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PwCのサラトガについて
PwCのサラトガは、企業の人的資本、人事、ファイナンス機能のパフォー
マンスおよび変革の計測とベンチマーキングで高い評価を得ているベ
ンチマークサービスです。PwCの専門家は、定量的および定性的ツー
ルを駆使して、人事、人材、機能および企業のパフォーマンスの間の関
連性を特定することで、クライアントの予測アナリティクス能力の開発
を補佐します。世界各地の2,600社を超える企業から収集したメトリク
スや定性的ベストプラクティス情報がこれを支えます。
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今日、様相は一変している。景気後退の
影響が最も大きかった地域の経済は加速度
的に回復しており、企業は再び成長に注目
している。しかし、景気回復は一部で過去
と同様の問題ももたらしている。従業員の
意欲の低下、一部市場における賃金上昇、
そして最も重要なのはスキルの不足である。

多くのビジネスリーダーは、これは過去
にも経験したことで、景気回復が確実にな
るにつれて採用競争が始まることは企業に
とって避けられないというだろう。しかし、
今回の景気回復はこれまでとは違う。ルー
ルが変わったのだ。

従って、理解しているつもりのことを考え
直す必要がある。例えば、景気回復期にお
ける企業の行動や新興市場の本質、労務管
理、多様性と信頼関係が果たす役割、さら
には人事自体の影響力についてすら見直さ
なければならないのである。

近い将来のことだけではなく、雇用・労
働の世界はどこへ向かっているのかという
根本的な問題や、それが企業や人事にとっ
て何を意味するのかについて、慎重に検討
しなければならない（先般発行したレポー
ト「未来の働き方：2022年までの変遷と展
望」で考察している）。世界は変化し、これ
からも変化する。過去と同じ議論やアプロー
チは、もはや当てはまらない。

今後数年間に他社より突出する企業は、
人的資本への投資から徹底的に価値を引き
出す企業であろう。これは新たな現実を受
け入れることを意味する。つまり、人材の
経歴や能力、そしてそれが業績にどのよう
に貢献するのか、さらに入念に検討する必
要がある。そのためには、人事が管理する
豊富なツールや情報を最大限活用すること
になるが、それにより人事が価値のある知
見を提供できることを証明することになる。
今回の「Global Trends in Human Capital」
第6版では、習慣を打破して考え直すことで、
他社より抜きんでることを提案する。

はじめに

　 2年前に発行されたPwCの「Global Trends in 
Human Capital」第5版は、景気低迷が人材に著
しい影響を及ぼしたことを浮き彫りにした。厳し
い人員整理に耐えた人材は意欲を失い、中でも
若手労働者が最も苦しんでいるという結果が示
されたのである。
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景気回復時の習慣を 
打破する

先進国が景気後退から立ち直るにつれて、
企業はある決まった行動パターンを取って
いる。つまり、成長が回復すると採用に走
るのだ。PwCが保有するサラトガのデータ
によると、社外からの採用率が既に急上昇
しており、有能な人材を巡る競争が激化し
ていることが分かる。

私たちは、再び始まった人材獲得競争が
繰り広げられるのを傍観することもできる
が、別の道、すなわち「スマートな成長」
を選択することもできる。つまり、採用に戦
略的なアプローチを適用するとともに、既
存の従業員の生産性を最大化するのだ。既
存の人材の生産性を上げ、新規採用でさら
に生産性が上がれば、人的資本への投資収
益率は最大化する。 

新興市場について 
もう一度考える 

多国籍企業は長年にわたり、新興市場を
総合的な人材戦略が適用できる単一のグ
ループとして捉える傾向があった。しかし
実際には、新興市場が抱える人材の問題は
どこでも同じというわけではない。

人口構造に加えて、先進国市場と新興市
場の賃金格差縮小に対応した新たな競争力
を確保する必要性が各地域の優先事項を多
様化させている。アジアで有効な人材戦略
がアフリカでも機能するとは限らない。アナ
リティクスという形での知識が企業の力と
なる。

多様化の真の 
価値

人口構造の変化は、労働力の多様化が今
後数十年間における目標ではなく、必要条
件となることを意味する。多様性が価値を
もたらすことは広く受け入れられているが、
多様性のある企業であることと、多様性を
機能させることには大きな違いがある。

多様性の真の価値は、より大きな人材プー
ルへのアクセスにとどまらず、より広い視
野を活用できることにある。すなわち、性
別、年齢、人種にとらわれずに物事を考え、 
企業精神を新しい考え方に導くことを意味
する。

信頼関係の性質の 
変化

CEOの見解は、人材の価値構築には雇用
主と従業員の間の信頼関係が不可欠であり、
信頼感の再構築がここ数年の優先事項であ
るという点で一致している。信頼関係の真
の価値は、より大きなイノベーションを促
進し、失敗を恐れず新たなアイデアを試す
ことができる環境で発揮される。

しかし、私たちが理解している「信頼関係」
の意味は変化しつつある。ポートフォリオ
型キャリア、職場での柔軟性の飛躍的拡大、
ソーシャルメディアを通じて企業について
知りたいこと全ての情報（および他者が知っ
ているあらゆる情報）にアクセスできるよう
になったことにより、信頼関係の根本的な
性質は変化している。今日、透明性なくし
て信頼関係を構築することはできない。

主要メッセージ
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事業に価値をもたらす 
人事機能

人事担当者は、戦略的な人材計画が根本
的な差別化要因となる新たな労働・雇用の
世界に適応しつつある。人事モデルが進化
し始め、ネットワークやデータの改善に技
術の活用がより重視され、人事のコンサル
ティング機能が注目を集めている。

優れた人事機能は、三つの要素で成り
立っている。オペレーティングモデルの改
革、事業に実際的な価値をもたらすアナリ
ティクス能力、そして信頼できるデータを
支える技術である。データアナリティクスは
多くの人事機能にとって新しい事象であり、
必要な能力の構築が求められている。人事
は他の部門がそうする前にデータを手元で
しっかり保管する必要がある。
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脱出速度 ― 景気低迷から得た教訓

