密に連携
し、優先事項の適切な調整を図り、継続的なア
ドバイスとサポートを提供。

統合 – ESGが戦略策定やリスク管理のプロセス
に統合されるように、経営陣に向き合う。

時間と情報 – 適切なデータが取締役会に届
き、重要な議論のための十分な時間が確保され
ていることを確認。

構造 – ESGを単体としてではなく、全体的かつ
戦略的なビジネス上の課題として扱うために、
新たな委員会の設置や憲章の見直しを検討。

エンゲージメント – 社内外のステークホル
ダーの声に耳を傾ける。

情報開示 – 気候関連財務情報開示タスク
フォース（TCFD）のような共通のフレーム
ワークを使用して、ESG情報開示の確実なレ
ビューを行う。

報酬 – 年次または長期のインセンティブプロ
グラムの一部として、ESG指標の採用を検討。



リーダーと人材に関する問い

ESG戦略と成果を推進するために必要
なリーダー、人材、スキルをどのよう
に採用し、育成し、定着さるのか？

03

ESGの変革には、パフォーマンスと変革を両立
させ、組織や社会全体に価値を提供できるリー
ダーが必要です。このようなリーダー（エン
タープライズ・リーダー）は稀であり、現在の
リーダーのうち、適切なマインドセットとコン
ピテンシーを備えているのはわずか14％に過
ぎません。従って、企業は適切なプロフィール
を持つ外部の候補者を見つけることに頼ること
はできません。また、既存のリーダーにエン
タープライズ・リーダーシップ能力を身につけ
させる必要があります。

個人レベルでは、組織が必要とするESGおよび
サステナビリティ能力を開発するための5つの
重要な属性を私たちは特定しました：

• 問題解決のための分析的アプローチ

• ソリューション指向のマインドセット

• 変化に影響を与える能力

• 共感

• 柔軟性と適応性

ESGの変革には、
エンタープライズ・
リーダーシップの考
え方が必要です。



オペレーティングモデルに関する問い

ESG・サステナビリティ戦略を
どう実現するのか？

カルチャーとマインドセットの問い

どのようにして正しい文化や考え方を
作り、社員を惹きつけ、正しい行動を
強化していくのか？
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ほとんどの企業は、目標を達成するために事業運営の
方法を変える必要があります。最終的な目標は、リー
ダーが効果的にリーダーシップを発揮し、社員がパー
パスをもって最高の仕事をし、株主が期待した価値を
受け取り、顧客やコミュニティが可能な限り最高の結
果を享受できるようにすることです。 

抜本的な構造改革を行わない場合でも、ほぼ確実
に、新しいオペレーションモデル、テクノロジー、
スキル、アプローチを用いて、組織内での仕事の進
め方を変える必要があるでしょう。社員は、これま
でとは異なる方法で協力し、より複雑な仕事をこな
す必要があります。職務内容やキャリアパスも必然
的に変わります。

変革を成功させるには、文化を正しく理解することが
不可欠ですが、これは特にESGに当てはまります。経
営陣に言われたからといって、自分の考え方や信念を
変えようとする人はほとんどいません。つまり、事業
構造やオペレーションモデルの変更とは異なり、従業
員に発言権を与え、意見を求め、計画に参加させ、会
社のEGS目標について教育し、心を団結させるよう努
力する必要があります。そうでなければ何も変わりま
せん。

例えばイギリスのBPでは、社員同士のレコグニショ
ンプラットフォームの中に全社的なサステナビリティ
表彰制度を設けています。このプログラムでは、会
社がネットゼロを達成し、人々の生活を向上させ、地
球を大切にすることに貢献した社員が表彰されます。

また、サステナビリティは会社の業績と報酬プログラ
ムにも組み込まれており、シニア・リーダーの株式報
酬の30％は低炭素に連動しており、全従業員は
「Reinvent BP share award program」を利用すること
ができます。

喜ばしいのは、文化とサステナビリティの関係が双方
向であるということです。企業文化がESG活動を促進
するだけでなく、ESG活動は新入社員や既存社員のエ
ンゲージメントを高め、組織の目標に向けて人々を結
集させるのにも役立ちます。



