
People first. Or people false.
従業員を失望させていませんか？ 

2022年 アバナード グローバル ワークプレース調査
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概要 

世界中の企業が声をそろえて、 
「人」が最優先である、従業員は
最も大切な資産だ、と宣言してい
ます。 
しかし、それは何を意味するのでしょうか？ そもそ 
も「人」が最優先のワークプレースとは何なのでし 
ょうか？柔軟な働き方というだけではないことは確 
かですが、その範囲はどこまでなのでしょうか？

本調査レポートは、アバナードのグローバルワーク 
プレース調査の結果を要約したものです。特記しな 
い限り、150人の日本のビジネスリーダーを対象とし 
た調査結果を示しています。

厳しい結果が明らかになりました。

• 出だしは好調でした。すべての回答者が、自社は 
「人」が最優先であり、従業員体験（EX）の向上 
に関してしっかり取り組んでいる、と述べました 。

•  その後口調が変わり、矛盾が浮かび上がりました。
回答者たちは、約束を果たせなかったことを明らか
にしました。

• 現実は厳しいものですが、希望はあります。包括的な
ワークプレースへの取り組み（それがどのようなもの
か、以下に説明します）を通じて、約束と現実とのギ
ャップを埋めるための方策を講じています。

• そして、本当に興味深くなるのは、ここからです。この
包括的なワークプレースへの取り組みは、ビジネス、
および人々のため、回復力を向上させ、 
著しい成長をもたらします。

• 実際、この包括的ワークプレース モデルをマスター
した組織は、非常に大きな収益機会を得ています。

この機会がいかに大きいか、それをどのように
活用できるか、これからご説明します。

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？
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私たちが経験した超高速の変革は多くの結果をもたらしまし
たが、その中から核となる事実が浮かび上がってきました。 
それは、ビジネスが、これまで以上に「人」に依存している、
ということです。

「人」を最優先に考える未来の働き方

この「人」最優先の時代において、雇用者/従業員の力関係は、根本的に変わりました。そして、こ
れからも変化し続けます。しかし、多くの人はこの変化の大きさを実感していません。今の現実で
は、むしろ幻想に見えます。

それでは、「人」が最優先であることは、何を意味するのでしょうか？仕事の未来にどのような 関
連があるのでしょうか？そして、この、人を中心に据えたモデルを遂行できている組織には、どの
ような影響があるのでしょうか。

アバナードがVanson Bourne社に委託したこの調査は、2021年後半から2022年初めに、様々な業
界の2,100人のビジネス、IT、およびHR部門の上級意思決定者を対象として実施しました。本レポ
ートにおいては、特記しない限り、150人の日本のビジネスリーダーを対象とした調査結果を述べ
ています。

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？
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主な調査結果

データから浮かび上がったテーマとは?

「人」を最優先にすることについては、世界中の企業
が口先ではポジティブな発言をしています。

• 日本企業は、「人」を優先させることには、それなり
の覚悟 があるようです。回答者のほぼ全員（95% ）
が、自社では従業員体験を変革するための方策を講
じてきたと答えました。

• 同様の割合の回答者（100% ）が、従業員体験は、 
今後3年間重点分野であり続けると回答しました。 

• 従業員に優しいハイブリッドなリモートワークモデ
ルが広まっています。79%の回答者が、自社は現在
完全なリモート（21%）またはハイブリッド（58%）な
働き方モデルに取り組んでいる、もしくはテスト中だ
と答えています。 

しかし、問題があります。

彼らは、この「人」最優先の約束に真の意味では取り 
組めていないのです。 

• 半数以上（57%）が、従業員体験を向上させたり、 
従業員が必要とするものに、より簡単にアクセスす 
るためのアプリケーション エコシステムを整備す 
るための方策を講じていません。

• また、すでに述べたような「人」最優先の働き方 
モデルが成功と称されているのに対し、皮肉なこ 
とに64%の回答者が、すべての従業員に、どのように、 
いつ、またはどこで働くかの選択の自由を与える、 
柔軟な働き方を提供できていないと回答しています。

People first?                              
Or people false? 
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1 上位の企業とは、主要なビジネス指標（生産性、従業員維持、株式市場評価、顧客満足度、収益成長、コスト削減）において少なくとも何らかのプラスの効果が見られる可能性が高い組織と定義され、大多数は少なくとも1つの分野で10%以上の改善が見ら
れるとされています。最下位の企業は、ほとんどの分野で変化が見られないか、マイナスの影響を受けていると考えられ、わずかなプラスの変化（1～5%の改善）が見られるのは1つか2つの指標にすぎません。アバナードが12カ国・地域のグローバルな意
思決定者2,100人を対象に、Vanson  Bourne社によって実施された調査結果[2022年1月]。