　先進国が景気後退から回復する中、人材に関する意思決定が有力な企
業を差別化することになる。多くの企業は、過去の景気回復期に取った
のと同じ行動を取って、景気低迷を乗り切ることになるだろう。すなわち、
成長のための人材採用である。しかし、他にもっとよい方法がある。

　競合他社に打ち勝つ企業は、景気後退期に「少ない人材で同じ成果を
得る」状態から、「同じ人材でより多くの成果を得る」状態へと変化する企
業であろう。そのためには、これまでの習慣を打破しなければならない。

景気低迷期の行動
雇用主は、景気低迷期には予想どおりの

行動パターンを示す傾向がある。

・研修への投資削減
・人員削減
・採用凍結
・昇給制限

サラトガのデータから直近の景気後退期1

も例外ではなかったことが分かる。例えば
欧州では、教育・人材開発費用の給与に対
する割合は2006年の1.9％から2012年には
1.0%へと減少した（図表1参照）。

雇用主が景気に対応するための意思決定
は必要だったものの、職場にそのしわ寄せ
がくる可能性がある。昇進の機会が減り、
従業員は転職や退職を遅らせ、全般的に従
業員の意欲が低下するのである。

1  対象となった景気後退期は、西欧については2008年第2四半期から2009年第3四半期と2011年第4四半期から
2012年第2四半期、米国については2007年12月から2009年6月

図表1：正社員１人当たりの教育・人材開発投資
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図表2：米国の昇進率

出典：PwCのサラトガ
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図表3：米国の後継者パイプライン活用度 図表4：西欧の昇進率および欠勤率

景気低迷期に関するサラトガのデータから以下が確認された。

・ 西欧における昇進率は、2007年から2009
年の間に従業員全体の3.7%から1.7%へ
と下落。米国では、2007年の10.2%から
2010年には6.5%へと下落。

・ 西欧における退職率は、2007年の10.4％
から2012年には6.6%へと下落。

・ 米国における後継者パイプライン活用率
は77.5%から45.7%へと下落し、特定の主
要職位についての後継者パイプライン2の
厚みは1.7から1.1へと縮小。

・ 応募者数が増加し、候補者増加に応じて
雇用主がより厳しい選考を行ったため、
空席補充に要した平均期間は2007年の45
日から2009年には56日へと増加。

・ 西欧の欠勤率は2007年の3.8%から2010
年には4.2%へと上昇し、絶対的増加率は
10%を超えた。

2012年版のGlobal Trendsレポートでは、
景気後退に見舞われた地域の企業によるコ
スト削減が、とりわけ西欧や米国で最も大
きな犠牲を払った若手従業員（「ルーキー」）
の意欲に与えた影響が鮮明となった。その
教訓は明らかだ。従業員の意欲を無視する
雇用主は、景気が上向き始めた際に苦しむ
ことになる。
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2 後継者パイプライン活用＝後継者計画パイプラインに含まれる候補者により引き継がれる主要職位の数
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景気回復期の習慣
それでは、景気回復期には何が起こるの

か？企業は再びパターン化された行動を取
る。典型的には、景気回復の最初の兆しが
見られたら採用に走り、需要増に対応して
ポストを補充し、枯渇した後継者パイプラ
インを強化する。採用を開始した競合他社
に後れをとるまいとすることも理由の一つと
なる。

しかし同時に、不満を抱く従業員の離職
も始まる。PwCのデータによると、米国で
は有能な人材の離職率が2012年に絶対値で
13.6%増と、同時期における全般的な自主退
職の増加を3倍近く上回ったことが明らかに
なった（図表6）。

有望な従業員も転職を開始する。米国に
おけるこのグループの退職率は、2011年の
2.4%から2013年には4.4%へと上昇した。全
体としては、退職率は景気低迷期に低下し、
景気が回復し始めるとまず西欧、続いて米
国で急上昇する（図表5）。

上記によって企業に二つの問題が生じる。
有能な人材の流出は既に枯渇している後継
者パイプラインの補充を一層困難とし、採
用に対する圧力がますます高まるのである。
PwCのデータは、米国では2013年に社外か
らの採用が11.5%から13.7%に増加したこと
を示しており、企業が従業員の退職率に対
応するべく社内の有能な人材ではなく社外
の候補者による補充を行っていることを示
している。

しかし急速な採用にはリスクが伴う。質の
低い採用（しばしば入社初年度の退職率が
高いことで示唆される）は、生産性低下を引
き起こす可能性がある。例えば、米国におけ
る採用初年度の退職率は2011年の21.5%か
ら2013年には24.1%へと上昇し、人材と仕
事の適合性が低下したことを示している。

これは、人材の枯渇につながる―CEOの
63%は、スキルの欠如を懸念している3。人
材獲得戦争の展開をただ傍観していること
も可能だ。しかし、別な方法もある―仮にこ
れを「スマートな成長」と呼ぶことにしよう。 

3  第17回世界CEO意識調査。www.pwc.com/jp/ceosurveyを参照

図表5：退職率

出典：PwCのサラトガ

グレーの部分は、米国（2007～ 2009年）および西欧（2008/09年、2011/12年）の景気後退期、
すなわち2四半期連続GDP成長率がマイナスとなった時期を示す
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人材に関する優れた意思決定は、知識、状況の理解、分析に基づいている。すなわち人
的資本のメトリクスに基づいたものである。優れた企業はアナリティクスを活用して人材供
給を予測し、採用や人材管理についての意思決定を促す。

しかし、メトリクスを使用するだけでは不十分だ。使い慣れた指標は、景気の先行きが
不透明なときには誤解を与えるメッセージを発する可能性がある。例えば、正社員1人当た
り収益は、景気後退の初期には上昇することが多い（図表7）が、これは単に従業員数が減
少したことが原因となっている。自主退職率や有能な人材の離職率などの他の指標の方が、
問題の発生を明らかにする可能性がある。