なぜそれが重要
なのか 
資金の確保 
世界のサスティナブル投資額は30兆ドルを突破 

人材の確保と定着　
71%のプロフェッショナルは、自分の価値観によ
り近い会社で働くために、給料を減らすこともい
とわないと回答

信頼性の構築 
消費者は信頼するブランドから購入する確率が7
倍にも上る

顧客層の拡大 
約10人に6人の消費者が、環境負荷軽減のために
買い物の習慣を変えたいと考えている

コスト削減
サステナビリティへの取り組みは、効率性を高
め、オペレーションの総コストを下げるのに役立
つ

ビジネスの成長 
S&P500全体の年平均成長率2.4%に対し、パーパ
スに沿って活動している企業は9.85%

4 Five ways that ESG creates value, McKinsey, 2019

5 Workplace culture trends. The key to hiring (and keeping) top talent, LinkedIn

6 Top Talent in 2018, Nina McQueen

7 Edelman, Trust Barometer Special Report, 20201

8 Korn Ferry, 2020



WORK/LIFE BALANCE

INDIVIDUALITY



Individuality（個性） 
人々が望むものを与える
以前の仕事の仕方にはもう戻れません。この2年間ですべて
が変わりました。場所を問わずに仕事ができることがわかった
今、人々はさまざまな希望を企業に伝えています。通勤時
間を短縮し、より良いワークライフ・バランスを望みた
い。オフィスに来て同僚とつながり、協力し合い、エネル
ギーを感じたい。一人でデスクに向かうというのは嫌だ。
人々は、企業が答えに窮するような質問もしています。
「やることさえやっていれば、いつどこで仕事してもいいだろ
う？」のように。人々は、自分のキャリアや人生、幸福感を
よりコントロールしたいと考えています。人々を幸せに
し、モチベーションを維持し、仕事に取り組ませるために
は、人々が望むものを与えることから始めなければならな
いのです。

2022年は従業員の年です。人々が欲しがるものを、
あなたの組織は与えることができますか？

プロフェッショナル人材の36％
が、パンデミックによって自分
が望むもの、自分に必要な変化
を再認識することができたた
め、近い将来、別の仕事に就く
予定だと回答（コーン・フェ
リーの調査より）

WORK/LIFE BALANCE

INDIVIDUALITY



優秀な人材を惹きつけ、定着させ、活用するためには、
企業は消費者に匹敵するレベルのエクスペリエンスを職
場においても提供し、こうした変化する要求に応える必
要があります。 

これはパーソナライゼーションの一環でもあります。仕
事の仕方、キャリアパス、学習と能力開発。すべてが、
ますます個人ごとに最適化されたものになっていくので
す。社員は、自分の仕事を思い通りに行うために、より
多くの自由とサポートを与えられる必要があります。

これはまた民主化でもあります。現在、英国の労働者の
半数強しか意思決定への関与の度合いに満足しておら
ず、41％が「経営陣は秘密主義だ」と考えています。組
織が質の高いプロフェッショナルを維持し、エンゲージ
し、モチベートしたいのであれば、この数字を変える必
要があります。

企業はすでにお客様のためのジャーニーは開始しています。

今後は従業員のために同様のジャーニーを開始する必要があります。

プロダクト駆動型 顧客中心主義

収益性 長期にわたる顧客との関係

製品開発 顧客のセグメント化と優先順位付け

優先事項は豊富な特徴と機能 お客様のニーズを製品やサービス
で解決する

プロセス駆動型 従業員中心主義

効率性 長期にわたる従業員との関係

プロセスのコンプライアンス 従業員のセグメント化と理解

優先事項や要望と報酬 社員のニーズをプロセスとポリシーで解決する

職場でお客様に最高の体験を
提供する



これまで多くの企業は統計情報に基づいてペルソナを作成
し、エンプロイー・エクスペリエンス（従業員体験）を個
別化しようとしてきました。学卒の若いエンジニア、仕事
復帰した新米ママ、等々。このアプローチの問題点は、
キャリアの価値観は皆違い、属性情報と必ずしも一致しな
いことです。新米ママと学卒の若いエンジニアが、どちら
も野心的でなく、創造性に富み、職務上のリスクがない、
などと言い切れるでしょうか？

より個別化されたアプローチに移行することで、組織は従
業員をより深いレベルで理解することができるようになり
ます。リーダーシップと文化は規定的なものではなく、よ
りオープンなものになります。「可変カスタマイズ」に
よって、従業員は職場での経験についてより大きな選択肢
と自律性を持つことができます。

