
組織の成長を実現する 
従業員エクスペリエンス
EX戦略を導く3つの原則



おそらく、従業員エクスペリエ
ンス（EX）が重要であると直
感的に気付いているはずです。
しかし一方では、EXが組織の成功にとって不
可欠である理由を正確に表現することや、EX

を向上させる方法を見つけ出すことに苦労され
ているのではないでしょうか。イノベーション
の推進や、顧客満足度の向上を従業員が実現
できるような条件を整えようとした場合、そ
の方法を完全に理解している組織の数は少数に
限られています。EXの起点がカルチャーであ
ることをほとんどの組織がわかっています。し
かし、デジタル面で成熟している組織でも、従
業員が日々使用しているテクノロジーや物理ス
ペースが業務環境に与える影響を正確には理解
していない可能性があるのです。

欠けていたのはロードマップであり、一組の原
則です。部門や業種に関係なく組織の運用モ
デルに取り込んでEXの質を高められる原則が
あるのです。これらの原則に従って行動すれ

ば、EXの面で成熟するための明確な指針が得
られます。このレポートは、EXの分野で革新
的な変革を推進しているIT部門、人事部門、そ
の他のリーダーや実務者などを含む、さまざま
な専門家グループの人々の知見と、詳細な定量
的分析を通じて得られた情報をベースとしてい
ます。このレポートをお読みになれば、EXに
ついての理解を深められます。また、組織内で
EXの概念を実際に活用し、柔軟で実効性の高
いリモートワーク戦略を立案するための明確な
手法もご理解いただけます。

レポートで確認する3つの原則に従えば、質の高
いEXを実現することができます。これらの原則
は、実効性に優れたハイブリッドワーキング戦
略を支える基盤としての役割を果たします。3つ
の原則の具体的な内容は次のとおりです。

1. 個々の業務の進行とスキルアップの支援

2. 従業員の共感を得る

3. パートナーシップで、EXのオーナーシップ
の連携と共有を強化
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その理由は明らかです。従業員のエンゲージメ
ントを高めることは、ビジネスの成長を加速す
るうえで必須の要件であるからです。ビジネス
の成長を目指して利益の向上を図っている企業
のリーダーは、人材への投資を増やしています。
現に、74%の経営幹部が従業員エクスペリエン
スの強化を通じた大幅なROIの向上を見込んで
おり1、これらの経営幹部は、EXがきわめて重要
であると確信しています。2019年にシトリック
スとEconomist Intelligence Unitが共同で実施した
調査では、従業員エクスペリエンスを強化する
理由として経営幹部が挙げたもののうち、生産
性、エンゲージメント、カスタマーエクスペリエ
ンスの向上がランキングの上位を占めました。
また、これらに次ぐ理由として、従業員に対して
直接影響があるものにとどまらず、利益率や人
材の定着率の向上、イノベーションや創造性の
強化がランクインしています2。

しかし、EXに重点を置いた取り組みが必要な
理由が明確になっていながら、EX戦略の実際
の運用に多くの組織が頭を悩ませています。
Fieldwork by Citrixでは、EXを向上させるため
の方法を探るべく、EX分野の実務家と専門家
を対象にグローバルレベルでアンケートを実施
し、標準レベルのEXと質の高いEXを分かつ要

素を戦略やプラクティスの観点から調査しまし
た。この調査の目的は、IT部門、人事部門、施
設管理部門で新たにEXのプロジェクトに携わ
る新しいアーキテクトの方々が個別の戦略や運
用モデルを検討する際の支援を提供することに
あります。また、EXを向上させるための具体
的な方法や、最も重要な資産である人的資源の
価値を最大限に引き出す方法に関して最新の手
法を取り入れられるようサポートすることも目
指しています。

また、この調査では、EXの成熟度に応じて組
織の行動や活動にどのくらい違いがあるのかを
評価する定量分析も、インタビューを補完する
かたちで実施しているほか、組織がEXを強化
し、実効性と柔軟性にすぐれたワーキング戦略
を立案するための3つの原則と一連の強力なア
クションも明らかにしています。

