Big Data Helps Bust the Top Three Myths of Employee Engagement and Leadership

ビッグデータで
社員エンゲージメントと
リーダーシップの
3 大 通念を打ち破る
エンゲージメントによる生産性促進に寄与するための
世界的な社員エンゲージメント状況に関する洞察
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専門の心理学者と研究者からなる学際的チームが IBM Smarter
Workforce Institute の特色です。Smarter Workforce Institute はロ
ンドンとミネアポリスに拠点を置き、人的資本管理のあらゆる側
面にわたる綿密な世界的かつ革新的研究開発プログラムを監督し
ています。
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要旨

より少ないものを用いて大きな成果をあげる（小から大をなす）という考え方は、様々な分野に
広く浸透しています。労働力の分野も例外ではありません。世界銀行は 2012 年の世界の GDP
（国
内総生産）成長率を 2.3% と推定し、2013 年も緩やかな成長が続くと予測しました（The World
Bank, 2013）
。この成長の大半は、人的側面が牽引しています。2011 年から 2012 年の間に 90%
の諸国で、生産性つまり国民 1 人当たりの GDP が上昇しました（IMF World Economic Database,
2013）
。1993 年以来、社員 1 人当たり収益の CAGR（年複利成長率）は 3.2% となっています
が、これに対し、売上原価当たり収益や投下資本当たり収益はほとんど成長していません（CEB,
2013）
。こうした事実は、ほとんどのリーダーが承知していること、すなわち企業（および国）
は既存の社員を使ってより多くの成果をあげられるはずだということを示しています。次第に社
員エンゲージメントは、それを通して組織の高業績達成を実現するための基本的な要素と見なさ
れるようになっています（IBM, 2013）
。社員エンゲージメントの向上に伴って、成果も向上する
のが組織本来の姿です。
本報告書では、これまでに構築された極めて大きな社員調査データベースの 1 つに基づいて、世
界的な社員エンゲージメント状況に関する洞察を紹介します。これらの洞察は、エンゲージメン
トによる生産性促進への道筋を示す助けとなります。
今回はビッグデータを駆使して、社員エンゲージメントとリーダーシップに関する通念に疑問を
突きつける 3 つの主要調査結果を特定しました。
•
•

•

社員エンゲージメントは低下していない。ほぼ全ての国の一般的な報告書と異なり、
Smarter Workforce Institute のビッグデータは、2012 年に社員エンゲージメントが 2010 年
および 2011 年の両年と比べて上昇したことを示しています。
人は会社で入って、上司で会社を辞める。人が上司で（会社を）辞めるという言葉を裏付
けるビッグデータはありません。上司は、社員のエンゲージメントと定着を支える上で重
要な役割を果たしていますが、それを独力で行えるわけではありません。シニア・リーダー
が、過去 5 年にわたり常に社員エンゲージメントの最重要推進力であったもの—すなわち、
組織の未来について、やる気を起こさせるビジョンを伝えることと、社員の信頼感を呼び
起こすこと — を進んで提供する必要があります。
経済危機に責任を転嫁しない。経済的混乱のさなかにあった 2009 年には、2008 年と比較
して、信頼感を呼び起こし、共通のビジョンに向けて社員にやる気を起こさせるシニア・リー
ダーの能力がより高く評価されました。2010 年および 2011 年には、
評価は全般に横ばいか、
あるいは実際に向上しました。リーダーに対する信頼が大きく揺らいだのは、危機から 3
年が経過した 2012 年だけでした。さらにシニア・リーダーは、成熟、安定した市場、経済
的に厳しい市場でも、同様の評価またはより高い評価を受けました。これらのデータが示
唆しているのは、シニア・リーダーのパフォーマンスに対する認識が低いことを説明する
ために、経済危機を口実にしてはならないということです。

