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序文
目まぐるしく変化する世界において、雇用者と社員は、働く場所だけ
でなく、働き方についても根本的に考えを見直すことを迫られていま
す。人財は、文字通り組織の生命線であり、変革の中心にあり続け
なければなりません。チューリッヒ大学のCenter for Leadership in  
the Future of Work内にあるGlobal HR Valleyイニシアチブは、
企業、政府、市民社会、学界のリーダーや実務家をイノベーションのエ
コシステムに結集させ、職場における人々のニーズの変化とそれを支え
る人事制度の役割の研究を通じて、斬新で実用的な解決策を生み
出すことを目指しています。Adecco Groupは、このイニシアチブの創
設メンバーとして、チューリッヒ大学と協力し、人間中心の前向きな仕事
の未来の構築に取り組めることを嬉しく思います。

チーフ・ピープル・オフィサー（CPO）は、どの企業においても、戦略、テ
クノロジー、競争力、文化の交点に身を置いています。CPOが担う中
枢的な役割は急速な変化を遂げつつあり、それは新型コロナウイルス
感染拡大でさらに加速しています。人財マネジメントについて適切な意

思決定を行うためには、現状、変化を推進する要因、並びにそれが将
来に及ぼす影響について理解することが不可欠です。Adecco Group
は、チューリッヒ大学との提携のもと、チーフ・ピープル・オフィサーを対象と
した詳細な調査結果をお届けできることを嬉しく思います。本調査は、
企業が人財に対するアプローチをどのように変えつつあるか、そしてCPO
の役割そのものがどのように進化しているかに焦点を当てています。今日
のCPOの役割、すでに進みつつある変革、並びに今後予測される大き
な変化を理解することでこそ、企業と企業内の人々に利益をもたらす変
化の戦略的推進者としての未来のCPOの役割がより正確に見通せる
ようになります。

Alain Dehaze
CEO, The Adecco Group

Gordana Landen
Chief Human
Resources Officer,
The Adecco Group
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はじめに
パンデミックは、人財が持つ価値を際立たせ、企業にとっても人財が戦略上の中核的な優先事項になりました。世界は急速

に変化し、ストレスが多く、不確実な時代を迎えています。そんな中、多様な企業のリーダー層は、どのような社員支援を行

えば、社員が職場でベストを尽くし、企業が繁栄するための行動を起こし、よりよい仕事の世界を作れるでしょうか？それを

実現するために、人財マネジメントのプロフェッショナルが、他の経営幹部と協調して果たすべき役割は何でしょうか？

1 最初に、チーフ・ピープル・オフィサーは、将来どのように時間を費やし、どのようなコンピテンシーが最も必要とされるのかを問います。調
査から、将来のCPOの役割では、技術やデータを理解することと、人々をリードし文化を発展させることとの間で緊張関係が生じるという
点が明らかになりました。さらに、未来の人事部門がテクノロジーを今まで以上に導入する必要性が強く指摘される一方で、仕事の未来
において重要な社会的・感情的コンピテンシーが、特に経営陣が仕事の未来を近視眼的に捉える場合に軽視される危険性があること
が、この調査から明らかになっています。

2 次に、これを踏まえて、次のように問います。未来のCPOの役割において社会的・感情的コンピテンシーの必要性が高まる中、チーフ・
ピープル・オフィサーは、将来の人財マネジメントに関するコアコンピテンシーの1つとして、職場における社員の感情というテーマにどのように
取り組むのでしょうか？また、感情を今後より重視することで社員のウェルビーイングをいかに高められるでしょうか？組織内の社員の思い
に対処するために人財マネジメントのエグゼクティブが用いている戦略を明らかにし、これをどのように改善すれば未来の仕事においてウェ
ルビーイングを向上させることができるかを論じます。

3 第三に、ダイバーシティとインクルージョンが組織や社会の将来のウェルビーイングに対して持つ重要性を踏まえ、DE&Iを促進するため
に採用できる具体的なソリューションとしてのリターンシップについて考察します。従来とは異なるキャリアパスを持つプロフェッショナルを惹き
つけ、定着させることで、チーフ・ピープル・オフィサーが、ダイバーシティとインクルージョンをサポートするポジティブな企業文化をどのように作
り上げることができるかを問います。

将来を見通すと、ますます増大するデータと、テクノロジーの急速な進
化への対応に始まり、社員の感情面のウェルビーイングの促進、人
財獲得競争の勝ち残り、柔軟性とアジリティを備えた企業文化の創
造、ダイバーシティとインクルージョンの促進に至るまで、未来の仕事に
固有の無数の人的課題に応えるチーフ・ピープル・オフィサー（または
CHRO、チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー）をはじめとする人財マ
ネジメントのトップの責任は一層重くなることは間違いありません。これら
の課題を克服するため、人財マネジメントのエグゼクティブは、新しいス
キルを身につけ、革新的なプロセスやポリシーを企業内に導入すること
が求められます。

人財マネジメントのトップは、かかる課題にどのように効果的に対応し
ようとしているのでしょうか？この問いに答えるため、Adecco Group
とチューリッヒ大学のCenter for Leadership in the Future of 
Workは、「未来のチーフ・ピープル・オフィサー：仕事の世界の進化に
伴い、人財マネジメントのトップの役割はどのように変化しているのか？」
と題した共同調査を実施しました。この調査では、未来の仕事における
人間中心の中核的な課題に関連し、3つの重要な疑問を解明するこ
とを目指しました。結果は、これらの課題の渦中で、チーフ・ピープル・オ
フィサーの役割がより人間中心に進化していることを示すほか、こうした
課題に取り組むための具体的な解決策を示唆するものでした。調査報
告書では、調査結果を3つの重要な問いに分けてまとめています。
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この共同調査は、全世界の人事に携わるエグゼクティブを対象に2021
年夏に実施され、人財マネジメントの各トップエグゼクティブに、人財マ
ネジメントの機能を中心とした仕事の世界が今後どうなっていくか予想し
ていただきました。回答から、チーフ・ピープル・オフィサーが今後直面する
人財に関する主要な課題が明らかになりました。

グローバルな視点を得るために、4大陸のさまざまな国の人財マネジメン
トのエグゼクティブを募り、調査に参加いただきました。回答を寄せられた
のは、オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、日本、メキシコ、スペイン、
スイス、英国、米国のエグゼクティブです。

回答された122人の人財マネジメントエグゼクティブは、合計で
3,110,419人の社員を抱えています。エグゼクティブの人事分野での

経験年数は平均11.9年。エグゼクティブのグループには、男性86名
（70.5%）と女性36名（29.5%）が含まれ、年齢は24歳から63
歳で、グループの平均年齢は40.6歳でした。エグゼクティブが率いる企
業は、社員数100人から50万人以上、業種は金融、テクノロジー、農
業、教育、小売、航空宇宙・防衛など多岐にわたっています。

人財マネジメントの世界がどのように変貌しているのか、また、未来の
仕事における人間的な課題に取り組むために、人財マネジメントのリー
ダーを備えさせるための最良の方法は何かを知るには、トップエグゼクティ
ブに直接尋ねるのがベストです。Adecco Groupとチューリッヒ大学が
目指すものは、グローバルなソートリーダーの視点を共有することで、未
来の働き方を形作る上で人財マネジメントのエグゼクティブが果たすべき
役割について、より深い議論を促すことです。
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調査結果から、未来の人財マネジメントのエグゼ
クティブの役割のための、人間中心の3つの主要
な課題に関し、重要な洞察が得られました。

1

2

3

チーフ・ピープル・オフィサーの役割の変化。

未来のチーフ・ピープル・オフィサーは、本質的な人的スキルと、テクノロジーへの精通を兼ね備えた人財と想定されてい
ます。どのスキルが優先されるかは、エグゼクティブがどこまで将来を見据えるかによって左右されます。

人財マネジメントのトップの役割に求められる重要な要素は、一方では技術やデータ、他方では人、特に文化や変化
にシフトしつつあることがわかります。

未来の働き方を実現するための、社員感情への取り組み。

未来のチーフ・ピープル・オフィサーは、職場における社員感情を測定し、それを改善するためのプロセスやポリシーを導
入することがますます求められます。

チーフ・ピープル・オフィサーの職務で、人々と、人々をリードするために必要な社会的・感情的コンピテンシーにさらなる
注目が集まるにつれ、職場での社員のウェルビーイング向上を図るため、社員の感情をマネージする戦略がエグゼクティ
ブに必要になっていることが調査から明らかになりました。