製薬企業のノバルティスは最近、「責任ある選択」ポリ
シーを導入しました。これは従業員が雇用されている国の
中で、働く方法や場所、時間を選択（Choice）することで
きるようにするものです。このポリシーは、責任の所在を
「管理者承認」から、「管理者情報共有」へと移行させ、
個人とビジネスの両方のパフォーマンスを最適化するよう
に設計されています。

2022年には、以下のようなことを通じてノバルティスに追
随する企業が増えてくると予測されます： 

• ユーザー主導設計で人材ソリューションを
形成。

• 外部市場を反映した内部製品の開発。

• すべての人材ステップに自薦他薦を導入。

• 学習や福利厚生のためにペルソナ主導の分
析とソリューションを採用。

• エンプロイー・エクスペリエンスを非正規
従業員にも拡大。

得るべき示唆



属性情報ではなく、まず価値観に基づいて人
材のセグメントを特定します。価値観にも
キャリアアップ、コラボレーション、目的、
経済的ウェルビーイングなどがあります。

リーダー中心のシステムが成功するかどうか
は、リーダーの適切な意思決定能力にかかって
います。安全網やコンプライアンスのチェック
は軽減されるべきです。

多くのプロセスは「馬鹿に見えない」ように設
計されています。その結果、コンプライアンス
を重視した、長くて複雑な作業になってしまい
がちです。そうではなく、やる気のある社員や
マネージャーを中心にしてプロセスを設計する
ことを考えるようにしましょう。

仕事へのオンライン応募から育成のジャーニーま
で、人材ライフサイクルの各段階でエンプロ
イー・エクスペリエンスを個別化する機会は多々
あります。

表面的なペルソナにとど
まらず、従業員の深層心
理まで深堀りする

マネージャーの遂行能力
を高める

ポリシー、プロセス、お
役所仕事を削減し、柔軟
性のあるシンプルなプロ
セスを残す

エンプロイー・エクスペ
リエンスの各局面におけ
る個別化を検討する
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INCLUSIVITY

THE POWER OF ALL



インクルーシブ
すべての人の力を集結
この24ヶ月間は非常に厳しいものだったと言っても過
言ではありません。世界はパンデミック、緊迫した紛
争、不平等、不合理なシナリオ、社会よりも自分の利益
を優先する人々などに対処してきました。しかし、私た
ちは信じられないようなコミュニティの精神を目の当
たりにしました。科学社のコミュニティは団結しまし
た。隣人同士が助け合い、最も暗い時代でもつながり
を持っていました。人々は声を上げ、姿を見せるため
に街に繰り出しました。 

個人主義もありますが、今必要なのはすべての人の力を
引き出すことです。「一体感」や「コミュニティ」は単
なる掛け声ではありません。結果を与えてくれるので
す。2022年にはパーパス主導の組織が増えてくると予
想されます。経歴、経験、性別、人種を問わず、コラボ
レーションが促進されるでしょう。すべての人の真の力
と可能性を引き出すために、企業は「見えていなかった
人、届いていなかった声」に取り組む必要があるので
す。

INCLUSIVITY

2022年には、"Me"（私）から 
"We"（私たち）への大きなシフト
が起こります。

THE POWER OF ALL



We（私たち）のルール：「Power of All」という考え方の背景は？

世界が一丸となって殺人的なウイルスに立ち向か
う中、社会的、経済的、環境的な相互依存関係が
認識されるようになってきました。 

アジリティと迅速なイノベーションの必要性か
ら、多様なバックグラウンドを持つ社員が協力し
て短期的な目標を達成するチームを導入する組織
が増えています。組織はもはや「個人の集合体」
ではいられません。複雑な問題を解決するために
は、チームの集合的な知恵を引き出すことに意図
的に注力しなければならないのです。

現在と未来の世代のために、より持続可能で包括
的な世界を構築するという共通目標に向けて、
人々が一丸となって取り組むことの影響を確認し
たいと考える人が増えています。

パンデミック 

チームの台頭

パーパスの探索

最新の調査で明らかになったことがあります：

企業は未だにDE&Iを機会ではなく
リスクとして捉えている...