本報告書では、上記通念を打ち破る洞察の根拠を共有するほか、組織の成功に向けた社員エンゲー
ジメントの促進に果たすリーダーの役割に関する有益な解説も示します。企業が成功を収めるた
めには、社員が職務遂行、革新、成果促進に取り組まなければなりません。本報告書は、重要度
の低いもの — 経済情勢や直属の上司 — から注意をそらし、重要度の高いもの — ビジョナリー・
リーダーシップ — に注意を集中することによって、社員エンゲージメントを事前対処的に管理
して将来の生産性向上を図る組織の役に立つことが期待されます。

3

4

An IBM Smarter Workforce Institute Report

本稿で示すビッグデータによると、世界的な社員エンゲージメン
トはかなり強く、またますます強まっています。それにもかかわ
らず、報道記事やコンサルティング会社各社の報告書を読むと、
全く異なる結論に帰着します（Zenger, 2013）。近年、他社から実
際に公表された結論の中には、次のようなものがあります。
•
•
•
•

米国の労働者の 30% しかエンゲージ（関与・貢献）してい
ない（Gallup, 2013）。
世界の労働者の 11% しかエンゲージしておらず、27% は積
極的にエンゲージしていない（Gallup, 2010）。
世界では、社員の 40% が消極的または積極的にエンゲージ
していない（AONHewitt, 2013）
。
世界各地では、労働者の 22% ～ 42% がエンゲージしてお
り、11% ～ 24% がエンゲージしていない（BlessingWhite,
2013）。

これらの報告書の結論は、そもそも十分に大きなデータソース
に依拠したものではない可能性があります。Smarter Workforce
Institute の分析によると、社員エンゲージメントの見通しは改善
しており、自社で社員調査を行ってエンゲージメントを戦略的優
先事項にしている企業の場合は特に見通しの明るさが増していま
す。社員エンゲージメント 1 は世界的に向上しており、多くの国で
労働者のやる気や意欲が高まっているのです。
本 報 告 書 で 使 用 し た デ ー タ ソ ー ス は、WorkTrends ™ 調 査 と
WorldNorms データベースの 2 つです。
•
•

WorkTrends は年次世界調査です。2012 年には、複数の国・
業種・組織の社員 3 万 3,000 人以上を対象に調査を実施し
ました。
WorldNorms は、以下からの調査データを収録している IBM
のデータベースです。
– 数百の組織
– 2010 年から 2012 年にかけて収集した 1,400 万件以上
の社員の意見
– 社員数 100 人から 30 万人超（平均 2 万人）の企業
– 20 業種、215 カ国
– 7 億 2,500 万件超の調査回答

WorkTrends では、平均的社員の経験を垣間見ることができます。
一方の WorldNorms では、エンゲージメントを戦略的優先事項に
しているリーダーの配下にある社員の経験の全容を見ることがで
きます。これら 2 つの独立した情報源を併用することによって、
社員エンゲージメントの状況に関する Smarter Workforce Institute
の結論も強化されています。

「社員調査を実施した組織は、実施しな
かった組織よりエンゲージメント・レ
ベルが平均で 20 ポイント高くなりま
した。」

社員の話に耳を傾けることの効果

このビッグデータ分析の結果を図 1 に示してあります。他社の公表
資料とは異なり、世界各地で IBM が調査した組織の社員（2008 年
～ 2012 年まで毎年、平均 450 万人の社員を調査）の 70% がエンゲー
ジしており、エンゲージしていない社員はわずか 12% にとどまりま
した（図示していません）。
図 1 に示した結果はまた、社員の話に耳を傾けて労働力を監視する
ことの効果と防衛力とを浮き彫りにしています。社員調査を実施し
た組織は、実施しなかった組織よりエンゲージメント・レベルが平
均で 20 ポイント高くなりました。調査を実施するなどして社員の
話に耳を傾けてエンゲージメントを優先事項にすると、プラスの効
果が生まれることは明らかです。また、調査の実施方法も重要なよ
うに見受けられます。IBM の調査方法で社員調査を実施した組織（た
だし、IBM と調査を実施したとは限らない）は、IBM 以外の調査方
法で社員調査を実施した組織より、平均的な社員エンゲージメント・
レベルがさらに 3 ポイント高くなりました。