人財の職場への呼び戻し。

人財獲得競争が激化する中、未来のチーフ・ピープル・オフィサーにとって、キャリア中断後の熟練労働者の職場への
復帰を奨励するプログラムを採用することは有益です。

職場でポジティブな文化を作り、男女平等を実現するためには、さまざまなバックグラウンドの社員を採用する方策が
チーフ・ピープル・オフィサーには求められますが、リターンシップ・プログラムがその要請にどのように役立つかを調査は示し
ています。
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1. チーフ・ピープル・オフィサーの 
役割の変化
仕事の世界が変化するにつれ、チーフ・ピープル・オフィサーの役割も変化します。未来のチーフ・ピープル・オフィサー像と

して、エグゼクティブはテクノロジーの世界と人の世界の両方を巧みに操れるリーダーをイメージしました。

人財マネジメントのトップにはさまざまな肩書があり（例：チーフ・ピープ
ル・オフィサー、最高人事責任者、人財責任者）、それぞれが未来の
働き方への道筋の微妙な違いを反映しています。調査では、これらの
異なる肩書のエグゼクティブを区別せずに、人財マネジメントのトップエグ
ゼクティブという共通項で括り、人財マネジメントをリードするエグゼクティ
ブは、仕事の未来でどのような働きをするのか、という広い概念で分析し
ています。世界中の人財マネジメントエグゼクティブは、その役割の変化
をどのように捉えているのでしょうか。また、未来の人財マネジメントのトッ
プエグゼクティブの理想像とはどのようなものなのでしょうか。

変化する仕事の世界の要求に応えて、チーフ・ピープル・オフィサーは、さ
まざまなスキルの開発に注力し、さまざまな課題に取り組むことに時間を
費やす必要があります。チーフ・ピープル・オフィサーは、人財マネジメント
のエグゼクティブに将来最も緊急に求められる能力は何だと考えている
でしょうか。未来の人財マネジメントのエグゼクティブは何にどのように時
間配分すると考えられるでしょうか。エグゼクティブは調査の中で、技術と
データの両方に携わり、人財と文化のチャンピオンでもあるチーフ・ピープ
ル・オフィサー像を描きだしています。
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人財マネジメントのエグゼクティブは、「マネージャー」からさらに離れ、
データサイエンティストおよび変化や文化の守護者としての二重の役
割を担うようになってきています。

未来のチーフ・ピープル・オフィサーの中核的な役割のイメージを掴むため
に、現在どのような業務に時間を費やしていて、将来どのような業務に

時間を費やすと考えられるかを、チーフ・ピープル・オフィサーに本調査で
尋ねました。各チーフ・ピープル・オフィサーには、10種類のタスクに現在
費やしている仕事時間の割合と、将来これらのタスクに費やすと想像す
る時間の割合を聞きました。

人財マネジメントのエグゼクティブに、将来どのように時間を使うかをイ
メージしてもらったところ、伝統的な「マネジメント」業務、すなわち、チー
ムとコア人事機能のマネジメント、並びにコンプライアンスと規制手続きに
従事する時間がそれぞれ-1.4%と-1.5%と最も減少すると予測されま
した。

人財マネジメントのエグゼクティブがより多くの時間を費やすとイメージし
ている分野は、主に2つの領域です。人財マネジメントのエグゼクティブ
は、第一に、データサイエンティストとしての役割の時間が増えるとイメー
ジし、データ、ピープル・アナリティクス、予測に関わる時間が2.7%増加
すると予想しました。第二に、自らが変化と文化の番人としての役割を

担うと予想し、変革や変化の推進、並びに組織文化の計測・構築・保
護に費やす時間がそれぞれ1.3%と1.1%増加すると予測しています。

これらの調査結果は、チーフ・ピープル・オフィサーの役割が、2つの異
なる変化を遂げていることを示しています。役割は、伝統的な「人事マ
ネージャー」的なものから、データやテクノロジーに関わる技術的な側面
と、変革の中で人々をリードし、ポジティブな企業文化を維持する、根
本的に人間的な側面の両方に焦点を当てた、二足のわらじを履いた
役割にシフトしてきています。このように、CPOの役割は、定型的なサー
ビス提供から、企業に所属する人々のニーズを予期・予測し、ニーズに
より深く関与することにシフトしています。

チームとコア人事機能のマネジメント

組織全体のリーダーシップ、ネットワーキング、 
リレーションシップ・マネジメントの遂行

CEOへのサポート、コーチングと助言

コンプライアンスや規制に関するプロセスへの従事

人事部門からのインプットを通じた事業戦略の策定

変革や変化の推進と、将来への準備

データ、ピープル・アナリティクスおよび人員予測への従事

組織文化の計測・構築・保護、 
コアバリューのビジネスへの組み込み

新たな人事手法のイノベーションを推進するための研究と実験

組織代表業務、ソートリーダーシップの実践

チーフ・ピープル・オフィサーは、 
データ、ピープル・アナリティクス、予測 

に費やす時間が

2.7%増 
と最も増加するだろうと回答しました

チーフ・ピープル・オフィサーの 
主要コンピテンシーは近い将来、 

変化の促進、文化の醸成、 
ピープル・アナリティクス 

により重きを置く方向へ 
進化すると見られます
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調査結果は、一方では技術やデータへの注力、他方では人財や文化
への注力の二面性という、未来のチーフ・ピープル・オフィサーの役割に
おける新たな葛藤の可能性を予見するものになっています。未来のチー
フ・ピープル・オフィサーは、データサイエンスやハードスキルと、文化やソフ
トスキルの育成のどちらにより多く集中するべきでしょうか。この二重の取
り組みは、エグゼクティブにとってトレードオフの関係にあるのでしょうか。も
しそうなら、将来の、極端に逼迫した局面において、どの役割と関連す
るスキルセットを優先すべきでしょうか。

この2つの異なる方向に焦点が移ることで、チーフ・ピープル・オフィサーの
役割が企業によって異なる場合もあるかもしれません。データサイエンス
への取り組みを強化するチーフ・ピープル・オフィサーもいれば、他方では
文化や変化を実現するリーダーシップや共感のようなスキルを（日常業
務での数値指標よりも）重視するチーフ・ピープル・オフィサーも出てくる
でしょう。企業が人財マネジメントのトップを採用する際に、技術的な専
門性をより重視し始め、人財マネジメントの幹部養成プログラムで、デジ
タル化および関連トピックにより多くのリソースを割く傾向がすでに見られ

ます。1 しかし、人財マネジメントのリーダーは、世界的な混乱の中で、
社員の個人的なニーズも認識しています。2 チーフ・ピープル・オフィサー
の役割で、これらの側面のいずれかをより重視する企業は、さまざまな
人財マネジメントの文化やプロセスを生み出し、それをリードできる多様
なスキルセットに強みを持つエグゼクティブを惹きつけるようになる可能性
があります。

あるいは、これらのスキルセットが本当にエグゼクティブを相反する方向
にリードしているのかどうか、疑問を持つ人財マネジメントのリーダーもい
るかもしれません。一つの人財マネジメントのエグゼクティブの役割に、
ハードスキルとソフトスキルの両方を効果的に組み込むことが果たして
可能でしょうか？将来の人財マネジメントのエグゼクティブ向けトレーニ
ングは、エビデンスとソフトスキルを融合させ、データから得られる洞察を
通じて、根本的に人間らしい意思決定を行う方法を教えるという内容
になるかもしれません（例えば、組織内の社員の思いに関する調査結
果を分析し、来るべき変化に対してどのようにリードしたらよいかを決め
るなど）。

1 https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/pages/translating_the_hr_digital_revolution_to_
everyday_work.aspx

2 Talha Khan, Asmus Komm, Dana Maor, and Florian Pollner (2021). 「再び人間中心へ」：人事のリーダーはなぜ再び人に焦点を当てようとしているのか（‘Back to human’: Why HR 
leaders want to focus on people again.）

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/pages/translating_the_hr_digital_revolution_to_everyday_work.aspx
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/pages/translating_the_hr_digital_revolution_to_everyday_work.aspx
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そこで次のような課題が考えられます。これら2つの領域を橋渡しする役
割、例えば「チーフ・ピープル・アナリスト」や「チーフ・ピープル兼データ・サ
イエンティスト」のような役職が必要になることはないでしょうか。あるいは
このような職責を2人の異なるエグゼクティブ、例えば「チーフ・データ・オ
フィサー」と「チーフ・ピープル・オフィサー」にそれぞれ分担させた方が効果
的か、またそれをいつ実施すべきかも検討した方がよいかもしれません。