 西欧　　  米国

出典：PwCのサラトガ 

計測と意味

図表7：正社員1人当たり収益
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出典：PwCのサラトガ

正しい脱出速度
「スマート」な成長とは、既存の資源を活

用した成長を意味する。既存の人材からよ
り多くを引き出し、最終的にはより多くの人
材でさらに多くを達成するのである。PwC
の世界CEO意識調査では、ビジネスリーダー
はコスト抑制が今後も必要であると考えて
いることが明らかになっており、64%が今
年もコスト削減を計画していると回答した。
最も優れた企業は、人的資本投資収益率4

（人的資本ROI）を他社よりも早く向上させ、
これを維持することで、景気低迷から脱出 
する。

図表8：企業レベルでのスマートな成長

4  人的資本ROIは、従業員に投じた資金単位当たりの利益を表す

・ 景気低迷の初期には、収益が鈍化し始め、
雇用主はコスト節減と人員削減で対応す
る。生産性は低下するが、企業はやがて
安定する［A扌B扌C］。

・ 矢印［C扌D扌A］は、景気が回復し始め
た際の典型的な反応を示す。退職が増加
し始め、雇用主は採用努力の強化と既存
の従業員維持のための昇給で対応する。

・ 景気低迷後の成長期［C扌A］における、
よりバランスのとれたアプローチとして、
企業が増収に沿って徐々に従業員数を増
加させる方法が挙げられる。

・ 「スマートな成長」―既存の人材でより多
くを達成。理想的な道筋［C扌E扌A+］は、
優れた企業が既存の人材を活用すること
でスマートに成長し、その後で少数の増
員を行うことが可能であると示している。 
急速な採用は、採用人員が仕事を覚える
まで全般的な生産性を低下させるが、よ
りスマートな企業では従業員の生産性を
向上させた後で採用を行う。

増
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景気低迷からの効率的な 脱出方法とは？
ある特定の時点において組織が景気サイ

クルのどこにいるかは部門によって異なる
可能性があることを意識することは大切だ
が、「スマートな成長」の基本的要素は採用
に対するより戦略的アプローチである。これ
は企業が現在から将来に向けて必要とする
スキルの徹底的な分析と、既存の従業員の
生産性を最大化することが基本となってい
る。 それぞれに共通するのは、適応性の概
念だ5。適応力のある企業では、雇用主は人
材供給源について異なった視点を持ち、新
たな地域やセクターを調査しつつ、既存の
従業員に投資を行って、新たな課題達成へ
の適応に必要となるスキルやモチベーショ
ンを与える。同様に、適応力のある人材とは、
変化を受け入れ、自らのスキルを新たな分
野に応用することを厭わない人材である。

生産性最大化のための自動化、とりわけ
知的労働者に置き換わる最先端の技術の使
用も等しく重要である。自動化の拡大には
長所と短所があるが、自動化についてはそ
れをいつ、どこで使用するのか、あるいは
使用するべきであるのかについて、注意深
くバランスのとれた検証を必要とする。職
場は常に変化している。中には存在しなく
なるものもあり、新しい役割が作り出される。
そのため人材管理はより難しい作業となる。

図表9：従業員レベルでの「スマートな成長」

出典：PwCのサラトガ

業績の優れた企業は採用の効率化を図り、
人材をその役割とマッチさせて従業員の意
欲と研修に注目して生産性を向上させるこ
とで、景気低迷からの脱出時に競合他社に
打ち勝つ（図表9参照）。

・ 労働者の採用は、より迅速かつ低コスト
である。（1）

・ 労働者の研修は、より迅速かつ効率的で、
その後の生産性も高い。（2）

・ 実地で習得する能力が高い。（3）
・ 意欲があり、生産性が高い。ロスタイム

が少ない。（4）
・ 在職期間が長い。（5）

欧州市場に関するPwCが保有するサラトガの最新データは、高業績企業が主要な人的資
本指標で平均を上回っていることを示している。

図表10：中央値と上位4分の1の比較

従業員のライフサイクルメトリクス 中央値 上位4分の1

採用を受諾するまでの日数 35日 23日

採用受諾率 93.40% 97.20%

教育・人材開発投資（給与に対する割合） 0.90% 1.50%

欠勤率 3.70% 2.20%

退職率 6.70% 3.40%

平均在職期間 7年 12年

5  適応性についての詳細情報は、LinkedIn社から委託を受けて作成したレポート「Adapt to survive: How better alignment between talent and opportunity can drive economic growth」を参照

リソーシング 労働力および人材管理 定着

 高業績の企業　　　  平均的企業　　　  マイナスの価値 

時間

2

3

4

価
値

1 5
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6  「その他の市場」に関するROIは、第一、第二、第三四分位数の中間値

人事にとっての意義

「既存の人材からより多くを引き出す」
とは、景気低迷期に始まったコスト抑制
を維持しつつ、現在および将来の労働力
に関するニーズを詳細に検討することを
意味する。

全ての基盤となるのは、人的資本ROIを向
上させる要素を理解することと、正しい事業
指標を注意深くモニタリングすることである。

・ 人材戦略と事業成長戦略の一致
・ 人材プール、モビリティ、発展、削減に

関する主要業績評価指標（KPI）の検証
・ 従業員の意欲の動向を追跡

・ 企業風土として適応性を奨励し、業績指
標を検証。適応性は不利に扱われていな
いか

・ 自動化技術が事業や将来的な人材ニー
ズをどのように変化させているか検討

・ 退職理由および退職動向を、有能な人材
と入社初年度の従業員の場合を中心に 
分析

・ フライトリスク（転職、引き抜き）に関
して予測モデルの使用

・ 通常の人材供給源の外に目を向け、新し
い地域、専門性、および適切な属性を有
する既存の従業員を検討

図表11：スマートな成長の価値
業界 上位 

4分の1 
その他の 

市場6 
従業員1人当たり 

限界利益 
銀行 1.97 1.32 $53,103
保険 1.73 1.31 $37,126
通信／メディア 1.55 1.10 $31,431
テクノロジー 1.50 1.14 $23,855
製薬 1.48 1.20 $20,649
化学 1.62 1.29 $24,406
エンジニアリング／製造業 1.43 1.15 $16,858
電力公益 2.66 1.28 $104,550
小売・レジャー 1.43 1.14 $14,121