このレポートを通じて、お客様固有のEXプラ
クティスを特定する方法をご確認ください。

Tim Minahan 

ビジネス戦略担当エグゼクティブバイスプレジ
デント兼最高マーケティング責任者、 

シトリックス

ここ数年、従業員エクスペリエンスに関する話題が大きな注
目を集めています。

はじめに



この調査に 
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米国、英国、ドイツ、日本、シンガポールの5

か国の人事部門、IT部門、施設部門の意思決定
者783人を対象にアンケート調査を実施しまし
た。調査対象の業種には、金融サービス業、製
造業、ヘルスケアを選択しました。また、人事
部門、IT部門、施設部門のリーダーや実務家な
どを含む、さまざまな専門家グループの人々か
ら話を伺い、調査の内容を補完しました。この
調査では、EXの面で未成熟の組織から成熟し
ている組織に至るまで、調査対象のすべての組
織が自社のEXプラクティスの成熟度を自己評
価しています。そしてさらに弊社では、回帰分
析を通じ、個々の活動や取り組みとEXの成熟
度を関連付けて評価し、さらに詳しい調査を実
施しています。

調査の手法

オンラインでの調査︓調査対象人
数、783人

調査対象の国︓米国、英国、ドイ
ツ、日本、シンガポール

調査対象の業種︓金融サービス業、
製造業、ヘルスケア

調査対象の役職︓人事部門、IT部
門、施設部門の意思決定者
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EXとEXのもたらす
価値の概要



EXには、さまざまな数多くの
詳細な定義が存在します。し
かしまずは、広く使用されて
おりカスタマーエクスペリエ
ンスの定義を反映したシンプ
ルな定義を利用するのがよい
でしょう。

従業員エクスペリエンス（名詞  |  省略形
「EX」）︓組織で働いている従業員による、
自身の経験の認識の集合。

全力を尽くしたいと従業員に思わせるカル
チャーから質の高いEXは始まることが、さま
ざまな組織の実務家とのインタビューで明らか
になりました。マネージャーから大切にされて
おり、マネージャーは支援を提供してくれてい
ると、EXの面で成熟している企業の従業員は
感じているのです。実際、優れたEX戦略を採
用している経営幹部の31%が、従業員を確実に
サポートする信頼できるマネージャーの存在が
重要であると述べており、適切なテクノロジー
の提供を重視する経営幹部の割合（37%）と近
い数字になっています。

サポートの整った環境を整備する施策は固有の
強力な資産となりますが、一方で、新型コロナ
ウイルスの感染拡大によって、リモートワーク
やハイブリッドワークのモデルが相次いで導入
されるようになった今、精神的な側面に気を配
るだけでは、必ずしも質の高いEXを実現でき
るとは限りません。組織のEXは以下の3つの要
素から形作られます。

 ► カルチャー︓企業を動かすエネルギーの役
割を果たす。同僚とのやり取りや仕事の場で
従業員が感じる感情的な要素も意味する。

 ► デジタルスペース︓場所を選ばず効率的に
仕事ができるようにするためのデジタル
ツール。

 ► 物理スペース︓デスクからリモートスペー
スに至る、従業員が仕事をする環境。

EXとエンゲージメントの意味は異なる

「従業員エクスペリエンス」と「エンゲージメント」という言葉が区別なく使われるケースが目立
ちます。しかし、それら2つは同じものではありません。従業員エクスペリエンスが継続的に向上
している状態が実現すると、その結果として、高いエンゲージメントが達成されるのです。高いエ
ンゲージメントの恩恵を得るためには、従業員エクスペリエンスの向上に注力する必要がありま
す。ある金融サービス企業の人事担当役員の1人は次のように述べています。「エンゲージメント
のスコアを上げるためには、（従業員）エクスペリエンスを高め、その状態を維持する必要があり
ます。エンゲージメントの指標は、エンゲージメントの質を評価するうえで役立ちます。しかし、
エンゲージメントの強化そのものが取り組みの対象ではありません。エクスペリエンスが向上する
ような取り組みを行えば、その結果、エンゲージメントも強化されます」
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これとは対照的に、一部の組織では、その運用モデルにあらかじめEXの概念が組み込まれている
ことが少なくありません。ある大手金融サービス企業の場合、広範囲な領域にまたがるトランス
フォーメーションのプロジェクトだけでなく、一時的なプロジェクトでも、プロジェクトのオー
ナーには、EXに生じた影響の内容をROIの一部として明示することが求められています。そして、
リーダーが求めるいくつかの大きなプラスの影響は、以下に示す4つにまとめることができます。