テクノロジーと人財のバランスについての議論を今主導することで、リー
ダーは、テクノロジーに精通しながらも、人間を中心に据えたチーフ・ピー

プル・オフィサーの役割の形成に貢献することができます。組織は、人財
マネジメントのリーダーが自分のどのスキルを最も高める必要があると考
えているかを特定する方策を講じることができます。例えば、データに関
する迅速なアップスキリングが、リーダーシップやその他の重要なソフトス
キルのトレーニングを補うのに役立つかどうか、あるいは、ネガティブな感
情にスポットライトを当てたり、意見の分かれる社会政治的問題を議論
するなど、組織内で繊細な社会問題や感情問題に取り組む自身の能
力にエグゼクティブは大きな不安を感じているかどうかなどです。

チーフ・ピープル・オフィサーが各タスクにかける時間の増加および減少の割合

組織全体のリーダーシップ、ネットワーキング、 
リレーションシップ・マネジメントの遂行

CEOへのサポート、コーチングと助言

新たな人事手法のイノベーションを 
推進するための研究と実験

人事部門からのインプットを通じた 
事業戦略の策定

組織文化の計測・構築・保護、 
コアバリューのビジネスへの組み込み

変革や変化の推進と、将来への準備

データ、ピープル・アナリティクス 
および人員予測への従事

コンプライアンスや規制に関するプロセスへの従事

チームとコア人事機能のマネジメント

組織代表業務、ソートリーダーシップの実践

8.3%
6.8%

12.8%
11.4%

9.2%
8.3%

11.1%
10.7%

10.0%

9.1%

10.3%

10.2%

10.7%
12.0%

11.8%
9.1%

9.8%
9.3%

8.0%
8.1%

-1.5%

-1.4%

-0.7%

-0.4%

-0.3%

+0.3%

+0.1%

+1.1%

+1.3%

+2.7%

現在かけている時間 将来かけるであろう時間 +/- 変動
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3 https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Skills/

近い将来においては技術習得の必要性がメインですが、遠い将来を
見据えれば、根本的なヒューマンスキルに焦点を当てた人財マネージ
メントエグゼクティブの役割が重要になります。

未来のチーフ・ピープル・オフィサー像の中に浮かび上がった「技術への注
力」と「人への注力」の二面性を踏まえ、エグゼクティブが今後最も重要
だと考えるコンピテンシーとは何か、我々には疑問が湧きました。どのスキ
ルが未来のCPOにとっての優先事項か、また、ハードとソフトのスキルの
優先順位に差異はないのか。もし、CPOの役割が技術か人のどちらか
に重点を置くように分岐した場合、つまり、この２つの領域をトレードオ
フの関係と見なした場合、企業はこの２つの能力を組み合わせることで
得られる機会、例えば、データを使って人間中心の方法で人々の行動
を形成することを重視するエグゼクティブ職を創設する機会を失う可能
性があります。技術的な能力と社会情緒的な能力を組み合わせること
に重点を置いたトップマネジメントのポジションを用意することは、仕事の
未来の課題を乗り切る上で特に有益であると思われます。

この調査では、エグゼクティブが将来のチーフ・ピープル・オフィサーを想像
し、チーフ・ピープル・オフィサーが成功するために重要な10のコア・コンピ
テンシーを予測しました。コンピテンシーは、米国労働省が提唱する職
業に求められるさまざまなスキルの枠組み3 を踏まえ、以下の5つの中核
的なカテゴリーにわたります。

技術的なコンピテンシー： 
データおよびピープル・アナリティクスの理解、 
HRテクノロジーの知見

社会情緒的なコンピテンシー： 
リーダーシップ、共感力、感情的知性

複雑な問題解決のコンピテンシー： 
実験と学習のマインドセット、クリエイティブ思考

システムコンピテンシー： 
リスクマネジメント、システム思考・分析

リソースマネジメントのコンピテンシー： 
財務管理、時間管理

この調査では、エグゼクティブを2つの異なる時間軸のいずれかにランダム
に振り分け、チーフ・ピープル・オフィサーが将来どのように時間を費やす
かをそれぞれのグループに予測してもらいました。ランダムに振り分けられ
た片方のエグゼクティブのグループには、CPOは5年後の近未来にどう時
間配分しているか、もう一方のグループにランダムに振り分けられたエグ
ゼクティブは20年後の遠い未来にCPOがどう時間配分しているかをそれ
ぞれ想像いただきました。

1

2
3
4
5

https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Skills/
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各スキルを「非常に重要」または「極めて重要」と評価したエグゼクティブの割合（時間軸別）

データおよびピープル・アナリティクスの
理解

HRテクノロジーの知見

リーダーシップ

共感力と感情的知性

実験と学習のマインドセット

クリエイティブ思考

リスクマネジメント

システム思考と分析

財務管理

時間管理

90.0%
83.8%

85.5%
86.7%

98.3%

85.0%

88.3%

81.7%

78.3%

76.7%

66.7%

75.0%

87.1%

83.4%

85.5%

87.1%

74.2%

82.3%

71.0%

64.5%

エグゼクティブが最も重要だと考えるコンピテンシーは、短期的な視点か
長期的な視点かによって異なるでしょうか？

人財マネジメントに必要なスキルのトップはどちらの時間軸でも「リーダー
シップ」でした。近未来を想像したエグゼクティブの98.3%、遠い未来を
想像したエグゼクティブの87.1%が、このスキルを非常に、または極めて
重要と答えています。

今後5年の近未来を想像して、エグゼクティブが、リーダーシップに次い
でエグゼクティブに重要なスキルとして挙げたのは、「データとピープル・

アナリティクスへの理解」（90%）、「実験と学習のマインドセット」
（88.3%）、「HRテクノロジーへの理解」（86.7%）でした。しかし、
20年後のもっと遠い未来を想像したエグゼクティブでは、ヒューマンスキル
の重要性がさらに高くなりました。「クリエイティブ思考」がリーダーシップと
並んで必要スキルのトップに浮上し（87.1%）、これに「実験と学習の
マインドセット」（85.5%）、「HRテクノロジーへの理解」（85.5%）
が続いた後、ようやく「データとピープル・アナリティクス」（83.8%）が登
場します。

5年後 20年後
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4 https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/leadership-and-navigation/pages/creativity-in-hr.aspx

エグゼクティブは、5年後ではなく20年後の未来を想像したとき、 
ヒューマンスキルに高い優先順位をつけました。

創造性が非常に重要、 
または極めて重要と回答した 
エグゼクティブの割合が

5.4%増加
しました。

データおよびピープル・アナリティクスの理解が 
非常に重要、または極めて重要と回答した 
エグゼクティブの割合が

6.2%減少
しました。

「人と、その人が勉強したこと、その人ができることについて創造性を持って考えることが

必要だと思います。『誰もが4年制大学に行くわけではない』と創造性を持って言えるこ

とも大切です。型にはまっていない経歴に注目するのは、優秀な人財を見つける素晴

らしい方法です」

— Ken Cooper, Chief Human Resources Officer, Bloomberg： 
CPOにとっての創造性の大切さについて

現在と将来の時間の使い方の変化率が比較的小さいことからも明らか
なように、チーフ・ピープル・オフィサーは、将来における自らの役割の変
化を驚くほど安定的なものとして想定しています。これは、役割の変化
が、現在一般に想定されているよりも漸進的である可能性を示唆して
います。しかし、エグゼクティブが最も大きな変化と最も小さな変化を予
想した分野を見ると、現在と未来のCPOの間にいくつかの重要な相違
点があることがわかります。

このことは、エグゼクティブがより遠く未来を見通すに従って、チーフ・ピー
プル・オフィサーの役割の中核的と目されるスキルも変化することを示し
ています。例えば、エグゼクティブがより将来を見据えるほど重要度が高
まるスキルの1つとして、「クリエイティブ思考」、つまり「創造性」が際立っ
ています。より遠く未来を見通すに従って、創造性が非常に、または極
めて重要と回答したエグゼクティブの割合は5.4%増加しました。

社員の経験向上や優秀な社員の採用に関する新手法であれ、戦略
やソートリーダーシップの深掘りであれ、チーフ・ピープル・オフィサーは、創

造性を発揮することで、仕事の未来における差し迫った課題に対する
革新的な解決策を設計できます。4 しかし、これらのスキルがどの程度
重視されるかは、エグゼクティブがどれだけ先まで未来を見通すかによっ
て異なるかもしれません。近い将来だけに焦点を当て続けると、エグゼク
ティブは、一見緊急性のより高そうに見える技術面のアップスキリングに
集中し、仕事の未来においても引き続き重要な、より人間的なスキル
から目を離してしまう危険性があります。