景気低迷からの脱出に当たって人的資本ROIを最大化しなければ機会費用につながるのは明白だ

企業と従業員双方にとってのスマートな成長は、企業の人的資本ROIを二つの側面で大き
く改善させることになる。

1.  人的資本ROIの成長率は、景気後退からの脱出に伴い増加する。
2.  達成する人的資本ROIのピークは高くなり、将来に向かってさらに伸びる。

図表11は、業界ごとに上位4分の1の企業とこれに次ぐグループの統計データと、リーダー
ではなく追随者となることで「失われる」金銭的価値を示している。
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新興国
競争力はコストのみならず

　先進国が景気回復に取り組む中、
新興国は異なる優先課題を抱えて
いる。一貫したテーマとなっている
のは賃金上昇だ。新興市場と成熟
市場の賃金格差は縮小しており、
一部市場では他よりも急速にこれが
進んでいる7。

7  PｗCによる2030年までの世界賃金予測。最新の「World in 2050」（http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/the-brics-and-beyond-prospects-challenges-
andopportunities.jhtmlより入手可能）の年間労働生産性成長率予想を用いて、2030年までの実質賃金を現地通貨ベースで予想

　賃金格差の縮小は、新興市場に新たな競
争方法の模索を迫っているが、同時に、とり
わけ人材の供給と管理については優先事項
が国ごとに異なることが浮き彫りになってい
る。過去には「新興市場」について一般的に
同じ議論が当てはまる単一のグループである
かのごとく語りがちだったが、現実ははるか
に複雑だ。

人口構造の影響
人口構造の変化は、今後数年間に他の多

くの国々よりも新興国に大きな影響を与え
よう。現在進行中の最も重大な人口構造の
変化は、アジアやアフリカの一部における
急激な人口増加であり、これが労働者の平
均年齢を引き下げている。

アジアの一部では既にその影響が表れ始
めており、ミレニアル世代が労働力を膨張
させている。ミレニアル世代は急速なキャ
リアアップの期待など、独特な性質を示す
傾向があり、多くの雇用主が採用や人材管
理プロセスの変更を求められている。例え
ば35歳未満の頻繁な転職は既に多くの市場
にまん延しており、とりわけアジアでこれが
顕著となっている。

一つの打ち手だけでは適用しない
新興国についてのリスクとは、一部の企業

がそれらを一括して捉えていることである。
総合的にみれば、新興市場の労働力に関する
問題は、先進市場の側面と似たものとなり始
めている。しかし実際には、新興市場は全て
同じ人事問題を抱えているわけではない。例
えば、インドの「人口配当」への対応は、人
口構造がインドのCEOに重大なメガトレンド
として捉えられていることを意味するが、中
国では人口構造は変革をもたらすほどのトレ
ンドとは考えられていない。そして、インドで
は多様性が一番の課題とみられているが、ロ
シアではその優先順位ははるかに低い。

韓国

フランス

ドイツ

オーストラリア

英国

カナダ

米国

日本

イタリア

スペイン

トルコ

南アフリカ

ポーランド

ロシア

アルゼンチン

中国

マレーシア

ブラジル

メキシコ

インド

フィリピン 

2030年の平均月次賃金（米ドル）

5,040

5,022

4,911

4,818

4,665

4,598

4,574

 4,544

4,496

4,189

3,914

3,517

3,137

2,815

2,128

2,057

1,941

1,900

1,197

616

581
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各市場は人材管理について異なった優先事
項を抱えているが、人事の業務内容が地域に
よって異なっていることが事態をさらに複雑
にしている。管理中心型からより秩序だった
人事管理へ移行しているところもあれば、基
本的な人事モデルから戦略性の高いアプロー
チに移っているところもある。

これらは全て、企業が主要新興市場で非常
に異なった労働戦略を適用しなければならな
いことを示している。インドで成功する方法
が、中東で同じように成功することはないの
である。

出典：PwC第17回世界CEO意識調査

図表12：新興諸国間で分かれる見解

人口構造の変化は自社の事業に 
影響を与えている

労働力の多様性改善は、 
自社の事業に重要である

技能を有する労働力の創出が、 
政府の最優先事項であるべきだ

若年層の雇用の創出が、 
政府の最優先事項であるべきだ

技能を有する労働力の創出が、 
自社の優先事項である

若年層の雇用の創出が、 
自社の優先事項である

新興市場のCEO 

先進市場のCEO 

ロシアのCEO 

中国のCEO 

インドのCEO 

ブラジルのCEO 

世界全体のCEO 60% 41% 22% 64% 33%82%

55% 51% 51% 38% 13%74%

48% 36% 18% 56% 15%84%

71% 42% 25% 43% 43%90%

50% 31% 4% 81% 35%88%

・ 各市場の理解―新興市場についての一般的な前提条件は、異なる国や地域で事業展
開する個々の企業に必ずしも当てはまらない

・ 人事のローカル化と中央集約化のバランスをとる

・ 潜在的課題を特定するため、アナリティクスをスマートに活用

・ 労働力を通じた付加価値向上の重視―革新性や創造性の促進に必要な適切なスキ
ルを特定し、それを構築する

人事にとっての意義

60% 35% 24% 71% 38%90%

64% 44% 21% 67% 35%79%
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労働力を通じた 
付加価値向上 
多様性と信頼関係の役割 
　先進市場と新興市場の企業では、直ちに対応するべき優先事項が異な
る。しかし、全てのビジネスリーダーや人事リーダーは、職場における多様
性と信頼関係という二つの要素が今後数年間に重大な役割を果たすという
見解で一致している。