• 77%が差別をなくし、いじめ、ハラスメントに
関するポリシーを策定しているのに対し、DE&I
を事業運営に組み込んでいるのは31%。

…そして、DE&Iの成熟度は
低いままです。

• 大半は、DE&I戦略の策定（61％）、アンコン
シャス・バイアス（無意識の偏見）に関するト
レーニング（58％）など、初期段階の活動に

得るべき示唆
企業は、me（私）ではなくwe（私たち）になることで、
多くのものを得ることができます。調査によると、ダイ
バーシティ＆インクルージョンの進んだチームは複雑な
問題を解決するのに優れており、87％の確率でより良い
意思決定を行うことができます。 

しかし、多様なチームが持つコラボレーションの力を活
用するには、それなりの努力が必要です。リーダーたち
は偏見を克服し、縦割り仕事を打破し、誰もが発言権を
持ち、自分の存在価値を感じられる真のインクルージョ
ン文化を築く必要があります。

実態はどうなのでしょう？ 

この1年で多くの企業が新たなフォーカスを定め、ダイ
バーシティ、エクイティ、インクルージョン（DE&I）の
問題に立ち戻るのを目にしました。しかし、これらの企
業がとっている行動は、DE&Iを前進させるために必要と
される行動に比べて、範囲や意欲が非常に限られている
のが実態です。 

予測：
2022年には多くの組織がDE&Iの取り組みの成熟度を次のレベルに引き上
げ、取り組みの持続性を確保するために構造的かつ行動的な施策を取り
入れるでしょう。



インクルーシブ・リーダーは今日の職場の多様性を受
け入れ、人々が受け入れられていると感じ、ベストを
尽くす力を与えられる安全な空間を作り出す方法を
知っており、効果的なコラボレーションを可能にする
上で不可欠です。しかし、このようなリーダーは非常
に稀です。当社の調査によると、世界のリーダーのう
ちインクルーシブなリーダーはわずか5％です。自社
のリーダーを評価し、現在のインクルーシブ・リー
ダーシップのレベルを確認した上で、必要なコンピテ
ンシーを身につけたリーダーを育成しましょう。

コーン・フェリーの調査によると、現在、ピープルマ
ネジャーにDE&IのKPIを導入している企業は4社に1社
（25％）しかありません。さらに今後18ヶ月以内に
導入を予定している企業も19％に過ぎません。この状
況を変える必要があります。DE&Iをタレントマネジメ
ントやビジネスプロセスと統合する最も効果的な方法
の1つは、リーダーに責任を持たせることです。

個人が持つバイアスに取り組むこと（行動的インク
ルージョン）は、多様性と包括性のある組織を作るた
めの重要なステップです。しかし、それだけでは十分
ではありません。行動面での変化を定着させるために
は、構造的インクルージョンも必要です。これは、構
造、プロセス、実務、アルゴリズムを再検討し、体系
的なバイアスを取り除き、すべての人にとって公平に
機能するようにすることを意味します。そのための一
つの方法が「インクルーシブ・デザイン」の原則を適
用することです。これは最も恵まれないユーザーの
ニーズを中心にシステムを設計し、すべての人にとっ
てより良いものにするものです。

平均以上の多様性を持つ企業では、イノベーションの
収益が19%向上しています。集団的知性と問題解決力
を高めるために、研究開発、マーケティング、カスタ
マーサービスなどの分野で、多様性に富んだチームの
導入を始めましょう。

あらゆるレベルでの
インクルーシブ・
リーダーの育成

DE&Iを組織全体
に組み込む

リーダーに責任
を持たせる

DE&Iを革新の一部
とする
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DE&Iの時計を進める4つの方法



マイクロソフト、グーグル、アド
ビ、ナイキなどの企業はインク
ルーシブ・デザインを適用するこ
とでイノベーションを起こし、よ
り良い製品を生み出しています。
これらの企業は、インクルーシブ
で、オープンで、透明性の高いデ
ザインプロセスを使用し、現在の
デザインを使用できない、または
使用することが困難な人々を含
む、多様な視点を持った人々と共
同でデザインを行っています。こ
のアプローチによりナイキは靴ひ
ものない有名な靴を開発しまし
た。ナイキは脳性麻痺のお客様向
けにお客様と一緒に靴をデザイン
しましたが、結果的に子供や妊娠
中の女性など、他の多くのお客様
がその恩恵にあずかりました。