図 1：毎年の世界的な社員エンゲージメント・レベル
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図 1 のトレンド・ラインからは、もう一つの重要な調査結果が見て
取れます。すなわち、過去 5 年にわたり、IBM のクライアントの社員
エンゲージメント・レベルは、他社のクライアントと比べてはるか
に安定的に推移しています。同じ期間に他社のクライアントの社員
エンゲージメントは 5 ～ 9 ポイント上下していますが、IBM のクラ
イアントは最も大きく変化した 2008 年から 2009 年の間でもわずか
3 ポイントの変動にとどまっています。
社員エンゲージメントにとって最も重要なことに対処すると、エン
ゲージメントを醸成できるだけでなく、外部からの潜在的な悪影響
の阻止にも役立つことをデータは示唆しています。本報告書では後
ほど、企業がそうした流れに逆らって社員のためにより堅実で実り
多い経験を生み出すことを可能にした社員エンゲージメントの主要
促進要因を考察します。

IBM は社員エンゲージメントを、「組織の成功に貢献することに対する社員のモチベーションの高さ、および組織の目標を達成する上で重要な任務を遂行するために自発的に努力しようとする意欲の
強さ」と定義しています。IBM の社員エンゲージメント指数は、社員の誇り、満足、コミットメント、支持を評価しています。
1
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10カ国中9カ国で社員エンゲージメントが向上

世界的に見ると、2012 年のエンゲージメント・レベルは、比較的安定
か上昇のいずれかでした。世界各地の社員からは、2012 年のエンゲー
ジメント・レベルが 2010 年と比較して向上したとの報告がありました。
特に IBM のクライアントでは歓迎すべきことに、2009 年以来の最高エ
ンゲージメント・レベルへの回復が実現しました。こうした明るい展
望は各国の詳細な考察でも見られ、社員エンゲージメントは世界のほ
とんどの国で向上しています。
社員 900 万人以上 2 からの調査回答のビッグデータ分析は、一部の国
における 2010 年から 2012 年にかけての国別社員エンゲージメント・
レベルを示しています（図 2）。図 2 の各国 2 列目の欄は、対 2010 年
比による 2012 年の社員エンゲージメントの増減（ポイント）です。こ
こで示した 20 カ国のうち、2010 年から 2012 年の間にエンゲージメ
ントが低下した国は 3 カ国だけでした。その 3 カ国のうち 2 カ国は、1
ポイントという最小限の低下にとどまりました。世界のほぼ全ての調
査対象地域では、社員エンゲージメントのスコアが上昇しており、一
種の喜ばしい世界的な流行とでも言うべき状況となっています。
これらの結果を複合的に見れば、「過去最低のエンゲージメント・レベ
ル」といった主張の正当性が問われることとなります。何と言っても、
これらの結果は世界中の社員 900 万人以上の意見を代表するものだか
らです。

図 2：一部の国における社員エンゲージメントの変動（2010
～ 2012 年）
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人は会社で入って、上司で会社を辞める

ビッグデータで打ち破る 2 つ目の通念は、「人は会社で入って、上司
で辞める」という古い言い回しです。社員の直属の上司こそが社員
のエンゲージメントと定着の一番の責任者であると考えているリー
ダーは、大きな間違いを犯しています。直属の上司やスーパーバイ
ザーが直接的にも間接的にもエンゲージメントに影響を与えること
ができるのは確かなことですし、上司を理由に実際に会社を辞める
社員がいるというのも本当のことですが、IBM のデータによると、
社員のエンゲージメントや定着の促進に与える上司の影響は、他の
要因と比べてはるかに小さいことが分かっています。実際のところ、
社員エンゲージメントの主要促進要因のいくつかは、シニア・リー
ダーの行動に直接関係しています。
図 3 で示しているのは、多くの組織で逸話的に判明している証拠で
す。人は主に、自分自身や会社に明るい未来が望めないと思ったと
きに会社を辞めます。多くの場合、その他の給与、ワークライフ・
バランス、直属の上司による処遇といった要素は二次的です。この
表を読み解く際の注意点は、これを個別の組織の個別の社員に当て
はまるものと見なしてはならないということです。個別企業内で個
別職種の離職の原因を特定するためには、個別の分析を実施する方
が賢明です。このデータが示しているのは、組織全般に見られる一
般的な傾向です。