コンプライアンスを超えて： 
多様性の価値

今後数十年間に、多様性は目的ではなく
必然事項となろう。これは単純に人口構造
の問題である。女性の労働市場進出率が男
性を上回り、アジアやアフリカの出生率は
欧州を大きく上回って、将来の人材供給源
を変化させている。

PwCの「メガトレンド8」レポートは、多
くの先進国の高齢化と多くの新興市場の出
生率の高さが企業に人材供給源の変化へ
の対応を迫る中、人口構造の変化を今後数
年間に企業に変革をもたらす五大トレンド
の一つとして挙げた。CEOの60%が、人口
構造の変化を重大な変革のトレンドとして
挙げており、それよりも重要と見なされた
のは、テクノロジーの進歩のみであった。

8 www.pwc.co.uk/megatrends
9 Financial Times
10 国連人口部「世界の推計人口2012年版」
11 PwC Talent Mobility: 2020 and beyond (2012)

 

 2014

2014年生まれの人の方が
2013年生まれの人よりも平
均10週間長生きする10

高齢化により日本で毎年閉
鎖される学校の数9

PwCが予想する2050年まで
のグローバルモビリティの上
昇率11400

校

2015年までに予想される 
世界の人口増加10

10億人

2014年から2050
年までの世界の人
口増のうちアフリ
カが占める割合10

50%

人口増加の
うち65歳以
上が占める
割合10

     3億人 10
週間
以上

50%
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12 Gender Diversity and Corporate Performance 
     （Credit Suisse Research Institute）、Catalyst 2011 など

多様性は付加価値をもたらすのか？
人口構造の変化は、一部の企業に労働力

の多様化を余儀なくさせ、他の企業にはそ
の実施を求めている。多様性は当然ながら
人材供給源を拡大するが、他にもメリット
があることは広く認められている。一般に、
より多くの企業で多様性が増すにつれて、
そのメリットは自然と得られるものと考えら
れている。しかし、もう一度考えてほしい。
多様性のある企業であることと、多様性を
機能させることには大きな違いがある。

例えば、今日まで最も話題になってきた
のは、ジェンダーダイバーシティ推進によ
る女性取締役の登用である12。さまざまな調
査が、女性の登用と業績との関係を明らか
にしようとしてきたが、直接的な因果関係は
未だ明らかとなっていない。PwCの独自デー
タでは、人的資本ROIと女性の登用には直接
的な相関関係はないことが示されている。

図表13：人的資本ROIと女性役員の割合（%）の相関関係

女
性

役
員

の
割

合
（

%
）

人的資本ROI

40
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10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

図表14：人的資本ROIと女性管理職の割合（%）の相関関係
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これは、女性の登用が時間の無駄だと証
明しているのではない。人材の雇用とその
活用には違いがあることを示しているので
ある。今後10年間に10億人の女性が労働力
に加わる13。

13  女性の職場進出の影響に関する詳細情報は、http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/third_billionを参照

図表15：人材プールにおける女性登用の縮小

現在、大卒者の54%は女性であるにもか
かわらず、法律で定数が定められていない
国ほぼ全てで、女性取締役の割合は5%未満
となっている。つまり、企業は深刻に枯渇
した人材プールから上級役員を選出してい
るのである。

54% 46% 32% 25% 20% 5%

女性の 
大卒者

女性の 
従業員

女性の 
管理職

特 定の人 材
プールにおけ
る女性の割合

女性の上級 
管理職

女性の 
取締役

出典：PwCのサラトガ、 2014年
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多様性についてもう一度考える
多様性の力は、人材供給にとどまらない。

例えば、従業員が顧客ベースを反映してい
る場合、企業は消費者の嗜好をよりよく予測
できるということは広く認められつつある。
そして、職場の多様性はより優れた革新や
創造性、「集団思考」の減少とガバナンスの
向上をもたらすことが証明されている14。

しかし、多様性にはさまざまな形態があ
ると理解することが重要である。ニューヨー
クのCenter for Talent Innovationが先頃発
表したレポートでは、「二次元の多様性」が
特定された。これは先天的または表面的な
多様性（性別、人種、年齢、信仰、社会経
済的背景、性的指向、障害、国籍）と後天
的な多様性（文化的理解力、世代間理解力、
性別に関する良識、ソーシャルメディアの
スキル、機能横断的知識、職務経験、グロー
バルマインド）を区別するものである。

後天的な多様性とは、基本的に、視点の
広 が りを 意 味 す る。PwCがCass Business 
SchoolのCorporate  Phi losopher  in 
Residence、Roger Steare教授15と共同で実
施したリーダーシップとマネジメントにおけ
る倫理の役割に関する調査では、とりわけ
性別、年齢、信仰および政治的信条の違い
が意思決定に際して倫理面に与える影響が
明らかになった。

企業は、過去に例のない人口構造の変化
に対応して人材戦略を変化させる上で先天
的な多様性を活用しなければならないが、
最大の価値を実現しようと思うのであれば
後天的な多様性の育成が求められる。

14  Catalyst, 2011
15  「Trust: The behavioural challenge」を参照（http://www.pwcwebcast.co.uk/dpliv_mu/Trust_the%20behavioural%20 

challenge_Oct%202010.pdf） 
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革新性の促進：信頼関係の価値
CEOは、ここ数年ステークホルダー、とり

わけ従業員と企業の間の関係改善の必要性
を痛いほど理解し、問題の解決に最善を尽
くしている。39%が過去3年間に従業員との
信頼関係が改善していると回答した16。信頼
関係は重要である。