一人のために解決を
図り、全員がその恩
恵を受ける



ACCOUNTABILITY

TRUST



パンデミックにより人々が自宅にいざるを得なくなって
以来、上司ならば「部下は本当に仕事しているのだろう
か」と思ったことがあるでしょう。信頼が供給不足に
陥っていたと言えます。最近の調査によると、78％の企
業がソフトウェアを使って従業員の生産性を測定してい
ます。それは「やることをやっているのに、なぜ気にす
るのか」という従業員の疑問につながりました。

しかし、ポストパンデミック時代の成果責任は、パソコ
ンのキーボード操作の頻度を監視するだけではありませ
ん。フレキシブルな働き方が当たり前になった今、私た
ちはそれを受け入れ、それをサポートする文化を構築す
る必要があるのです。2022年は、明確な期待値を示
し、頻繁な様子見、継続的なフィードバック、そして期
限設定の世界になります。自分を律し、協力的な従業員
だけが成功を収めるでしょう。

そして、それは現場にいる人たちだけではありません。
経営リーダーはより大きな責任を負うことになります。
また、過小評価されたグループの人々を雇用し、育成す
る必要があります。平等な報酬、社会問題への取り組
み、気候変動への対応。そうしなければ企業は、人材、
顧客、そしてついには利益を失うリスクがあるのです。

Accountability
（成果責任）
信頼か棄損か

2022年の中心となるのは、パーパス
に向かって、お互いに対して再びつ
ながる（リコネクト）ことです。

ACCOUNTABILITY

TRUST



得るべき示唆
アカウンタビリティは今に始まったことではありません。しかし、ア
カウンタビリティの意味するところは変わってきています。物事を成
し遂げるだけではなく、どのようにそれを行うかが重要になってきて
いるのです。

組織レベルでは…
…私たちは、透明性の向上を期待しています。組織は自分たちの過ち
を公に認めたり、功績を称えたりすることに積極的になるでしょう。
これにより、顧客、ステークホルダー、そして最も重要な社員と信頼
関係を築くことができます（社員はパーパスを体現している企業に留
まる可能性が3倍高いという調査結果が出ています）。また、全社的
にアカウンタビリティを実現するためには、自社のオペレーションモ
デル、KPI、組織構造を見直す必要があります。

リーダーシップレベルでは…
…リーダーは、リモートワークやハイブリッドワークという新しい形
態に適応し、よりアジャイルで流動的なチームを率いるという要求に
応えるために、アカウンタビリティの意味を再考する必要があるで
しょう。縦割りではなく、企業単位で考える。サイロではなく、ビジ
ネスへの責任を考える、というように。

個人レベルでは…
…社員は自分で判断して最善の方法を見つける機会が増えます。アカウンタビ
リティを組織全体にまで拡大するには、個人やチームが明確な目的を共有し、
自分の意思決定が全体の成功にどのように貢献するのかを理解していなければ
なりません。



組織の誰もが常に命令系統を通さずに意思決定できる権
限を持っていると感じることが重要です。しかし、それ
は組織の目的や価値観を明確にすることで初めて可能に
なります。組織が何を達成しようとしているのか、その
ためにどのような責任を負うのかを理解していれば、ほ
とんどの場面で言われなくても何をすべきかがわかるよ
うになります。

シアトルを拠点とする小売企業ノードストロームは、
「The Nordstrom Way」で、目的に沿ったアカウンタ
ビリティへのアプローチがいかに可能であるかを示し
ました。同社は、販売員が自発的に行動することを奨
励し、顧客を喜ばせるために従業員が率先して行動す
ることを支援することで、卓越した顧客サービスを提
供しています。

お客様や社会に対してだけでなく、従業員に対しても、
双方向のコミュニケーションを取ることがアカウンタビ
リティには重要です。自分の意思決定や行動計画が明確
に理解されていることを確認するだけでなく、社員の間
でも、フィードバックのための開かれたチャンネルを提
供し、必要に応じて軌道修正するために、その意見を活
用する必要があります。

オンライン小売業のザッポスは、組織的なコミュニケー
ションにおいて、開放性と正直さの概念を次のレベルに
引き上げ、「コミュニケーションによりオープンで正直
な関係を築く」ことをコア・カンパニー・バリューの一
つとしています。完全な透明性と双方向のコミュニケー
ションが、同社が社内外のコミュニケーションにおいて
非常に効果を発揮している大きな要因となっています。