主な調査結果
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WXが進んでいる企業とそうでない企業の差

「人」最優先の約束を達成するためには、IT、HR、および
ビジネス部門のリーダーが、一体となって協力し、対応
する必要があります。

75%の回答者が、過去12カ月間に、プラットフォーム、職
場、人材、プロセスにわたる、包括的なワークプレー ス
体験（WX）プログラムへの投資を増加したと回答しま し
た。

グローバルでの調査結果では、WXパイオニア企業（主
要なビジネス指標で上位の企業）1は、WXに”取り組んで
いるつもり”の企業（下位の企業）と比較して、人材の課
題への取り組みをより進展させているという結果が出て
います。

•	 ワークプレース、または従業員分析ソリューションの	
採用：WXパイオニア企業が52%に対し、WXに”取り組
んでいるつもり”の企業は25% 

•	 インテリジェントな、自動化された知識共有：WXパイ
オニア企業が45%に対し、WXに”取り組んでいるつも
り”の企業は25%

• クラウドワークプレース プラットフォームを通じた、
全社員対象のシームレスなコミュニケーションとコラ
ボレーション：WXパイオニア企業が46%に対し、WX
に”取り組んでいるつもり”の企業は27%

ギャップ：WXパイオニア企業と、WXに”取り組んでいるつもり”の企業の差

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？

52%

WX 
パイオニア

企業

ワークプレースまたは	
従業員分析ソリューションの	

採用

インテリジェントで自動化さ
れた知識共有

クラウドワークプレースプラットフォームによる	
全従業員へのシームレスなコミュニケーションと	

コラボレーション

WX 
パイオニア

企業

WX 
パイオニア

企業

WXに 
”取り組んで
いるつもり”

の企業

WXに 
”取り組んで
いるつもり”

の企業

WXに 
”取り組んで
いるつもり”

の企業

45% 46%

25% 25% 27%



WXへの取り組みによる影響

ビジネスと従業員のための大きなROI　

WXへの取り組みを行っている日本の組織は、ビジネス 
と従業員の両方を育てています。

回答者の99%が、過去12カ月間で、生産性、従業員定着 
率、収益成長率、市場シェア、顧客満足度スコア、コスト 
削減のような主要なビジネス指標の少なくとも１つで 
業績の拡大があったと回答しています： 

WXプログラムによって、平均して、過去12カ月間、主要 
な人材、より広範なビジネス業績基準において、著しい 
改善を示しました。

• 生産性が5.58%改善

• 従業員定着率が6.05%増加

• 顧客満足度スコアが5.91%上昇

• 株式市場の評価が5.60%上昇

• コストが5.74%削減

• 収益が6.00%成長

この収益成長は、6億2000万ドルの平均的な増加に相当します。2

生産性 +5.58%

従業員定着率 +6.05%

顧客満足度スコア +5.91% 

株式市場評価 +5.60%

コスト -5.74% 

収益 +6.00%

2 調査参加社企業が調査時に報告したグローバルでの年間売上高の平均に基づく平均売上増加額は9億1,900万ドル。調査時に参
加企業が報告した組織の平均年間収益（選択した収益範囲の中間値を使用）と、ワークプレース エクスペリエンス投資後の過去12
カ月間の収益への推定プラス効果の平均値を適用。ワークプレース エクスペリエンスへの投資後、過去 12カ月の収益への平均的
なプラスの影響を適用したものです

主な調査結果
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未来の働き方に向けたモデル　 
WXをマスターしている組織は、継続的な変化を受け
入れることができるだけではなく、未来の働き方に向
けて、より準備ができています。

• グローバルの調査結果によると、WXパイオニア企
業の72%が、自社は今後3年間のワークプレース体
験の変革に完全に準備ができている、と回答してい
るのに対し、WXに”取り組んでいるつもり”の企業で
は、わずか33%です。

• WXパイオニア企業は、既にハイブリッドな働き方へ
の取り組みを完了しています。WXパイオニア企業の
91%が非常に、または完全に確信しているのに対し
て、WXに”取り組んでいるつもり”の企業では、50%
でした。