変貌し続けるチーフ・ピープル・オフィサーの役割における技術と人財の
二面性を考えると、この調査結果はとりわけ高い意味を持ちます。組
織が短期的な視点に立てば、人財マネジメントのトップを技術やデータ
重視の方向に向かわせる可能性が高いことをこの結果は示唆していま
す。しかし、より長期的な戦略を立てる組織は、より人間中心的な方
向へCPOの役割を発展させるかもしれません。例えば、社会的・感情
的コンピテンシーを重視するエグゼクティブの採用に力を入れるかもしれ
ません。

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/leadership-and-navigation/pages/creativity-in-hr.aspx
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未来の人財マネジメントのエグゼクティブに必要な能力のうち、5年後、
20年後にかかわらず、最も重要性が低いとエグゼクティブが考えたの
は、リソース・マネジメントのスキルでした。2つの時間軸平均で、財務
管理および時間管理を将来的に非常に、または極めて重要と回答し
たエグゼクティブの割合はそれぞれ68.0%と69.7%にとどまりました。こ
の結果は、従来のリソースの「マネージャー」としてのチーフ・ピープル・オ
フィサー像から、技術やデータへの関心と、人財、文化、変化への関心
のバランスを求められる新しい役割像への移行を改めて浮き彫りにして
います。この移行は、チーフ・ピープル・オフィサーをはじめとする人財マネ
ジメントのリーダー的役割の将来について再考する際に特に重視され
るべき点です。パンデミックによってこの役割が脚光を浴び、プロセスでは
なく、より人に焦点を当てた役割の再定義を模索する組織が増加して
いるためです。5

エグゼクティブがどこまで人財マネジメントの将来を見据えるかにより、ど
こまで焦点が定まったスキルを形成できるかが左右されます。人財マネ
ジメントのエグゼクティブが仕事の未来について考え、それに備える際、
自分たちが考えている時間軸を特に意識することが有益だろうと思わ
れます。今、何が重要なのかに対し、数年先の仕事の未来では何が
重要となっているだろうかと思いを巡らすのです。仕事の未来は目まぐる
しく変動しており、先に進めば進むほど求められるものが変わっていくか
もしれません。

5 https://www.strategy-business.com/article/Superhuman-resources-How-HR-leaders-have-redefined-their-C-suite-role

人財マネジメントのエグゼクティブの平均

86.9%
は、データとピープル・アナリティクスを理解することが、 

将来的に重要なコンピテンシーになると考えています。

https://www.strategy-business.com/article/Superhuman-resources-How-HR-leaders-have-redefined-their-C-suite-role
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社員のライフサイクルのさまざまな分野と、その分野が自動化される可能性が「非常に高い」 
または「極めて高い」と回答したチーフ・ピープル・オフィサーの平均的な割合を示す図表

74.6%
66.4%

55.7%

71.3%
65.6% 62.3%

50.8%

66.4%
58.2%

71.3%
66.4% 63.1% 61.5%

エグゼクティブは、社員の個人的なパフォーマンスに関する意思決定
にHRテクノロジーを使用することには消極的です。

テクノロジーとデータを理解することがエグゼクティブの重要なコンピテン
シーになりつつありますが、エグゼクティブもすべての人事実務やプロセス
でテクノロジーを駆使するとは限らず、ヒューマンスキルを置き換えられな
い領域も存在します。また、エグゼクティブは、社員のライフサイクルの特
定分野、特に社員の将来についての意思決定に焦点を当てた分野へ
のHRテクノロジーの活用をためらっていることがわかりました。

エグゼクティブがHRテクノロジーのどのような点に不安を感じているかを
知るために、調査では、社員のライフサイクルのさまざまな分野がテクノロ
ジーによって自動化される可能性について評価を求めました。

社員のライフサイクルの中で、エグゼクティブが自動化に最も不安感を示
したのは、社員の昇進（昇進の意思決定など）、社員の採用（採用
の意思決定など）、社員の評価（社員へのフィードバックなど）でした。

HRテクノロジーはエグゼクティブの業務遂行に役立つとはいえ、チーフ・
ピープル・オフィサーが時間を費やす業務のすべての中核になるとは思え

ません。人財マネジメントの実践とプロセスのある側面でテクノロジーが
使えるからといって、それが使われるとは限りません。テクノロジーの活用
が可能であっても、エグゼクティブがそれを採用すべきと考える分野には
限度があります。昇進や採用、フィードバックなど、社員のパフォーマンス
に関する微妙な意思決定へのテクノロジーの採用はあまり進まないとエ
グゼクティブが考えているという事実は、重要な人事の決定には引き続
き人間味のあるタッチが必要なことを示しており、将来の人財マネジメン
トにおける人間的なスキルの必要性を浮き彫りにしています。

社員誘致 
（例： 

求人広告の 
作成と掲載）

社員の募集活動
（例： 

求職者の 
選考）

社員の採用 
（例： 
採用の 

意思決定）

社員オン 
ボーディング 

（例： 
入社時研修の 

実施）

社員の能力開発
（例： 

アップスキリング、 
リスキリング）

社員の業務設計
（例： 

社員の好みに 
合わせた 

仕事設計）

社員の昇進 
（例： 

昇進の決定）

社員の報酬 
（例： 

給与、賞与の 
決定）

社員評価 
（例： 

社員への 
フィードバック）

社員 
アセスメント 

（例： 
社員のパフォー 
マンス測定）

社員の経験 
（例： 

仕事への満足度、 
ウェルビーイングの 

向上）

社員の 
メンタルヘルス 

（例： 
ストレスレベルの 
モニタリング）

社員の離職
（例： 

リスクのある 
社員の特定）

50.8%
の人財マネジメント担当役員が、 
将来的に社員の昇進の判断に 

HRテクノロジーが使われるようになると 
考えている
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1

2

3

未来のチーフ・ピープル・オフィサーは、一方では技術やデータを理解し、他方では、特に文化や変
革の面で、人にかかわる仕事をするという葛藤に直面しています。CPOの役割の将来についての議
論は、役割が抱えるこの2つの側面を、組織においてそれぞれどの程度優先するべきかという点に焦
点を当てるべきです。

見据える将来が遠ければ遠いほど、よりソフトスキルがチーフ・ピープル・オフィサーの役割の中枢的
地位を占めます。これは、逆に短期的な視点に立てば、テクノロジーがCPOの役割の大半を占める
可能性があることを示唆しています。

社員のパフォーマンスについての意思決定に関連する人事機能は、HRテクノロジーの活用が最も
進まない分野と見られており、この分野では人間味のあるタッチが必要なことを示しています。

まとめ
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2. 未来の働き方を 
実現するための、 
社員感情への取り組み
社員の感情を理解し、改善することは、健康的で生産的な仕事の未来を築く上での鍵となります。しかし、多くの企業は感

情とその効果を測定することを怠り、その重要性から予想されるほどには、感情を改善するための方策を講じていません。

今回のパンデミックは、仕事において社員の感情がいかに重要であるか
を改めて世界に示しました。このような流れから、人財マネジメントがス
ポットライトを浴び、人財マネジメントのエグゼクティブは、社員のメンタル
ヘルスや感情・心理的なウェルビーイングに対しての責任をますます負う
ようになってきています。6 したがって、前記の結果から明らかなように、
CPOの役割がより人々と社会情緒的能力を重視するように変化する
につれ、組織の人々が抱く感情をエグゼクティブが理解しマネージする必
要性も高まっています。しかし、リーダー層にとって重要な社会的・感情
的コンピテンシーの1つである「職場における感情」にリーダー層がどのよう
に対処できるかは、ほとんどブラックボックス状態に留まっているのが現状
です。

何十年もの間、感情は仕事の達成を妨げる要因であり、ビジネスから排
除するのが最善であると考えられてきました。例えば、1921年に学者の
マックス・ウェーバーは、理想の会社は 「すべての公式業務から愛と憎し
み、その他すべての感情的要素を排除することに成功している」と書いて
います。近年になってようやく、組織がハピネス活動などを通じて、感情を

プロセスや業務に取り入れるようになりました。しかし、最近の研究による
と、職場における感情の改善については、世界はまだ発展途上にあるこ
とが示唆されています。例えば、米国の14,500人以上の社員を対象に
した最近の調査によると、社員は仕事中に興奮、感謝、満足、誇りなど
の感情を感じたいと言っているにもかかわらず、現実には退屈、ストレス、
不満、疲れなどの感情も感じていることが分かっています。7 ウェルビーイ
ングを育み、社員の生産性とパフォーマンスを向上させるためにリーダーが
取り組むべき課題として、職場における感情のギャップがあります。

リーダーが職場で感情の力をコントロールする方法に関する研究では、
実際にコントロールすることが有益であるとされています。例えば、感情
についての感性がより優れた上司は、社員の感情を向上させることで、
職場の創造性やイノベーションをより大きく育みます。8 特に、パンデミッ
クのような危機的状況では、リーダーは、社員がネガティブな感情をマ
ネージし、悪影響を相殺する努力を支援する重要な役割を担っていま
す。9 しかし、職場での感情に対処するために、組織内でどのような手
法やプロセスが採用可能かについては、あまり知られていません。