図 3：離職意思を決定づける要因
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2010 年に調査した社員 428 万人と 2012 年に調査した社員 490 万人
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さらに、社員エンゲージメントが落ち込んでいるという話はとても
信じられません。ほとんどの社員はエンゲージしたい、張り切って
会社のことや仕事、毎日の通勤をしたいと思っているはずです。結
局、証拠が示すところによれば、エンゲージメントを促進するため
に使用される調査に対し、社員は自発的に意見を述べています。IBM
のクライアントの 2012 年の社員参加率は平均で 80% を超えました。
そのことからも、慢性的にエンゲージしていない社員が大量発生し、
彼らなりの考えを共有したがるなどということは、理にかなってい
るとは思えません。

* 離職意思への相対的な影響は、2012 WorkTrends ™データの分析に基づいています。離職
意思は、「転職を考えることはめったにない」と「向こう 12 カ月以内の退職を真剣に考え
ている」に対する合計平均回答数から測定しました。数値は、離職意思を説明する各要因の
相対的な重みを示しています。段階的回帰分析と相対的影響（相対的重み分析によって測定）
を用いて、要因を特定しました。
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「組織の成功を促進するためには、やる
気を起こさせるミッションに力を傾注
できるリーダーの能力が不可欠です…」

シニア・リーダーによる未来ビジョンがエンゲージメントを促進する

社員の定着という枠を超えて、社員をエンゲージさせることは生
産性と組織の業績にとって極めて重要です。ここでもまた、上司
は重要ではあるものの、最も重要な促進要因ではありません。ク
ライアントの調査を見渡してみると、年ごとに社員エンゲージメ
ントとの関係が最も強いトピックを特定することができます。こ
れらのトピックがエンゲージメントの「促進要因」と見なされて
おり、エンゲージメントの向上はこれらのトピックの向上と関係
がありそうです。Smarter Workforce Institute の広範なクライアン
トに対する調査により、組織が社員エンゲージメントの促進要因
に対処すると、それに伴い社員エンゲージメントも向上すること
が明らかになっています。さらに、エンゲージメントとの関係が
希薄なトピックに対処したときには、それに伴うエンゲージメン
トの向上も小幅にとどまることが確認されています。エンゲージ
メントの促進要因は、職場環境で社員エンゲージメントを支援・
強化できるものは何かを理解するための最善の方法の 1 つです。
エンゲージメントの主要な促進要因を定義するために、よく使用
される項目と各項目の社員エンゲージメント指数との統計的関係
に着目しました。関係（相関性）が最も強い項目を上位にしました。
項目はテーマと整合しており、図 4 にそれぞれの相対的な順位を
示しました。
図 4 で示したとおり、社員エンゲージメントの主要促進要因は過
去 5 年間ほとんど変わっておらず、リーダーによる未来ビジョン
が一貫して首位の座を占めています。組織の未来ビジョンの創出
と伝達に際して、リーダーの果たす役割は重要です。手短に言えば、
これは人任せにしてはならない社員エンゲージメントの促進要因
です。
対照的に図 4 の 5 年動向分析によれば、上司の対応能力が代表的
な社員エンゲージメントの重要促進要因ではないことも明らかで
す。上司が社員のエンゲージメントに非常に大きな影響力を持っ
ているという通念や言説とは裏腹に、上司ばかりがエンゲージメ
ントの促進に力を注いでも、エンゲージメントの大幅な向上は望
めそうにないことをデータは示しています。むしろ、社員エンゲー
ジメントにはるかに大きな影響力を持っているのは、意欲を起こ
させる確固たる未来ビジョンを伝えるエグゼクティブやシニア・
リーダーです。
一般に図 4 のランクは組織および業種全般に当てはまりますが、
いくつかの注目すべき例外があることに注意が必要です。例えば
小売業界では、社員の経験とその後の社員のエンゲージメントに
対して、上司がより大きな影響力を持っています。