従業員が企業を信頼すれば以下の効果が
得られるため、企業は相互の信頼関係を高
めるべく努力しなければならない。

・職場に定着し、他者にもこれを勧める。
また、

・意欲と生産性が高まる。

しかし、信頼の真の価値は、信頼関係と
革新性の関係からもたらされる。「革新」と
いう、形勢を一変させるメリットは、相互の
信頼関係が醸成された場合に実現される可
能性が高い。

これは物理的環境のみならず、行動や文
化に一定の信頼水準が組み込まれることを
意味する。

信頼関係にあふれる環境では、従業員は失敗
を恐れず新しいアイデアを試し、仕事をしてい
ないと思われるのではないかと恐れることなくリ
ラックスして共同作業に取り組み、アイデアが盗
まれることを恐れずこれを共有することができる

（このモデルは実際に技術系企業やクリエイティ
ブな企業に多大な利益をもたらしている）。

職場におけるミレニアル世代の割合が増
加するにつれて、これはさらに重要性を増す。
PwCの調査では、この世代は信頼関係と柔軟
性についての期待が高いことが示された。

16 PwC第17回世界CEO意識調査
17  この点についての詳細情報は、PwC「NextGen: A 

global generational study」を参照

しかし、「信頼関係」とは実際には何を意味しているのか。その基本的性質は、以下の三つの重要なトレンドにより変化していると言えよう。

1.  スピード：現代の職場はより流動的な環
境にある。

終身雇用の概念（と現実）は、急速に
過去のものとなっている。ミレニアル世
代の4分の1が、六回以上転職すると予
想している。

職業人生の長期化は、あらゆる世代
でポートフォリオ型アプローチが増えて
いることを意味する。このような環境下
では、長い期間やエンゲージメントを通
じた信頼関係の醸成は望めない。それは
直ちに提供されなければならないのであ
る。ミレニアル世代は、責任と機会を与
えられることを期待し、成功する雇用主
はこれをリスクとともに受け入れるので
ある。

2.  情報
ソーシャルメディアが現れる前には、消

費者は自らの経験に基づいてブランドや
企業を信頼した。友人にアドバイスを求
めることはあったかもしれないが、情報へ
のアクセスは限定されていた。今日、私た
ちはtripadvisorなどのウェブサイトを通じ
て数百万人の意見にアクセスすることが可
能だ。不特定多数の意見や証言に瞬時に
アクセスできる。雇用主についても同じこ
とがいえる。LinkedIn、Glassdoor、キャ
リアポータル、フォーラム、最も望ましい
職場に関するアンケートなどが、すぐ手の
届くところにある。雇用主のブランドを単
純に信頼することはなく、自らの見解を豊
富な情報と照らし合わせて確認するのであ
る。それは今日、透明性なくして信頼関係
を醸成することはできないことを意味する。

3.  柔軟性：信頼感に基づく環境の構築に
不可欠な要素は、伝統的な職場の放棄
である。

PwCの調査により、あらゆる世代の従
業員の大半がより柔軟な職場環境を求め
ていることが明らかになった。 これには
在宅勤務や通常の勤務時間以外での勤
務が含まれる。

特にミレニアル世代は生産性はオフィ
スで過ごした時間数ではなくアウトプッ
トで計測されるべきだと考えている17。
彼らは仕事を「場所」ではなく「モノ」
とみているのである。実務上、従業員の
信頼されたいという期待を満たし、従業
員に生産性・創造性を与えるのであれば、
柔軟な働き方が基準となる必要があるこ
とを意味する。

変化する信頼関係 
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雇用主のブランド
従業員は未だかつてない大量の選択肢や

情報を保有しており、オンライン上で強力
な雇用主のブランドを確立することが不可
欠となっている。

PwCのサラトガが先日LinkedIn18と行っ
た共同調査では、採用の質と雇用主のブ
ランド、インターネット上でのプレゼンス

（LinkedInのTalent Brand Index（TBI）19

で計測）の関係が浮き彫りになった。調査
結果は、意欲に関する主要統計値―受諾率
と短期退職率―とTBIの相関関係を示した。
TBIが1%上昇すると、受諾率は1.5%上昇し、
短期退職率は1%下落する。

出典：PwC / LinkedIn20

文化が全て
職場の多様性と信頼関係に着目すれ

ば、人材供給の改善と革新性・生産性の
奨励の両面について付加価値が得られる
ことは明らかだ。しかし、それらはいず
れも単純ではないと認識し、理解しなけ
ればならない。多様性とは人種や性別に
とどまるものではなく、信頼関係は現代
社会で新たな意味を持っている。

当然ながら、これらをできる限り深く
計測することが不可欠となる。それには、
数値や従業員のエンゲージメント調査だ
けでは足りず、企業文化を調整し、ある
いは変化させることが求められる。多様
性がもたらす真の価値は、企業マインド
が新たな人材供給源に限らず、異なる視
点へと開かれた時に明らかな差をもたら
す。そして、信頼関係がもたらす真の価
値は、相互の信頼感が日常的な行動に組
み込まれた時に実現されるのである。

18  「Adapt to survive」（http://www.pwc.com/talentadaptability）を参照
19  Talent Brand Indexは、雇用主ブランドについてのLinkedIn会員の認知度を雇用主とLinkedIn会員とのエンゲージメントによって評価することでインターネッ

ト上のプレゼンスを計測し、 スコアが高いほど人材ブランドが強いことを示す
20  ポイントは企業のクラスターごとのTBIと受諾率を示す

図表16：TBIと受諾率
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図表17：TBIと退職率
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人事にとっての意義