主な調査結果

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？
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「人」最優先の約束、果たせていますか？
ギャップを理解する
1. 楽観主義と自信過剰は紙一重
単に楽観主義なのか、自信過剰であるかに関わらず、自
社が「人」最優先であると心から信じている企業がほと
んどです。こうした自社の進歩に対する過大評価は、理
想と現実のギャップが出現する理由の一つです。　

•	 日本の回答者全員が、自社はEXの変革のために対策
を講じており、今後12カ月間、および今後3年間も継
続すると回答しました。

•	 従業員重視の姿勢も、ワークプレース戦略を牽引し
ています。62%が、ワークプレースへの取り組みは、従
業員体験と人材戦略、または各従業員が直面してい
る独自の課題（役割や働く場所など）を勘案したもの
である、と答えています。

• 同時に、ハイブリッド、およびリモートワーク	モデル
の成功に関しては概して強気、むしろ強気すぎる傾
向があります。78%が、ハイブリッドな働き方の適切
なバランスを既に理解している、と確信していると回
答しています。

インサイト

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？



2．原因は多面的
例えば、64％の社員がいまだ働き方の選択の自由を与えられていないなど、苦しい現実がある一方で、 
組織は「人」を最優先とする包括的な従業員体験のコアの要因に対処できていないのが現状です。

の組織が、クラウドベースのプラット
フォーム、AI、または自動化を通じ 
て、ナレッジの管理と共有を簡素化
できていない。

の組織が、どこでも、どのデバイス
からでも、アプリケーションとデー
タへのアクセスを提供できる仮想
化されたワークプレース環境をま
だ導入できていない。

の組織が、自動化とAIを採用してワ
ークフローを簡素化 し、生産性と効
率性を向上させられていない。

の組織が、従業員の成長と能力開発
のために、リモートでも対面でも学習
できるようにできていない。

の組織が、クラウド ワークプレース プ
ラットフォームによる全従業員 
（現場ワーカー、オフィスワーカー、リ
モートワーカー）の円滑なコミュニケー
ションとコラボレーションをまだ可能
にできていない。

組織が、最前線や現場で働く従業員
と情報部門の従業員間の、従業員
体験の公平を達成できていない。

半数を超える組織が、従業員体験を
進化させる（および測定する）ための
インサイトを提供することができる、
ワークプレース分析ソリューションを
採用していない。

の組織が、どこをベースとしてい
ても、従業員が、安全に働くこと
ができるセキュリティモデルを採
用していない。

の組織が、従業員体験を向上するこ
とで、顧客体験にもよい影響をもた
らす機会を十分に利用できていな
い。

従業員体験、企業カルチャー文化変革プログラムが	
表面的である:

コアなビジネスプロセスやオペレーティング	モデル	
が、従業員が生き生きと働けるように構築されたもの
ではない:

ワークプレース	テクノロジーを活用して「人」最優先
の働き方モデルを可能にできていない:

インサイト

62% 62% 70%

53% 52% 60%

51% 45% 58%
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3. サイロ化による障害
ワークプレース戦略にサイロ化したアプローチで挑み、ビジネスケースに必要な予測力が欠如していると、 
「人」を最優先にするワークプレースを構築し、継続的に進展させることができません。

戦略のサイロ化に陥る

回答者の半数近く（46%）が、自社のワークプレース
戦略は、個別のプログラムに存在しており、別々のビ
ジネス機能によって推進されていると報告していま
す。これにより、ワークプレース戦略がサイロ化し、ワ
ークプレースの様々な要因に対応できなくなるリスク
が高まります。

予測のフラストレーション

ビジネスケースのコア要素を予測しようとする時、日
本の組織は、フラストレーションに直面しています。 
半数を超える（59%）回答者が、ワークプレース プロ
グラムの 成果を予測するのが難しいと言い、5分の2 
が（41%）、必要なコストを予測するのが難しいと考
え、これらをワークプレース戦略の課題のトップ3に挙
げています。その結果、半数近く（47%）が、ワークプ
レースプログラムへの予算を確保するのに苦労してい
ると回答しています。

”取り組んでいるつもり”のリーダーシップの落とし穴

過去12カ月間、グローバルのビジネス業績向上が最
も低い企業は、ワークプレース戦略が、ひとつの部門
によって主導されていました。これに対して、WXパイ
オニア企業では、2つのビジネス部門が戦略を構想
し、責任を取っていた、との傾向がみられました 