 ►  離職者の抑制︓シトリックスがインタビューしたどの企業もこの1つ目の成果を上げるべく
集中して取り組んでおり、優秀な人材を失わないよう必死に努力しています。Cognizantでグ
ローバル市場担当リードインタラクティブを務めるMark Taylor氏は次のように述べています。
「かつては、垂直方向に伸びたキャリアの梯子がありました。そしてそれが、スキルアップの
教育やスキルの再教育などの影響を受けて斜めのキャリアパスに置き換わりました。しかし現
在では、継続してキャリアアップを図るために、従業員は複数の会社を渡り歩くようになって
います」。そして、このことが問題になる可能性があるのです。ある大規模な調査によれば、
離職率が12%から22%に増加した結果、生産性が40%、業績が26%低下したという報告があり
ます3。しかし、従業員のエンゲージメントが高い組織の場合、他の組織と比べて59%離職率が
低くなっているといいます4。

 ► カスタマーエクスペリエンスの向上︓エンゲージメントの高い従業員はカスタマーエクスペリ
エンスの向上にも寄与します。Temkin Group（現Qualtrics XM Institute）では、10年以上にわ
たりこの関係を研究しており、その研究によれば、業界の「平均を大きく上回る」カスタマー
エクスペリエンスを達成している企業の従業員の場合、エンゲージメントが「高い」もしくは
「比較的高い」従業員が79%を占めていると言います。一方で、カスタマーエクスペリエンス
が業界の「平均以下」の企業の従業員では、エンゲージメントが「高い」もしくは「比較的高
い」従業員の割合はわずか49%に過ぎません5。エンゲージメントの高い企業では、従業員の満
足度が高く、満足度の高い従業員ほど、非常に質の高いカスタマーサービスを提供することに
前向きです。また、別の調査では、エンゲージメントの高い従業員はそうでない従業員よりも
顧客満足度のスコアが81%高くなっているとの結果が出ています6。Cognizantの戦略担当責任
者、Spencer Osborn氏は、次のように述べています。「カスタマージャーニーにおいて特に重
要性の高い局面をマッピングし、それらをEXの向上と関連付けて分析しようと試みました。両
者の一致している箇所で真の価値が生まれています」。

エンゲージメントの高い従業員は、 
注目すべき高いビジネス成果を生み出す
EXが重要である点に、企業のほとんどのリーダーが同意して
いますが、EXへの投資が生み出すビジネス上の成果を皆が
皆、具体的に示せるわけではありません。



 ► 新たな人材の獲得︓企業は「人材の争奪戦」に直面すると20年以上前にMcKinseyは宣言しまし
た。そして今日ではどの企業もこの戦いに対峙している状況です。事業を推進するための適切
な人材を見つけ出すのに悪戦苦闘しているのです。往々にして歴史の古い企業ほど、トランス
フォーメーションの取り組みで必要な、テクノロジーに長けた人材の獲得で、テクノロジー企
業との競争に苦戦しています。Gallupの調査によれば、ミレニアル世代の従業員には、給与以
外にも求める目的があると言います7。「人材の争奪戦はその様相が大きく様変わりしました。
企業には、従業員の心に訴える方策が求められています」とCognizantのMark Taylor氏は述べ
ています。一方で、従業員の可能性を評価する際の重要な判断要素としてテクノロジーを挙げ
ているエンドユーザーの割合が75%に達している点も注目すべきです8。