・ 基本を押さえる
　 自社の労働力の理解―既存の指標を超えてあらゆる

形態の多様性のモニタリングと計測を行う。
　 多様性は人種や性別に限らない

・ 中途採用や異なる学部出身の大卒者など、人材供給
源を拡大

　 多様性とは、異なった視点の人材を意味する―地理
や人口構造には限らない

・ 従業員構成を再構築し、未開発分野の労働力を誘致・
維持する職務設計へと適応させる

・ 研修ニーズを考える
　 管理職は、多様なチームの指揮など、特定の研修か

ら利益を得るか？
　 企業内にどの程度無意識の偏見が存在するか？

・ 人事考課の基準や報酬などの社内の意思決定の透 
明化

・ 従業員自らの意思決定を信頼する

・ 柔軟な勤務形態の提供方法について考え、部下への
信頼感を表明

・ 経営陣の行動に注目―その行動は経営陣の誠実性、
公正性や一貫性について何を語っているか？
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優れた人事機能
新たに事業にインパクトを
与える手法
　戦略的な人材計画は、競争力の重大な差別化要因となっており、そのこ
とは人事に重い責任を課している。PwCでは何年もの間、これは人事が求
めていた取締役会の席の確保と戦略的価値の証明の機会であると述べて 
きた。

　これを実現させるには、多くの人事機能が変化しなければならないこと
は常に明確だった。業界内では、人事の変革は戦略的機能を創出し、そ
れが事業における人事の価値を変容させると想定されてきた。しかし、今
や人事モデルの変革のみでは不十分な様相となっている。

自信喪失の危機
ビジネスリーダーが人事に幻滅しているこ

とを示す強力な証拠がある。人事のリーダー
ですら、人事機能が事業が必要とするスキ
ルを獲得できるのか確信できない状態だ。

先進国経済の低迷も負担となった。西欧
と米国では、2009年以降正社員1人当たり
人事コストが上昇しているが、これは主に
全般的な人員削減が原因と思われる。

21 PwC Senior HR buyers survey, 2013

45%
　事業戦略を実行するために適切な人材にア
クセスできると自信を持っている人事リーダー
は全体の半数未満21

同時に、各社の人事担当正社員数も減少
した。最も重要な点は、ビジネスパートナー

（BP）数が着実に増加する一方、ゼネラリス
トの人事担当者数はほぼ変わらないという
ことだ。企業がBPの役割に価値を見いだし
ていることは明らかだ。

図表18：正社員1人当たりの人事コスト
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人事組織の構成の進化
このことは、人事組織のデリバリーモ

デルにも影響している。一部企業はUlrich 
model（ウルリッチモデル）の導入に成功し
たが、他は真にグローバルなオペレーティ
ングモデルとプロセスの構築に苦労してい
る。その結果、同モデルは2005年以降も進
化を続け、オペレーションリードが人事業
務の調整を行う「ハブ」となる「HRCOO」
モデルもこれから派生している。

モデルの進化はさらに進んでおり、ネッ
トワークや人事データの改善に技術を活用
することが一層重視され、人事のコンサル
ティング機能が注目を集めている。これに
は、人事サポートに裏付けられた、能力の
異なる人事スペシャリストの多様な「層」
が含まれる場合もある。それは、事業主導・
需要主導の人事組織で、ソーシャル、デジ
タル、クラウド技術が動力源となっている。

人事
ビジネス

パートナー 

1997年、David Ulrichは人事の新しいオペレーティ
ングモデルを構築した。

これはITや財務などの事業部門で進展していたグロー
バルな変革に基づくもので、従来型の人事モデルが
事業のニーズから大きく乖離しつつあったこともその
理由であった。

このモデルの初期の特徴は、以下のようなものだった。

・ 役割に焦点を絞った四つのボックスと三本の脚から
なる設計でサイロ型の構成

・ 人事パートナーの役割は事業に組み込まれたが予算
はない

・ システムと「ERPの夢」に依存

戦略パートナー 変革のエージェント

管理のスペシャリスト 従業員のチャンピオン 

人事
リーダー
シップ人事

シェアード
サービス

戦略的人事組織 

経営的人事組織

HRIS

H
RISH

RI
S

人事ビジネス
パートナー スペシャリスト 人事リスクと

コントロール 

CHRO/HRD

HRCOO

地域内
ゼネラリスト

サービス提供とサプライヤー管理 

シェアードサービス

人事アドバイザリーと事例管理 

人事システムとテクノロジー 人
事

の
変

化
と

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

事業 中央／グローバル機能

方向性、戦略、方針の設定

サービス提供および運営

連
動

ウルリッチの人事モデル ウルリッチ強化型モデル―グローバル化されたHRCOOモデル

ネットワーク化かつ機動的 構造的だがサイロ型 

例：人事のコンサルティングモデル

新たに誕生したモデル
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戦略的プログラム管理と戦略パートナー
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人事領域PMO
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労働力の
知見 
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リーを牽引する価値

労働力
アドバイ 

ザリー 

事業アドバイザリー 
とプロジェクト

ビジネス 
デリバリー

多くの企業がウルリッチモデルの導入を試みた。

一部は成功したものの、同モデルはギャップを埋める
上で機能的な能力やシステムの有効性に依存しすぎ
ていた。

そこで企業はグローバリゼーションやマトリクス化し
た事業モデルのニーズを満たすため、同モデルを強
化した。修正内容には、以下が含まれる。

・ HRCOOモデル―主要なオペレーションリードが人
事業務を調整するハブとして機能

・ CoEと人事シェアードサービスが連動して機能・ス
ペシャリスト別のサイロや象牙の塔を改善

人事業界での新たなトレンドは、高度に構造化された
階層的なモデルの課題と教訓を反映している。

ネットワークや人事データの改善に向けたデジタルや
ソーシャル技術への取り組みが拡大し、柔軟なコンサ
ルティングモデルから学んだ原則が適用され、人事組
織がより戦略的な人事領域パートナーとなることを可
能としている。

・ 事業主導型

・ スペシャリスト別のサイロではなく、人材を需要に
応じて業務に展開

・ 効果的運営にデジタルやクラウドのシステムやツー
ルを使用

・ 差別化されたサービスを提供するため、CoEをコア
／先進市場と新規／新興市場に分割

人事専門
知識拠点

（Centers of  
Expertise：CoE）
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今日の優れた人事機能像
優れた人事機能の構築には、三つの要素がある。