6 Phil Abinus (2021), 「世界メンタルヘルス・デーがこれらのトップ人事リーダーに意味するもの」“What World Mental Health Day means to these top HR leaders.” https://hrexecutive.
com/what-world-mental-health-day-means-to-these-top-hr-leaders/

7 https://ycei.org/emotion-revolution-in-the-workplace-1
8 Zorana Ivcevic, Julia Moeller, Jochen Menges, and Marc Brackett (2021). 「上司の感情的に優れた行動と社員の創造性」“Supervisor emotionally intelligent behavior and 

employee creativity.” Journal of Creative Behavior.
9 Lauren Howe and Jochen Menges (2021), 「リーダーよ、恐れずに恐怖や不安を語れ」“Leaders, don’t be afraid to talk about your fears and anxieities”. ハーバード・ビジネス・レビュー

（デジタル版）。

https://hrexecutive.com/what-world-mental-health-day-means-to-these-top-hr-leaders/
https://hrexecutive.com/what-world-mental-health-day-means-to-these-top-hr-leaders/
https://ycei.org/emotion-revolution-in-the-workplace-1
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14,500人以上
の米国人社員を対象にした調査によると、 

社員は職場で興奮や感謝、満足、誇りを感じたいと思っているにもかかわらず、 

退屈、ストレス、不満、疲労を感じていることがわかりました。

感情の枯渇、ストレス、燃え尽き症候群の危険性をはらみつつも、仕
事を通じてインスピレーション、目的、充実感を得ることが期待される時
代において、チーフ・ピープル・オフィサーは、ウェルビーイングとパフォーマン
スを悪化させる負の感情に効果的に対処し、逆にそれらを高める正の
感情を促進するために、どのような行動を取ることができるでしょうか。本
調査では、人財マネジメントのエグゼクティブが、社員の感情に対して、
自社でどのような具体的な解決策を実施しているか、また、どこに改善
の余地があるのかを明らかにすることを目指しました。

この調査により、エグゼクティブは社員の感情が職場に与える重要な
影響力を認識していることが明らかになりました。しかし、この結果は同
時に、感情が仕事の成果に重要であることを認識しているにもかかわら
ず、多くのエグゼクティブが、社員が職場でどのように感じているかを把握
し、変えようとする手段を取っていないことも示しています。社員のウェル
ビーイングに焦点を当てた仕事の未来を実現するために、エグゼクティブ
はまず社員の感情を測定し、その感情をより良い方向に変化させること
に焦点を当てた方策とプロセスを作る必要があります。

人々が職場でどのように感じているかは、企業の中核的な目標に関
連しています。

過去数十年間、職場における感情に関する科学的な研究により、社
員の忠誠心や定着率の向上、欠勤や離職の減少、創造性や革新性
の育成、生産性やパフォーマンスの向上など、リーダーが仕事で気にかけ
ることすべてを感情が支配していることが明らかになっています。10 また、
感情は、リモートワークの増加など、新しい働き方における生産性にも関
係しています。11 社員の気持ちを高めることは、より効果的に仕事を達
成させることにつながり、社員だけでなく、企業にとっても、仕事の未来に
おいて多くのメリットをもたらします。しかし、人財マネジメントに携わるエグ
ゼクティブは、このような感情の側面を認識しているのでしょうか。

重要なことに、調査は、チーフ・ピープル・オフィサーが、感情が仕事の成
功に果たす重要な役割を認識していることを明らかにしました。エグゼク
ティブは、社員が職場でどのように感じているかを改善できれば、社員の
生産性向上に最も大きな効果が得られると回答しています。社員が職
場でより良い気分になることは、ビジネスにとっては過度な目標である、
あるいは「あれば嬉しい」ものという歴史的に普及した考えとは対照的
に、エグゼクティブは職場での感情の向上が企業の主要な目標にとって
重要であると認識しています。また、パンデミック勃発以降、社員の健康

10 Neal M. Ashkanasy and Alan D. Dorris (2017)、「職場における感情」“Emotions in the Workplace.” Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior.

11 Lauren Howe and Jochen Menges (2021), 「リモートワークについてのマインドセットが在宅勤務の感情や生産性を左右する：パンデミック時の知識労働者の縦断的研究」“Remote work 
mindsets predict emotions and productivity in home office: A longitudinal study of knowledge workers during the Covid-19 pandemic.”Human-Computer 
Interaction.
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生産性を高めるには、 
感情が最も重要
社員が職場で持つ感情を改善した場合に、自分の組織が享受
すると考えられるメリットの上位3つをエグゼクティブに選択いただき
ました。エグゼクティブが選択可能な選択肢のリストには、職場にお
ける感情を改善することで得られる効果として、研究によって証明
された6つの効果（創造性と革新性の向上、忠誠心と定着率の
向上、適応力と変化への対応力の向上、社員の健康増進、欠
勤率の低下、生産性とパフォーマンスの向上）を載せました。

チーフ・ピープル・オフィサーが選んだメリットの第1位は「生産性とパ
フォーマンスの向上」で、68.9%のエグゼクティブが上位3つのメリッ
トの1つとして選んでいます。3番目に多く選ばれたのは「創造性と
革新性の向上」で、51.6%のエグゼクティブがトップ3に選んでいま

す。これらは、「忠誠心と定着率の向上」（44.3%のエグゼクティ
ブが上位3位に選択）、「欠勤率の低下」（16.4%のエグゼク
ティブが上位3位に選択）といった他のメリットよりも上位にランクイ
ンしています。エグゼクティブは、職場における感情の改善は、単に
企業にとって望ましくない結果を回避する（例えば、社員を出社
させる）ためだけでなく、社員が職場に着いてからの仕事のアウト
プットの質と量に目に見える影響を与えるものと捉えています。エグ
ゼクティブはまた、社員の健康とウェルビーイングを促進するために、
感情の改善が果たす役割を認識しています。53.3%のエグゼク
ティブが、社員の健康増進を、職場での社員感情を改善すること
のメリットの上位3つに挙げています。

社員の職場での感情を改善することで得られる上位の効果。

生産性とパフォーマンスの向上

社員の健康増進とウェルビーイングの推進

創造性と革新性

忠誠心と定着率の向上

欠勤率の低下

がますます注目される中、エグゼクティブは、社員の健康促進を図る上
で、感情が果たす重要な役割も認識していました。

しかし、このように職場での感情が重要視されるようになっても約半数
のチーフ・ピープル・オフィサーは、これを体系的に測定していません。

社員の感情を改善するために、各エグゼクティブの会社ではどのような取
り組みをしているのか聞きました。エグゼクティブには、社員の感情を改
善するために企業が用いる可能性のある10の戦略を選択肢として与
え、その中から勤務先の会社が社員の職場での感情を改善するために
実際に行っていることを選択いただきました。

・ ハピネスやウェルビーイングなど、感情に焦点を当てたプログラムを 
実施する

・ 社員の感情に責任を持つ担当者またはチームを指名する 
（例：ハピネス・マネージャー）

・ 社員から望ましい感情をよく引き出すための業務の設計 
または改変を実施する

・ 社員がどのように感じているかを定期的に測定し、フィードバックする
・ マネージャーやリーダーに社員感情に対する責任を持たせる
・ 望ましい感情を創出するオフィス空間を提供する
・ 望ましい感情を生み出す仕事以外の機会（社会活動など） 

を提供する
・ 組織文化を望ましい感情と協調させる
・ 社員の感情面のスキルを査定する
・ 感情面のスキルについての社員研修を実施する

68.9%

53.3%

51.6%

44.3%

16.4%
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社員が職場でどのように感じているかを改善 
するために企業が用いる最も一般的な手法は、 

社員がどのように感じているかを定期的に測定し、
フィードバックを提供することですが、 

これを実行していると答えたのはわずか 

51.6%
でした。

40.2%
のエグゼクティブが、自社でハピネス、 

ウェルビーイングや、その他感情、変革推進、 
文化醸成やピープル・アナリティクスに 

フォーカスしたプログラムを実施していると 
回答しています。

エグゼクティブが採用した手法で最も多かったのは、「社員感情を定期的
に測定し、フィードバックする」でした。しかし、それを実践していると答えた
エグゼクティブは51.6%にとどまりました。エグゼクティブの勤務国別に見
ると、感情を測定するのは米国が最も多く（71.4%）、一方メキシコ
（35.7%）、日本（40.0%）、スイス（42.9%）が最少でした。