図4：社員エンゲージメント促進要因の順位
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上司の対応能力が社員エンゲージメントの促進要因として上位では
なくても（図 4）、上司が重要ではあることを認識しておくことも大
切です。ますます多くの証拠から、悪いまたは「toxic manager（有
毒な上司）」（Reed, 2004）は社員の経験に深刻な悪影響を与え、実際
にエンゲージメントの減退を招きかねないことが確認されています。
そもそも、ランクされている促進要因の分析によれば、世界最高と
考えられる上司の中にも、思いどおりに社員を引き留めたりエンゲー
ジさせたりすることができない上司がいるのは明らかです。高度な
コミットメントやモチベーションの促進にあたっては、シニア・リー
ダーがかなり重要な役割を果たしています。
社員エンゲージメントに関連する行動計画の（ただ 1 人の実行者と
は言えないまでも）主要な実行者である直属の上司から、会社と社
員両方のために素晴らしい未来ビジョンを描き、模範を示して指揮
するシニア・エグゼクティブに焦点を移す必要があることをデータ
は示唆しています。こうしたビジョンを目指す社員の連携によって
組織の成功を促進するためには、やる気を起こさせるミッションに
力を傾注できるリーダーの能力が不可欠です。
リーダーのビジョン創出能力

分析をさらに一歩進めて、リーダーがどれほど効果的に将来のビジョ
ンを描き、伝えているのかを調べてみました。言い換えると、リーダー
が力を尽くしてエンゲージメントを促進しているか、それとも改善
の余地があるのかを検討したということです。

「未来ビジョン」という促進要因との関係が最も明白な、社員の同意
を問う次の 3 項目について分析しました。
•
•
•

私は、会社には素晴らしい未来があると思っている。
シニア・リーダーは、社員にやる気を起こさせる未来ビジョン
を伝えている。
私は、シニア・リーダーが会社のために正しい決定を下してい
ると信じている。

Big Data Helps Bust the Top Three Myths of Employee Engagement and Leadership

分析により、2012 年には地理的地域と業種全般にわたり、改善の余
地があることが明らかになりました。上記 3 つの項目では、会社の
前途、やる気を起こさせるビジョンを伝達するシニア・リーダーの
能力、シニア・リーダーが最善の決定を下していることへの信頼に
ついて、4 分の 1 から 3 分の 1 の社員が中立または否定的でした（図 5）。

社員に困難な時期を乗り越えさせて、それによってその後はさらに強
くなって浮上する可能性があることを社員に納得させたように思われ
ます。これは、2008 年から 2009 年の間に「人々にやる気を起こさせ
る未来ビジョンの伝達」が若干増加したこととも似ています。

さらに特筆すべき点は、図 5 に示した世界平均とトップ・パフォーマー
との格差です。トップ・パフォーマーは、当該項目のスコアが上位
十分位カット・スコア以上となった企業の好意的反応の割合スコア
の平均値を示しています。つまり、トップ・パフォーマーのラインは、
シニア・リーダーのパフォーマンスに改善の機会があること、3 項目
全てにわたり 17 ～ 18 ポイントの上昇が見込めることを浮き彫りに
しています。上述のとおり、そうした改善は通常、社員エンゲージ
メントの向上と連動しており、その社員エンゲージメントは多くの
場合、組織の業績の向上とも連動しています。

図6：5年間にわたるリーダーの未来ビジョン促進能力の動向
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しかしながら、安定的または若干上向きだったシニア・リーダーに
対する社員の見方も、2012 年になると変化し、未来ビジョンに関す
る 3 要素全てが低下しました（図 6 を参照）。最も注目に値するのは、
シニア・リーダーの正しい決定を下せる能力への信頼が、2011 年か
ら 2012 年の間に 69 パーセントから 64 パーセントに低下したことで
す。実際、2012 年は過去 5 年間の中で、3 つの項目全てが前年から
低下した初めての年となりました。
シニア・リーダーに対する社員の見方がこのところ低下しているこ
とは、深刻な懸念材料となる可能性があります。本報告書ではすで
に、社員エンゲージメントがリーダーの未来ビジョン伝達能力とい
かに強く連動しているかを示してきました。リーダーに対する社員
の認識が下降傾向にあるのだとすれば、それはこの先、社員エンゲー
ジメントが低下する前触れと言えるのかもしれません。