パーパスやゴール
を明確にする

関与するために
コミュニケートする

01

02

リーダーがアカウンタ
ビリティを生み出す

5つの方法



会議を効果的に
運営する
ミーティングは、より高い生産性、誠実なコミュ
ニケーション、より強いチームビルディング、そ
してより良い結果を可能にするツールです。この
ことを理解し、重視していることを示すために、
すべての会議は明確な目的を持ち、時間通りに開
始・終了し、仕事の割り当てと期限をまとめた
フォローメールで総括されるようにしましょう。

問題を継続的な
改善の糧にする

03

04

05

ただし、言葉が行動に裏付けられていることが重要で
す。2019年、サウスウエスト航空は、ボーイング737
マックス機の問題により8億ドル以上の損失を計上しま
した。ボーイング社が同社に賠償金を支払うことに合意
すると、サウスウエスト社のGary Kelly CEOは直ちに
「収益を全従業員に適切に分配する方法を模索してい
る」と発表しました。その後、和解金のうち約1億ドル
が従業員のプロフィット・シェアリング・プランに直接
投入されました。このような行動により、サウスウエス
トは有名な強い労働文化を生み出し、Glassdoor働きが
いのある企業リストに10年連続でランクインしている
のです。

完璧なミーティングはどのくらい続くのでしょうか？
それは人それぞれです。マイクロソフトCEO  Satya 
Nadellaは、リーダーシップチームと4時間のミーティ
ングを行うことを好みます。一方、元ヤフーCEOで元
グーグル社員のMarissa Mayerは1回5分から10分程度
のミーティングを週に約70回を行います。マイクロ
ミーティングを行うことで物事に集中し、解決志向を
保つことができると考えているからです。重要なの
は、企業文化に合った会議の長さを見つけ、ビジネス
で何が起こっているのかを把握するのに最も効果的だ
とシニアマネジメントが考えることです。

アカウンタビリティは事後的なものであってはなりませ
ん。物事がうまくいかないときだけでなく、すべての段
階、すべてのレベルで建設的なフィードバックと対話が
行われるようにしましょう。

Amazonでは、継続的な改善を目指す姿勢が、組織のトッ
プから、採用、解雇、報酬などのすべての意思決定に反
映されています。同社のフルフィルメントセンターでは
一般的なCI手法を採用し、チーム単位での「カイゼン」
を重視しています。

"me "ではなく
"we” を考える
優れたリーダーは、自分の行動に責任を持つだけでな
く、他の人の行動にも責任を持たせます。ここで重要
なのは、チームワークと信頼関係です。"I"（私）では
なく"We"（私たち）と言うなどの簡単なジェスチャー
で、チームメンバーは責任感と価値を感じることがで
きます。American Psychological Association（米国心
理学会）の2016 Work and Well-Being Surveyでは、
「雇用主から大切にされていると感じる」と答えた回
答者の95％が「ベストを尽くす気になる」と回答して
います。



なぜそれが重要なのか 
信頼
結果責任を果たす者は、社員、リーダー、組織
のいずれであっても、業務を遂行する上で信頼
が置かれます。誓ったことへのコミットメント
を強調することで、チーム、顧客、ステークホ
ルダーとの絆を深めることができます。

パフォーマンス
アカウンタビリティを果たすことで、効果のな
い行動をとる傾向が減り、それを取り締まるた
めの時間と労力が減ります。アカウンタビリ
ティの文化を持つ組織は、優れた仕事に真剣に
取り組んでいるという明確なメッセージを発信
しています。

オーナーシップ
結果責任が果たされると、人々は組織の重要
なメンバーとして評価されていると感じま
す。そして、より質の高い仕事をしようとい
う意識が芽生えます。

自信
アカウンタビリティをコントロールと勘違い
している人がいます。実際には、上司やチー
ムからの建設的なフィードバックを受けなが
ら、自らの意思で意思決定を行うための自由
と自信を与えることです。



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。7,000人以上のスタッフが、50ヵ国以上におい
て、主に5つの領域でサービスを提供します：
組織戦略、アセスメント＆サクセッション、タレ
ントアクイジション［人材採用］、リーダーシッ
プ開発、報酬制度。
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