社員の感情が仕事の成果に関係することは、科学的に証明されていま
す。しかし企業は、社員の感情が自社のパフォーマンスにどのように影響
しているかを理解するために、それを定期的に測定しているでしょうか？
調査では、社員の感情が成果にどのような影響を与えるかを勤務先の
組織で定期的に測定しているかどうかをエグゼクティブに尋ねました。社
員の感情が自社の成果（社員のパフォーマンスなど）にどのように影響

するかを追跡していると答えた企業は、わずか30.3%でした。感情が仕
事にとって重要であるという事実を実証しない限り、企業は感情を見過
ごし、感情がもたらすポジティブなメリットを自社でどのように活用できるの
か、理解を深められないリスクがあります。

自社でまだ行っていない場合は、仕事の未来のための感情の測定を
チーフ・ピープル・オフィサーとして体系的に始める必要性があることをこ
の調査結果は物語っています。何事も改善するには、まず現状を把握
し、特に必要な部分をどう改善するかを決めなければいけません。感情
を測定することは、仕事の未来のために、感情を、ひいては社員の経験
やウェルビーイングを改善できるようにするための最初のステップです。

各戦略を自社で採用しているエグゼクティブの割合

ハピネスやウェルビーイングなど、 
感情に焦点を当てたプログラムを実施する

社員の感情に責任を持つ担当者またはチームを指名する 
（例：ハピネス・マネージャー）

社員から望ましい感情をよく引き出すための業務の設計 
または改変を実施する

社員がどのように感じているかを定期的に測定し、 
フィードバックする

マネージャーやリーダーに社員感情に対する 
責任を持たせる

望ましい感情を創出するオフィス空間を提供する

望ましい感情を生み出す仕事以外の機会 
（社会活動など）を提供する

組織文化を望ましい感情と協調させる

社員の感情面のスキルを査定する

感情面のスキルについての社員研修を実施する

40.2%

18.0%

23.0%

51.6%

49.2%

45.1%

32.8%

32.0%

21.3%

0%
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12 Paulo N. Lopes (2016)、「 組織におけるエモーショナル・インテリジェンス：研究と実践の橋渡し」“Emotional Intelligence in Organizations: Bridging Research and Practice.”Emotion 
Review; Kotsou, I., Mikolajczak, M., Heeren, A., Grégoire, J., & Leys, C. 2018. 「エモーショナルインテリジェンスの向上：既存研究の系統的レビューと今後の課題」（Improving 
Emotional Intelligence: A Systematic Review of Existing Work and Future Challenges）Emotion Review,

社員の感情面のスキルを査定し、または社員がさらにそれを伸ばす
手助けをしようとする企業はほとんどありません。

エグゼクティブが職場における感情を改善するために活用する戦略とし
て、感情の測定に続いて最も多く挙げられたのは、「マネージャーやリー
ダーに社員感情に対する責任を持たせる」ことであり、49.2%のエグゼ
クティブが自社でそのための措置を講じていると回答しています。次に多
かったのは、「望ましい感情を創出するオフィス空間を社員に提供する」
で、45.1%のエグゼクティブが自社でこの戦略を採用していると回答し
ています。「ハピネスやウェルビーイングなど、感情に焦点を当てたプログラ
ムを実施している」と答えたエグゼクティブがで40.2%でこれに続き、つい
で「望ましい感情を生み出す仕事以外の機会（社会活動など）を提
供する」が32.8%の企業で実施されています。

逆にさほど採用されていなかった例は「社員の感情に責任を持つ担当
者またはチームを指名する」で、採用している企業は18.0%にとどまって
います。とは言え、今回の調査結果では、いくつかの興味深い事例が浮
かび上がってきました。例えば、あるエグゼクティブは自社が、ウェルビーイ
ングを醸成するためのトレーニングを受けた「メンタルヘルス・チャンピオン」
を創設し、ウェルビーイングを促進するアプリの活用を開始したことを紹
介しました。また、別のエグゼクティブからは、自社が社員のエンゲージメ
ントを促進するために、社員感情を測定することを任務とする「エンゲー
ジメント・カタリスト」を設けたという話もありました。

自社で社員の感情面のスキルを査定していると答えたエグゼクティブは
26名（21.3%）と少数にとどまりました。最も使われていない戦略
は、「感情面のスキルについての社員研修を実施する」でした。かかるト
レーニングのメリットが各種研究調査で示されているにもかかわらず、自
社で社員の感情面のスキルについてのトレーニングを行っていると答えた
エグゼクティブはいませんでした（0.0%！）。12

「すべては社員の体験から始まります。ウェルビーイングに焦

点を当てるのは最優先事項です。これには、身体的なウェル

ビーイングはもちろんのこと、精神的、経済的、社会的なウェ

ルビーイングも含まれます」

— David Henderson, 元Group Chief Human Resources 
Officer, Zurich Insurance Group

「私たちの組織では、社員の感情やエンゲージメントに幅広

く取り組むために、『エンゲージメント・カタリスト』という社員グ

ループを創設しました」

- HR長、「未来のチーフ・ピープル・オフィサー」調査における 
匿名回答者
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社員の感情面のスキルを査定していると答えた 

人財マネジメントのエグゼクティブは

21.3%
にとどまり、情緒的スキルについて社員に研修を施している 

としたエグゼクティブは0.0%でした。

近年、幸福感（ハピネス）に関する取り組みが盛んに行われるように
なったことから13、仕事の世界はすでに感情に対処していると考える傾
向もありますが、今回の調査結果は、職場の感情に関して、いかにまだ
大きな向上余地があるかを示しています。雇用やトレーニングの方法を
変えることから、組織の中で人々が一緒に何を行うか、どのような仕事
を創出するか、どのようなデータを収集するかまで、感情を組織のプロセ
スに埋め込む必要があります。組織のあらゆるレベルで感情に効果的に
対処する、すなわち「組織的感情的知性」というこの考えは14、今後数
十年の間に社員の感情にもっと効果的に対処することによって、より人
間中心的になることを志向する企業にとっての道標になり得ます。

人財マネジメントのエグゼクティブの役割として、組織内の人々がどのよう
に感じているかを重視することがますます重要になってきている中、人財
マネジメントのエグゼクティブが職場における社員の感情に対処し始める
ために、取り得るいくつかの行動を調査結果は明らかにしています。

「感情が仕事にとっていかに重要であるか、そして企業がそれ

に関していかに社員をサポートしていないかを考えると、社員

がより良く感情と付き合えるようにするための企業の新しいソ

リューションが緊急に必要と考えられます。ビジネスをいかにデ

ジタルに変えるかだけでなく、いかに感情面で変えるかについ

てもイノベーションを起こす必要があります」

— Dr. Jochen Menges, Chair of Human Resource 
Management and Leadership and Director of the Center 
for Leadership in the Future of Work, University of Zurich

13 https://www.strategy-business.com/article/How-to-create-happier-employees
14 Jochen I. Menges (2012)、 「組織的感情的知性 ： 理論的基礎と実践的含意」 “Organizational Emotional Intelligence: Theoretical Foundations and Practical Implications.” 

職場における感情の経験と管理（組織における感情の研究、第8巻より）（Experiencing and Managing Emotions in the Workplace （Research on Emotion in Organizations, Vol. 8）） 
Emerald Group Publishing Limited

https://www.strategy-business.com/article/How-to-create-happier-employees
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2
3

エグゼクティブは、仕事で結果を出すには感情が重要であることを認識しています。

仕事における感情の重要性が認識されているにもかかわらず、多くの企業では感情を測定してお
らず、企業における社員の感情面のスキルのトレーニングは意外なほど行われていません。

「エンゲージメント・カタリスト」のような、職場における社員の感情管理に特化した革新的な役職を
設ける企業もあります。

まとめ
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3. 人財不足の危機を 
リターンシップで解決する
人財不足がクローズアップされる中、チーフ・ピープル・オフィサーは、優秀な人財を自社に採用する方法について、ますます

関心を高めています。同時に、多様な人財を採用することも課題となっています。リターンシップのような職場への再組み入

れプログラムは、チーフ・ピープル・オフィサーが優秀な人財にキャリア中断後の職場復帰を促すのに有用です。しかし、これ

らのプログラムに対する誤解が、企業の採用を妨げている可能性があります。

パンデミックが男女平等に与えた影響に、社会不安や社会問題への
関心が加わり、ダイバーシティとインクルージョンが仕事の未来の重要な
テーマとして浮上しています。未来の人財マネジメントのエグゼクティブ
は、ダイバーシティを育むために、具体的にどのような行動をとればよいの
でしょうか。本調査では、具体的な解決策の一つとして、キャリアを中断
した異なる社会集団が再び職場に復帰する「リターンシップ」について検
討しました。