未来ビジョンの動向 — トラブルの兆しか

上記のようにリーダーの現在の能力も興味深いものですが、同時に
過去 5 年を振り返ってみると、今後 5 年間の潜在的な動向を特定し
たり、各種情報に基づく予測を立てたりすることができます。
リーダーのパフォーマンスについて過去の推移（図 6）を見てみると、
当時の経済的混乱にもかかわらず、シニア・リーダーに対する社員
の認識にはほぼ変わりのないことが分かります。2009 年には組織に
素晴らしい未来があるという認識が高まりましたが、それはおそら
く、当時の世界的金融危機によって、リーダーが存在感を高め、事
業の方向性について明確に発言するようになったためです。さらに、
組織がそうした困難な時期を生き延びたという事実は、リーダーが

長期ビジョンの重要性
ある世界的な組織では最近、その未来ビジョンに対する肯定的
な認識が経営幹部や取締役の間で低下していることが判明しま
した。それだけでなく、社員エンゲージメントも大幅に低下し
ていました（8 ポイント減）。さらに分析を進めたところ、シニ
ア・リーダーからの未来ビジョンに関するメッセージがごく短
期的なものになっていて、四半期単位の業績に重点を置いてい
ることが明らかになりました。それはやる気を起こさせる目標
よりも事業成績に関するメッセージで、確固たる未来ビジョン
を非常に効果的なものにできる個人的なつながりに欠けるもの
でした。
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本報告書ではすでに、会社の未来のためにやる気を起こさせるビジョ
ンを設定することが、社員エンゲージメントの過去 5 年間にわたる
典型的な主要促進要因であることを明らかにしました。しかし、リー
ダーの対応能力はより広範な経済環境の所産にすぎないと論じるこ
ともできるでしょう。そして、そうした主張が事実だとすれば、社員
のエンゲージメントに影響を与えるためにリーダーにできることは
ほとんどないということになってしまいます。何と言っても、より広
範な経済環境は、必ずしもリーダーが制御できるものではないため
です。この仮説を検証するため、様々な経済状況について国別にリー
ダーの認識の違いを分析しました。便宜上、また国別の公正な比較を
担保するため、1 つの期間（2012 年）からデータを抽出しました。
成熟市場における改善の余地

各国に目を向けると、特にシニア・リーダーのビジョン伝達能力に
は、また特に日本において、改善の余地があることが分かります。図
7 と 8 は、6 つの経済成熟市場における未来ビジョンの 3 要素に対す
る好意的反応の割合と標準化 3 スコアの両方を示しています。
一般的に、社員は組織の未来を最も肯定的に評価し、やる気を起こさ
せるビジョンを伝達するリーダーの能力を最も否定的に評価してい
ます。
相対的に見ると、成熟市場の社員は、やる気を起こさせるビジョンを
伝達するシニア・リーダーの能力を標準以下と考えています。しかし、
リーダーの意思決定への信頼と素晴らしい未来についての認識は、地
域によってまちまちです。日本は平均より低く、欧州各国（英国、ド

図7：成熟市場の未来ビジョン（好意的反応の割合）
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図8：成熟市場の未来ビジョン（標準化スコア）
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イツ、オランダ）はほぼ平均で、未来に対する信頼感が最も高いの
は米国とオーストラリアです。
より良い仕事をしている新興国市場のリーダー