オペレーティングモデルの改革：
・修正ウルリッチモデル
・提携／コンサルティング能力
・顧客サービス中心

アナリティクス能力：
・アナリティクスロードマップ
・人材アナリティクスのCoE
・採用アナリティクス経験
・人事スキル開発への投資

技術：
・SaaSとBIの適用
・データアーキテクチャー
・ダッシュボード
・データ可視化ツール 

これらの要素は、単独では影響力の強い
人事機能の構築には不十分であり、共同で
作動しなければならない。人事モデルの変
革だけで、戦略的機能が自動的に構築され
るわけではない。優れた技術も、データを
解釈し、使用する人事モデルや能力がなけ
ればほとんど役に立たない。そして、収集
されたデータの質が低ければアナリティク
スは信用されない。

企業のニーズ、とりわけアナリティクスに
関するニーズを満たすため、（業務プロセス
機能内だけでなく）人事全体に求められる能
力が変化している。例えば、アナリティクス
がCoEとして開発されるケースが増えている。

このトレンドは、多くの企業がコア人事シ
ステムを改革し、統合型SaaSソリューショ
ンを採用する根拠となっている。これは、
他の事業部門にデータへのアクセスを開放
することに消極的な人事部門にとっては懸
念される展開だ。SaaSはより優れた人材管
理の可能性をもたらすものの、アナリティク
スのスキルや構造への投資が増えなければ
それは実現されない。

事業への
インパクト

オペレーティング
モデル
の改革 

技術 アナリティクス
能力
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予測アナリティクスの到来
人事が戦略パートナーとしての価値を証明

するには、このツールを自在に活用できなけ
ればならない。最も優れた人事機能は、既に
予測アナリティクスを用いて事業部門がより
良い意思決定を行うことを助ける本物の洞察
を提供できることを証明している。

しかし、それはデータ自体が目的化したも
のではなく、事業を支えるためのアナリティ
クスでなければならない。あまりにも多くの
企業が、既に起きた出来事（曲線上の2と3
のポイント）の説明にのみ人事データを活用
しており、将来の予測や課題への対処方法の
模索にアナリティクスを活用していない。

アナリティクスへの移行が進まない人事
担当者が往々にして口にする、人事は予測ア
ナリティクスを適用できるほど成熟していな
い、あるいは予測のモデル化を行うほどに十
分なデータが揃っていない、という言い訳は
もはや通用しない。予測モデルとは仮説を関
連する過去のデータで検証するもので、デー
タの量よりも質が重要となる。

データアナリティクスは人事にとって比較
的新しいツールである。人事機能として統計
やデータ可視化の専門家、アナリストを抱え
ていないが、人事アナリティクスとは数値に
注目するのもではなく、説明が目的である。
ビジネスリーダーは事実の説明を求めている
のではなく、「だからどうするべきなのか」と
いう解決策を必要としている。

PwCでは繰り返し、人事が真の戦略パート
ナーとなるためには行動を起こさなければな
らないと警告してきた。人事担当者にとって
絶好の機会は終わりつつある。

図表19：人事と人材アナリティクスの成熟度曲線

基本要素

低い 高い 

低
高

強化 定着

0. 基本データ

従業員数の報告、
新規採用者、
退職者など

3. 洞察

多層的分析、
データソースの
関連付け

4. 予測

課題分析、
ROI、
予測モデリング

1. メトリクスと
    報告 

比率で見る
報告など

人材データの活用

事
業

の
付

加
価

値

非繁忙期に最適な従
業員規模は何名か？

チームパフォーマンス
に差を生じる最も重
要な要因は何か？

前年退職した管理職
17名の後を埋める人
材の採用コストはど
のくらいか？

従業員の前月の労働
時間は何時間か？

何が起こったのか？ 2. 比較分析

社内外のベンチ
マーキング、
KPI、
ダッシュボード、
トレンド

自社は競合他社との比較で 
どのような位置付けにあるか？ 

それはなぜ起こったのか？ 
何もしなければどうなる 
可能性が高いか？

改善のためにどのような 
行動をとるべきか？
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人事にとっての意義

・ アナリティクスは、人事機能のコア
コンピタンスとなるべきである。

・ アナリティクスの能力を新規採用者
の必須要件とする。

・ 人事の従来の人材供給源の他にも
目を向ける―クラウド技術などのス
キルは近い将来非常に貴重なものと 
なる。

・ データやアナリティクスの使用につ
いて見直す。情報には意味があり、
価値のあるものか。その情報は事業
に活用されているか？

・ 予測的思考―CEOは既に起こった出
来事の説明ではなく、将来の計画に
役立つ情報を求めている。
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異なる未来図の創造

　世界中の企業が人材を巡る大きな課題に直面
しており、その多くは珍しくないものである。

　しかし、その解決には新しい思考方法が必要
だ。今、優秀な人材を獲得するための競争は過
去に例のないほど激化しており、人材供給の予
測は難しく、人材投資のリターンの最大化を求
める圧力は未だかつてないほど高まっている。

　これらはみな人事にとっての課題だが、同時
にチャンス、それも最後のチャンスとなるかもし
れない。アナリティクスと技術の発展は、人事
が素晴らしい成果を上げ、企業戦略の中核に貢
献する能力を有することを意味するが、そのた
めには人事の存在感を示し、その価値を証明し
なければならない。 
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お問い合わせ先

プライスウォーターハウスクーパース会社
組織人事・チェンジマネジメント
03-3546-8480（代表）

豊國　成康
パートナー
nariyasu.toyokuni@jp.pwc.com

森井　茂夫
ディレクター
shigeo.morii@jp.pwc.com

佐々木　亮輔
ディレクター
ryosuke.sasaki@jp.pwc.com
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