COVID-19の危機では、育児の選択肢の少なさから、女性が労働時
間の短縮と離職を余儀なくされ、驚くべき速さで女性を労働力から退
出させました。The Washington Post紙の調査によると、パンデミック
の最初の年だけで、世界中で約5,400万人の女性が労働力から追い
出されたそうです。15 国際労働機関（ILO）の予測によると、2021
年には、労働力人口中の女性の就業割合は男性の68.6%に対し
43.2%にとどまり、25%以上の格差が生じるとされています。16 すでに
存在する不平等を悪化させるこのジェンダーギャップの拡大を考慮する
と、女性の再就職を支援するプログラムは、企業が将来の仕事の世界
において多様性と包括性を維持するために不可欠です。

リターンシップは、この課題に取り組むプログラムです。リターンシップは、
一旦キャリアを中断したプロフェッショナルが再び職場に復帰できるよう、
有給の職場実習、スキルや知識の集中リフレッシュ機会、ネットワーキン
グ、コーチング、メンターシップなどを織り交ぜて提供するものです。一度
会社を辞めた優秀な女性が再び同じ分野で活躍することを目的とした
ものが、金融・専門サービス業界で特に多く見られます。例えば、コンサ
ルティング会社のCapgeminiでは、2年から10年の間キャリアを中断
した人を対象に、6ヶ月間のプログラムを用意しています。Mastercard
は、パンデミックによって多くの人が仕事を追われたことを認識し、4ヶ月
間のリターンシッププログラムの対象を、COVIDの時期に1年以上キャ
リアを中断した人にも広げました。Amazonは、リモートワークを通じて
プロフェッショナルを職場とAmazonの企業文化に再度融合させるため
に、16週間のバーチャルリターンシップを提供しています。育児のために
数年キャリアを中断していたプロフェッショナルの女性にとって、このような
リターンシップの機会はキャリアを再スタートさせる上で重要な意味を持
ちます。

15 https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/coronavirus-women-work/
16 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_813449/lang--en/index.htm

https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2021/coronavirus-women-work/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_813449/lang--en/index.htm
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しかし、これらのプログラムは、育児を終えて仕事に復帰する女性だけに
とどまらず、広く活用可能です。育児休業を取った男性だけでなく、成
年扶養家族の介護のためにキャリアを中断したすべての成年労働者な
ど、家庭の事情でキャリアを中断した他のプロフェッショナルのグループに
もメリットがあります。また、介護以外の理由でキャリアを中断した人、例
えば病気でキャリアを中断した人、旅行やボランティア活動に集中するた
めにキャリアを中断した人、パートナーのキャリアを優先して海外に移住
し、帰国後にキャリアを再度追求したい「トレーリング配偶者」、収監さ
れていた人などにもリターンシップは拡大可能です。これらのグループには
比較的未開発の人財プールが含まれており、今後数十年でますます難
しくなる熟練労働者の獲得と維持への貢献が期待されます。

リターンシップの概念をさまざまな熟練労働者グループに拡大すること
で、企業は想像力の幅を広げ、人財探しがますます難しくなる時代に、
優秀な労働者をいかに採用するかについて創造的に考えることができる
ようになります。

多くのエグゼクティブが、一度キャリアを中断したプロフェッショナルを
再び職場に復帰させるためのプログラムを提供していると言っていま
す。しかし、プログラムのターゲット層は異なっています。

1. 育児を終えて復帰した母親、2. 育児を終えて復帰した父親、 
3. 介護を終えて復帰した成人、の3グループに対して、復帰を支援す
るプログラムを用意しているかという質問について、エグゼクティブに回答
を求めました。この質問では、リターンシップについては特に言及せず、こ
の3グループの職場復帰をサポートするあらゆる種類のプログラムについ
て回答を求めました。

母親の職場復帰を支援するプログラムを会社が提供していると答えたエ
グゼクティブは68.9%であったのに対し、父親の場合は56.6%と12.3
ポイント低くなっています。また、介護のために休職した社員が復帰する
ための制度があると答えたエグゼクティブは、わずか40.1%でした。

この数字は、一般的にリターンシッププログラムが稀であることを考えると
驚きです。例えば、2016年以降、100社以上の企業と協力してリター
ンシップの実施を支援してきたNPO法人Path Forwardは、米国でリ
ターンシッププログラムを提供している企業は合計150～200社程度と
推定しています（同社のクライアントと、リターンシッププログラムを提供し
ているとPath Forwardが認定したその他約60社を含む）。17

母親を職場復帰させるための支援を行っている 

と答えたエグゼクティブは68.9%であったのに対し、 

成年扶養家族の世話をした後に復帰する労働者に対して 
同様の支援を行っていると答えたエグゼクティブは 

わずか40.1%と28.8%も少なく 

なっています。

17 https://www.pathforward.org/return-work-programs-around-us/

https://www.pathforward.org/return-work-programs-around-us/
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人財マネジメントのエグゼクティブの 

13.1%
が、育児や介護以外の理由でキャリアを中断した人の職場復帰を 

支援するプログラムを提供していると答えています。

育児休業をとった女性の職場復帰を支援するプログラムを提供してい
ると回答したエグゼクティブが4分の3近くいたことは、企業が確かに母親
の職場復帰を支援する何らかの施策を実施している証左ではあります
が、そのプログラムがどの程度充実しているか、経済的、社会的、能力

開発などどのようなサポートを行っているかは不透明です。リターンシップ
は、こうしたさまざまなサポートを一つのプログラムに組み込むことで、女
性やその他のグループの復職をより体系的に、より広範囲に支援する方
法を提供します。

「Path Forwardでは、100社の雇用主と協力し、リターンシップやその他の職場復帰プログラムを通じて、600

人以上の職場復帰を実現しています。平均して、職場復帰者の80%が当該企業の正社員として雇用され、さ

らに多くの人が他の職場での職を探しています。これは、雇用者と職場復帰者の双方が、こうしたプログラムによっ

て恩恵を受けることを示すものと考えています。雇用者は、長期に定着する人財を確保できます。当社プログラム

の卒業生には勤続5年、6年の者もいます。一方、職場復帰者も自信とスキルを身につけ、キャリアの長期にわ

たって役立つサポートシステムを手に入れることができます。私たちは、キャリアを積むにつれて、昇進し、新しいポ

ジションに就いた多くの人たちと喜びを共にしてきました」

— Tami Forman, Chief Executive Officer, Path Forward
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自社が異なるグループに対してリターンシップ制度を設けていると回答した 
女性エグゼクティブと男性エグゼクティブの割合

74.3%

60.0%
67.4%

55.8%

68.9%

56.6%

45.7%
39.5% 41.0%

33.3%

23.3% 26.2%

母親向けプログラムを提供 父親向けプログラムを提供 成年扶養家族向けプログラムを提供 3つのグループ全てを対象とするプログラムを提供

調査では、この3つの育児・介護者グループ以外にも、職場復帰支援
プログラムを提供しているグループがあれば、言及するようエグゼクティブ
に求めました。しかし、他のグループを挙げたエグゼクティブは13.1%にと
どまりました。挙げられたグループは、長期病気休暇や兵役、長期勤続
休暇から復職するプロフェッショナルなどでした。

この調査結果は、異なる種類のグループを対象としたリターンシップの普
及度や採用意欲にばらつきが生じる可能性を示唆しています。親を対
象としたプログラムに比べ、成年扶養家族の介護のためにキャリアを中
断した労働者の職場復帰を特に支援するプログラムはまだ珍しく、これ
はこの問題がエグゼクティブの目にさほど留まっていないためと思われま
す。エグゼクティブがリターンシップを通じて人財のソースとして活用できる
熟練労働者のグループは、他にも多く存在します。

調査への回答者のうち、女性エグゼクティブは、3つのターゲットグループ
すべてに対してプログラムを提供している割合が男性エグゼクティブに比
べ10ポイント高くなっています（女性エグゼクティブ33.3%対男性エグ
ゼクティブ23.3%）。このことは、女性エグゼクティブの方が、リターンシッ
プでメリットを得られるグループについて、より広い目で見ていること、ま
た、男性エグゼクティブにリターンシップの意義をより深掘りさせるための、
世の中からのより強い呼びかけが必要なことを示唆しています。

リターンシップは、復職者個人や採用した企業以上に、社会の役に
立つものと捉えられています。

育児・介護を終えた成人の再就職を支援するプログラムがどの程度、
1）復帰者のキャリアの見通しを向上させ、2）プログラムを実施する組
織にメリットをもたらし、3）社会的にプラスの影響を与えるかについてエ
グゼクティブに評価を依頼しました。