新興国市場では、リーダーと未来についてより楽観的に見ています
（図 9 および 10）。新興国市場では、やる気を起こさせるビジョンを
伝えるシニア・リーダーの対応能力について、成熟市場で明白であっ
たものよりも幅広い標準化スコア（図 10）が確認されています。相
対的に見ると、新興国市場のリーダーのビジョンを関連づける方法
はより肯定的に見なされています。ただし、南アフリカを除いて相
対的平均を超えている国はなく、成熟市場の場合と同様に、リーダー
が未来ビジョンの表明にあたりより良い仕事をしている可能性が高
いことを示唆しています。
新興国市場の社員はさらに、成熟市場の社員よりもリーダーの意思
決定能力を深く信頼しており、また、会社には素晴らしい未来があ
ると考えている可能性も高くなっています。これらの項目について
は、2 つの成熟市場（米国とオーストラリア）のスコアも相対的平
均を超えていますが、新興国市場は各国とも平均を上回っており（図
10 を参照）、未来に対する信頼感の高さと楽観的な見方を示唆して
います。さらに、新興国市場では、特に南アフリカ、ブラジル、メ
キシコ、アラブ首長国連邦で、未来ビジョンに対する最も高い評価
が確認されました。

回答群または各国固有の偏りを説明するため、生の好意的反応の割合スコアを調整して各国の標準化スコアにしました。標準化スコアは、リーダーシップに関する 3 項目が肯定的意見のグローバル・ス
コアと比較してどのように変動するかを示しています。肯定的意見のグローバル・スコアは、特定の国における全項目およびテーマにわたる好意的反応の割合として推定されました。標準化評価では、ス
コア 50 が国の好意的反応の割合スコアの平均値です。50 を超えるスコアは平均的意見より肯定的な意見を示しており、50 未満のスコアは平均的意見より否定的な意見を示しており、いずれも各国固有
の偏りとは無関係です。
3
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図9：新興国市場の未来ビジョン（好意的反応の割合）
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ところが、その直観は間違っていたようです。図 11 と 12 は、全て
の逆境国において会社の未来に対する信頼感のスコアが平均以上で
あることを示しており、エジプトに至っては、この項目のスコアがど
の成熟市場国のスコアよりも高くなっています。これとは対照的に、
逆境市場の社員は、やる気を起こさせるビジョンを伝達するシニア・
リーダーの能力には、より批判的で、各国ともスコアが平均に達し
ていません。

図 11：逆境市場の未来ビジョン（好意的反応の割合）4
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図 10：新興国市場の未来ビジョン（標準化スコア）
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図 12：逆境市場の未来ビジョン（標準化）

54
52
50

平均

48

エジプト

46

スペイン

ギリシャ

44
42
40

会社には
素晴らしい
未来がある

シニア・リーダーは
やる気を起こさせる
ビジョンを伝えている

リーダーの
意思決定を
信頼している

好意的反応の割合

好意的反応の割合

56

平均

大打撃を受けた市場のリーダーは難局に立派に対処している

本報告書では新興国市場の検討に加えて、様々な理由からマクロ経
済状況を楽観視できないエジプト、スペイン、ギリシャの 3 市場に
も注目しました。この国のグループを「逆境市場」と呼びます。こ
れらの国のスコアは経済的により安定している国と比べて著しく低
くなることが直観的に予想されました。
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これらの国では、「私は、シニア・リーダーが会社のために正しい決定を下していると信じている」という項目に関する十分なデータが入手できなかったため、この項目を分析から除外しました。
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結論

「... リーダーは低い評価を
受けても、それを経済の
せいにはできません」

本報告書では、ビッグデータを利用していくつかの通念に新たな解釈
を加えました。今回の分析の結果、以下のことが明らかになりました。
•

しかし、これらのスコアは依然として成熟市場のスコアと同等か（ス
ペイン）、成熟市場のスコアを上回っています（エジプトとギリシャ）。
言い換えると、これらの国の社員はマクロ経済面で困難に直面して
いてもなお、シニア・リーダーを成熟市場のリーダーと同等以上に
評価しているということです。
これらの分析から得た最も注目すべき洞察は、極めて過酷な経済状
況をものともしないリーダーの対応能力の強靱さ（図 13 を参照）で
す。図 4 で示したように、経済的混乱のさなかにあった 2009 年には、
2008 年と比較して、信頼感を呼び起こし、共通のビジョンに向けて
社員にやる気を起こさせるシニア・リーダーの能力がより高く評価
されました。さらに、図 13 にまとめたように、逆境市場（ギリシャ
やスペイン）の社員は、より成熟した市場（米国やオーストラリア）
の社員に負けず劣らず、やる気を起こさせるビジョンを伝達するリー
ダーの能力に満足しており、組織の未来も信じています。
シニア・リーダーは自らの運命の支配者のようです。これは、激動の
時代に組織を統率するシニア・リーダーの努力が無駄にはならない
ということですから、シニア・リーダーにとっても社員にとっても
ありがたいことです。ただし同様に、リーダーは低い評価を受けても、
それを経済のせいにはできません。