.
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4．WX = 「人」最優先主義
グローバルでの調査では、主要なビジネス指標におけるトップ企業は、「人」」最優
先のワークプレースの取り組みがより進んでいる様子がみられます。これらのWXパ
イオニア企業では様々な課題において取り組みがより進んでいます。 

従業員体験の課題
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ワークプレーステクノロジーの課題

作業プロセスとオペレーションの課題	

45%
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Pretenders

Simplified knowledge 
management and sharing 

through cloud-based platforms, 
AI and automation

52%

Pioneers

25%

Pretenders

Adopted workplace 
analytics solutions to 

improve their 
employee experience

49%

Pioneers

30%

Pretenders

Enabled blended 
remote and 
on-location 

learning programs

46%
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27%

Pretenders

Enabled seamless 
communication and 
collaboration for all 

employees via a cloud 
workplace platform

41%
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23%
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Enabled a virtualized 
workplace environment 

43%

Pioneers

9%

Pretenders

Started embracing virtual, 
extended or mixed   reality 

technologies 

48%
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35%

Pretenders

Enhanced their customer 
experience by tailoring 

their EX according to the 
nature of specific roles

34%

Pioneers

22%

Pretenders

Achieved parity between 
the frontline and 

information worker 
employee experience

45%

Pioneers

25%

Pretenders

Adopted intelligent and 
automated knowledge 

sharing to improve ways of 
working and adherence to 

core processes 

従業員体験を改善するた
め、ワークプレース分析ソ
リューションを採用した

クラウドワークプレース プラッ
トフォームを通じて、全従業員
間のシームレスなコミュニケー
ションとコラボレーションを可

能にした

任務の性質に従って、自社の
従業員体験を改善すること

で、顧客体験を強化した

リモートと対面を融合し
た学習プログラムを導

入にした

仮想化されたワーク
プレース環境を可能

にした

最前線の従業員と情報部
門従業員との間の従業員

体験の公平を達成した

リモートと対面を融合した学習
プログラムを導入にした

仮想、拡張、または複
合現実テクノロジーの
採用を既に開始した

インテリジェントで自動化
されたナレッジ共有によっ
て、働き方とコアプロセスを

改善した

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？
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調査結果から見えてきたポイントは次の通りです。

1. 4.2. 3.
あらゆる組織が、心から「人」
最優先でありたいと思っている
（そして多くが既にそうである
と考えている）が、本当にそうな
ることは簡単ではない。

「人」最優先のワークプレー
ス体験とは、従業員とビジネ
スの両方が、成功し成長する
ことを意味する。

「人」最優先モデルをマスターす
るためには、プラットフォーム、
職場、プロセス、人材といった全
側面、すなわちワークプレース体
験（WX）全体を包括的に捉える
必要がある。

WXパイオニア企業は、今日直面
している人材の課題を解決でき
る状況にあり、また、より「人」
最優先の未来の働き方について
も目標を達成しやすい状況にあ
る。

調査結果から：４つのポイント

結論

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？
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「人」を最優先に考える未来の働き方
1.
ワークプレース体験への取り組みは、かつてないほど重要になっている

今こそ、包括的なワークプレース戦略と複数部門にまたがるワークプレース リーダー
シップに取り組む時です。

調査からの最も重要な示唆の一つは、IT、 HR、およびビジネス部門のリーダー間の
協力によって推進される、包括的なワークプレースへの取り組みの重要性です。グロ
ーバルでの調査によると、WXパイオニア企業は、平均で2つの部門が、ワークプレー
ス戦略をリードしているのに対して、WXに”取り組んでいるつもり”の企業の場合、単
一の部門がワークプレース戦略を持っているという結果がみられました。

役割に合わせてパーソナライズする：各従業員グループに向けてWXを構築する

それぞれの従業員にとっての「重要な瞬間」をデザインすることで、真に「人」を最
優先にする WXを創ってください。

貴社の従業員は、均質な一つのまとまりではありません。それぞれのグループが、成
長、接続、サポート、認証、セキュリティ、スケジューリング、タスク管理、ウェルビーイ
ング、新人研修から、より広範なロール依存の動因に至るまで、個別の要件と特定の
「重要な瞬間」を持っています。 

2.