「リターンシップは、企業にとって未開拓の優秀な人財プールから採用する素晴らしい手法である

だけでなく、ワークフォースと社会全体に持続的なインパクトを及ぼします」

— Dr. Patricia Widmer, Programme Director Open Enrolment and Diversity, 
University of St. Gallen

女性エグゼクティブ 男性エグゼクティブ 合計
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育児・介護を終えた社員を職場に復帰させるプログラムが 

復帰者のためになると考えるエグゼクティブは

3分の1以下

「リターンシップは社会的に大きなプラス効果がある」と41.0%のエグ
ゼクティブが答えた一方で、「リターンシップは組織にとって大きなメリッ
トがある」は36.9%、「リターンシップは復帰者本人にメリットがある」は
29.5%にそれぞれとどまりました。リターンシップは社会善には寄与する
が、求職者やプログラムを主催する企業に最終的には利益をもたらさな
いという、リターンシップに関するいくつかの思い込みを解消することが、リ
ターンシップの採用促進には必要なのかもしれません。

未曾有の失業率の中、リターンシップのようなプログラムは、社員が、自
分は応援されており、長期的な仕事を確保するために必要なスキルを
身につけていると、自信を持って復職できるようにする体系立った手法を

提供します。このようなプログラムを本格的に普及させるためには、グロー
バルなマインドセット改革を行うことが望まれます。具体的には、リター
ンシップを、企業の中核的な目的に資するもので、復職者の長期的な
キャリアにプラスのインパクトを与え、社会にも好影響をもたらすプログラ
ムと捉えられるようにします。

また、リターンシップ制度が定着していく中で、多様な優れた人財を復
職させるために、どのようなグループの人財を制度の対象とするかを検討
することも重要です。リターンシップは、エグゼクティブが非典型的なキャリ
アを歩んできた高いスキルを持つ人財を活用する道を開き、人財獲得
競争に勝つための創造性の源となる可能性があります。



29未来のチーフ ・ ピープル ・オフィサー（CPO）
仕事の世界の進化に伴う、 人財マネジメントのトップの役割の変化とは

1

2

3

まとめ
プロフェッショナルのワークフォースへの復帰を支援するプログラムは、主に親、特に母親を職場に
戻すことに重きを置いています。

女性のエグゼクティブは、より広い視野でどのグループを人財として採用するかを考えており、母親、
父親、成年扶養家族の介護者という3つのグループすべての育児・介護者の職場復帰を支援する
プログラムを提供する傾向が高くなっています。

エグゼクティブの視点から見たリターンシッププログラムのメリットは、専ら社会への貢献であり、職
場復帰を目指すプロフェッショナルやプログラムを提供する企業にとってのメリットに対する評価が過少
になっています。
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人を重視する 
「仕事の未来」
パンデミックによって、仕事の世界に横たわる人間的な課題への取り組
みが、一層急務になっています。これらの課題を考察し、それに備えるこ
とを求める強い勢いのある現在は、今後数十年にわたり仕事の世界を
より人間本位で、強靭かつインクルーシブなものに作り替える絶好の機
会でもあります。世界のリーダーたちがポジティブなニューノーマルを生み
出す戦略を考える中、人財マネジメントのエグゼクティブは、企業とその
最も貴重な資源である社員にとって、より良い仕事の世界を作るために
重要な役割を果たすことができます。

「未来のチーフ・ピープル・オフィサー」の調査結果は、仕事の未来におい
て、組織をより人間中心にするための3つの重要な課題を明らかにして
います。

第一に、仕事の世界で目まぐるしく変化する要請に対応するために、
チーフ・ピープル・オフィサーの役割はどのように変化しているのでしょ
うか。調査では、技術やデータを理解することと、変化をリードし文化や
価値を育むことを含む人財面の重要課題をマネージすることの両方の
要請に、バランスを持って応えられることが、人事担当のエグゼクティブ
が考える理想の「未来のチーフ・ピープル・オフィサー像」であることが示
されました。しかし、変化する技術に対応するという短期的なニーズの
結果、チーフ・ピープル・オフィサーがハードスキルを重視し、創造性など
長期的に重要となるソフトスキルの必要性を見落とすリスクがあります。
CPOの役割をさらに発展させるためには、組織として、技術への注力と
人への注力を、どの程度まで人財マネジメントのトップの役割として育成
するか、あるいは組織内のさまざまなエグゼクティブに分担させるかを明
示的に検討することが望まれます。

テクニカルスキルと社会的感性スキルの両方が組織の将来を担う一部
として評価され、エグゼクティブの役職に反映されることが、仕事の未来
の課題をうまく乗り切るために不可欠です。

また、「テクノロジーでは解決できない人財マネジメント面の問題は何
か」や、「人間のスキルが最も必要とされるのはどこか」を把握しておくこと
が、今後の人財マネジメントにおいてテクノロジーとデータの力を適切に
活用し、依然として人間の手が不可欠な領域を見極めるための鍵とな
ります。

第二に、人財マネジメントのリーダーシップにおいて、社会的・感情的
コンピテンシーへの注目が高まっていることを踏まえ、人財マネジメン
トのエグゼクティブは、ストレスが多く不確実な仕事の世界において、
社員のウェルビーイングをよりよくサポートするために、どのような具
体的行動を取ることができるでしょうか。CPOの役割が、企業文化の
維持と社員のサポートにより重点を置くようになるにつれ、エグゼクティブ
は、どのような手法やポリシーがその助けとなるかを把握する必要があり
ます。特に、社員の感情のマネージが枢要なコンピテンシーです。エグゼ
クティブが仕事の生産性などの面に感情が及ぼす重要な影響を認識し
ているにもかかわらず、多くの企業では社員の感情を測定するためのプ
ロセスが確立されていないことが本調査で明らかになりました。また、社
員の感情が職場の重要な成果にどのように影響するかを体系的に記
録している企業は、3分の1以下にとどまっています。

このようなプロセスを確立することが、企業が自社における感情面の状
況を把握し、それをどのように改善できるかを知る鍵となります。職場に
おける社員の感情を向上させるために、あまり使われていないと思われ
る手法もあります。例えば、職場における社員のウェルビーイングを促進
するための方策としての、社員が感情をうまくコントロールするための具
体的なトレーニングの実施は稀で、感情をマネージする責任は専らマ
ネージャーやリーダーが負っているように思われます。

より優れた感情的知性やその他の中核的な感情面のスキルの社員研
修プログラムが有益であるという証左が増えるにつれ、社員が感情面の
ウェルビーイングを自らの手で実現できるようアシストすれば、社員だけで
なく、そのマネージャーやリーダーに対してもどれだけのメリットがあるか、企
業が再考することが望まれます。
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仕事の世界の進化に伴う、 人財マネジメントのトップの役割の変化とは

第三に、男女間格差の拡大が危惧される中、人財マネジメントの
リーダーは、どうすればダイバーシティとインクルージョンを醸成する企
業文化を創り出すことができるのでしょうか。CPOが取り組むべきもう
一つの重要な人間中心の課題は、特にパンデミックによって女性が労
働力から追い出されている中で、組織にさまざまな背景を持つ人々が
含まれるようにすることです。今回の調査は、パンデミックによって職を
失った何百万人もの女性など、労働市場への参画度が低位にとどまっ
ているグループをワークフォースに復帰させるための方策として、リターン
シップの有望性を指摘しています。しかし、調査は同時に、リターンシップ
プログラムとその対象グループについてもっと幅広いビジョンを持てるにもか
かわらず、プログラムは主に人口統計学的グループとしての親に焦点を
当てていて、リターンシップの応用についての想像力が時に限定的であ
ることも明らかにしています。

リターンシップは、激化する人財争奪戦に対するクリエイティブなソリュー
ションとして、育児に限らず何らかの理由でキャリアを中断しているさまざ

まな優秀なプロフェッショナルを採用する機会を創出します。リターンシッ
プのプログラム拡大は、正規雇用を目指すこれらのグループの人々だけ
でなく、彼らを雇用する企業や社会全体にも利益をもたらす可能性が
あります。

仕事の未来における人間中心の企業を想像すると、共感性、思いや
り、包括性、多様性、柔軟性、適応性、エビデンスベースドといった資
質で表現される企業を思い浮かべます。このような人間中心の未来の
仕事の世界に到達するための重要な第一歩は、企業がこれらの資質
を持つことを可能にするために、人事機能を積極的に再考し、再設計
することです。人財マネジメントのリーダーたちは、仕事の世界が劇的に
変化する中で、人を中心に据え、テクノロジーとデータを思慮深く活用
する未来への道を切り開くことができます。