図 13：成熟市場、新興国市場、逆境市場のビジョンおよび未
来に関する評価のまとめ
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•

•

社員エンゲージメントは、世間で解説者が言うほど悲惨な状況
に陥っているわけではありません。実際、当社のビッグデータ
分析の対象となった大多数の国では、2011 年から 2012 年の間
に社員エンゲージメントがわずかながらも向上しています。
やる気を起こさせるビジョンを伝達するシニア・リーダーの能
力は、社員エンゲージメントの促進要因です。これは一過性の
ものではなく、喫緊の対応が求められるものです。さらに、リー
ダーに対する社員の認識は、平均とトップ・パフォーマーとの
間で大きな開きがあります。平均的なリーダーには、やる気を
起こさせるビジョンを描き伝えることによって向上を図る大き
な機会があります。そうした行動はエンゲージメントの向上に
役立ち、ひいては組織の業績向上にもつながります。さらに、
シニア・リーダーに対する社員の認識の傾向を見ると、2012
年に懸念すべき落ち込みが確認されており、社員エンゲージメ
ント・レベルの将来的な低下の早期警戒信号となる可能性があ
ります。
シニア・リーダーは、社員の意見はその時代の経済状況に大き
く左右されると思っているかもしれませんが、少なくともリー
ダーに対する社員の認識について言えば、経済環境との相関は
ほとんどありません。実際、新興国市場や逆境市場のリーダー
は一般に、社員から成熟市場のリーダーより肯定的に評価され
ています。n
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WorkTrends と WorldNorms のデータについて
WorkTrends
WorkTrends は 1984 年に開始された研究プログラムです。現
在の形態による WorkTrends は、業種構成、職種、性別、年
齢、その他の組織および人口統計学的な変数においてその国
の労働人口を代表するサンプル従業員を対象に様々なトピッ
クについてオンラインで実施する調査です。ほとんどの国で
は調査対象者を社員 100 人以上の組織に常勤で勤務する成人
としています。経済規模が比較的小さいか、対象者に接触す
ることが難しい国では、この基準を社員数 25 人以上に引き
下げます。調査は、シニア・リーダーや直属の上司の対応能
力、評価、成長と育成、社員エンゲージメント、顧客志向、
品質重視、イノベーション、企業の社会的責任、職場の安全、
仕事のストレス、パフォーマンスの自信などを含む多岐にわ
たる職場の問題を網羅する 200 項目以上で構成されています。
2012 年には、33,000 人以上の社員を対象に調査を実施しま
した。
WorldNorms
WorldNorm のデータベースは、200 カ国以上に社員を擁する
企業 200 社以上から毎年収集してきた社員エンゲージメント
調査のデータを収録しています。これらの企業の規模は、社
員数 30 万人以上からわずか 200 人まで様々（社員数の中央
値は 6,000 人）です。現在のデータベースは、毎年約 500 万
人の社員から収集してきた 2 億 5,000 万件以上の回答を収録
しています。このデータベースには 736 以上の調査項目があ
り、社員エンゲージメント、企業戦略と社員の連携、変更管理、
コミュニケーション、報酬・給付、企業文化、ミッションと
価値観、顧客中心、多様性、受容、倫理と企業の社会的責任、
未来ビジョン、社員の成長と育成、革新、関与、リーダーシッ
プと上司の対応能力、パフォーマンス管理、評価、質の高い
製品およびサービス、安全性と物理的職場環境、チームワー
クと連携、リーダーに対する信頼、ワーク・ライフ・バラン
スを含む職場の様々な重要な問題を評価しています。
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