推奨事項

あなたができること:
• IT、HR、およびビジネス部門が一緒になって、より広いビジネス戦略の観点から、

現在のワークプレース戦略の適合性を解明、および評価する。

• この2年間で経験した急速な変化から得た教訓を収集し、新しい働き方の中か
ら、成功したものと失敗したものを特定する。

• この見直しプロセスから収集したインサイトを使用して、今後の「人」最優先実現
へのロードマップを構想する。

• 現在進行中の投資、およびマネージドサービス全体を考慮に入れ、これら推奨事
項を実現するためのビジネスケースを作成し、重要業績評価指標をまとめる。

あなたができること:
• 従業員の役割、または従業員の区分をレビュー、および更新し、これらのグルー

プそれぞれにおける急速な業務の変化による影響に対応する。

• 各グループのために維持、可能にしたい「人」最優先の働き方を検討する。例え
ば、仮想の訪問、またはリモートの現場サービスなどによるハイブリッドな働き
方など。

• IT、HR、および事業部門で協業し、プラットフォーム、業務プロセス、および企業
カルチャーにおける必要な変化は何かを特定し、パーソナライズされた従業員
経験を、より大きな規模で実現する。

People first. Or people false. Are you letting your people down?People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？

インサイトをアクションに変える	–	「人」最優先のモデルを達成するための3つの推奨事項



データ主導の取り組みで、WXが適切であることを確実にする　

ワークプレース分析プラットフォームから得たインサイトで、貴社のワークプレース戦略を進化
させましょう。

データ主導で、インサイトによって駆動するアプローチが、ワークプレース戦略の管理、および
進化にとって不可欠だということは、調査結果から明らかになっています。WXパイオニア企業
は、これを認識し、多くの場合実行します。これに対し、WXに”取り組んでいるつもり”の企業
は、実行しません。

分析プラットフォームは、バロメーターとなり、ワークプレース体験が従業員にとって適切で魅
力的であり続け、ビジネスの成長要因であり続けるように、継続的にワークプレース体験を進
化させます。

あなたができること:
• 貴社が持っているワークプレース、従業員、ビジネスに関するデータがのうちどれが、そしてどの

ようにワークプレースの変化を理解する助けとなるのかを理解する。

• 従業員の調査、フォーカスグループ、ワークプレース分析プラットフォームから、セキュリテ
ィ、IoT、物理的なワークスペースのデータ、顧客のフィードバック、および外部のトレンドに至る
まで、すべてについて検討する。

• 実験シナリオに基づいて仮説を立て、このデータ主導の取り組みを実際に試す。実験から得たデ
ータをレビューし、必要に応じて追加のデータソースによって調整しながら、それが必要なイン
サイトを提供したかどうかを評価する。

• このモデルを拡張して、より広範なワークプレースプログラムとし、どのようなインパクトがあっ
たかを継続的に評価するべく、レビューサイクルを構築し実行する。 
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3.

People first. Or people false.  従業員を失望させていませんか？

推奨事項
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電話番号：03-6234-0150
ウェブサイト： https://www.avanade.com/ja-jp

アバナードについて
アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタル、クラウド、アドバイザリーサービス、各業界向けソリューション、
デザイン主導のエクスペリエンスを提供するリーディングプロバイダーです。26カ国、56,000人のプロフェッショナルなスタッフが、顧客、そ
の従業員、またそのお客様に、素晴らしい体験・影響という“真のヒューマン インパクト” を日々もたらしています。アクセンチュアが筆頭株
主であり、2000年にアクセンチュアとマイクロソフトによって設立されました。公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。

©2022 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the U.S. and other countries.  
Other brand and product names are trademarks of their respective owners.

調査について
アバナードは、独立した市場調査機関であるVanson  Bourne社に、ワークプレース体験の調査を委託しました。本調査では、全世界の
2,100人のIT、事業部門、およびHR/トレーニング部門の上級意思決定者に調査を行いました。回答者は、幅広い部門の組織に渡ります
が、金融サービス、医療、製造業、および小売業に重点を置いています。これらの組織は、1,000人以上の従業員が在籍し、全世界での
年間収益が、5億ドルを超えていることを要件としました。本レポートは、特記しない限り、150人の日本の回答者への調査結果に基づ
いています。適切な候補者のみに参加する機会が与えられることを確実にするため、すべてのインタビューは、厳格な複数のレベルの
選考過程を使用して実施されました。

WXパイオニア企業になるには？ 
ご相談ください。
アバナードのWXチームは、貴社のビジネスと「人」を共に成長させる、 
未来のワークプレース戦略を構想するお手伝いをします。 
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