 ► 自由意志による取り組みの拡大︓従業員の自由意志による取り組みを増やすことが、生産性の
面で目指すべき究極の目標であると見なされることが少なくありません。そして、エンゲージ
メントの高い従業員ほど、この取り組みに従事している可能性が高いのです。IBMのある調査
では、自社の従業員エクスペリエンスが高いと回答した従業員の95%が自らの自由意志による
何らかの取り組みを行っていることがわかりました。これは、必ずしも自身に課された業務で
はない活動を通じて従業員が組織に貢献していることを意味します。一方、自社の従業員エク
スペリエンスが低いと述べた従業員の場合は、この割合が著しく低くなっています9。従業員
数15,000人以上の大手金融サービス企業でカルチャーとエンゲージメントの責任者を務める人
物の定義によれば、エンゲージメントとは、「自社の環境で重要度が高いと位置付けている文
化的な活動の実施でさらなる取り組みをする意思が従業員にどの程度あるのかを評価する尺度
である」と言います。自由意志による取り組みの数が増えれば、生産性が向上します。しかし
もっと重要なことがあります。このような取り組みが活発な場では、イノベーションが成し遂
げられるのです。

自社の従業員エクスペリエンスが高いと
回答した従業員のうち、必ずしも自身に
課された業務ではない活動を通じて組織
に貢献していると述べた従業員の割合

95 %

10
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米国を対象に従業員エンゲージメントの指標を
20年間追跡、レポートしているGallupによれ
ば、エンゲージメントの高い従業員の割合は全
体の26%から34%であると言います。つまり、
最も数字の良いときでも、3分の2の従業員は
エンゲージメントが高くないのです。さらに悪
いことには、同じ期間に、13%から20%の従業
員のエンゲージメントが「著しく低くなってい
る」との結果が出ています10。問題のグループ
は、顧客との関係を損ない、同僚の足を引っ張
るので、大きな損失をもたらします。

EXの形成と向上に取り組んでいる役員のチー
ムは、ミクロとマクロの両面で課題に直面して
おり、ミクロのレベルでは、EXの運用を変革
するための手法を模索しています。一方で、マ
クロのレベルで対応すべき事柄には、広範な業
種で加速している自動化などの大きなトレンド
があります。

このような緊張状態の内容を、弊社のレポート
「Work 2035 - How people and technology 
will pioneer new ways of working」では、詳
しく説明しています。そして、この調査の過程
で明らかになったことがあります。従業員はテ
クノロジーに仕事を奪われるのを恐れている一

方で、リーダーは、テクノロジーが従業員の力
を強化すると信じているということです。これ
はデジタル化を巡る分断であり、現在、その拡
大に歯止めが利かなくなっています。しかし、
EXの質を高められれば、このような分断にプ
ロアクティブに対処する機会が生まれます。そ
の意味で、EX戦略は、現在の課題に対処する
ためのツールとしての役割と同時に、将来起こ
り得る課題に備えるための保険の役割も果たす
のです。

弊社の調査結果によれば、生産性の停滞を打破
し、創造性と情熱を高めるための鍵を握ってい
るのは、従業員の自由意志による取り組みの数
を増やすことのできる条件の整備にほかなりま
せん。そのような条件が整えば、社会構造、経
済構造に将来、大きな変化が起こったときに、
イノベーションを通じてそれらを乗り越えられ
ます。2020年にはさまざまな要素が相まって、
労働環境に混乱や緊張が生じ、従業員のモチ
ベーションの低下を招くケースもありました。
しかし、2020年以前から多くの変化がすでに
進行していたのです。このような環境において
は、従業員の集中力を高める方法や、従業員の
自由意志による取り組みの数を増やすための方
策を見出すことが重要になります。

EXを高めることがこれまでよ
りもさらに困難になっている
EXを高めることで得られる効果がきわめて大きいことが否定できない一
方、ほとんどの企業が、どうすれば従業員のエンゲージメントを強化でき
るのか、その方法に頭を悩ませています。
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新型コロナの感染拡大に伴い、ビジネスリーダーは、対応マニュアルの存在しない新たな形態の混
乱に対処しなければならなくなりました。リモートワークは目新しい働き方ではありませんが、パ
ンデミックの影響で、リモートワーカーの概念は従来とはすっかりと様変わりしてしまいました。
デイケアの職場や学校を含め、リモート環境で働く誰もが利用できるサポートの構造が存在せず、
社会的なつながりや感情のはけ口の仕組みも用意されていない状態で仕事とプライベートの境界が
あいまいとなったことから、従業員の生活を詳しく把握し、従業員のワークスタイルを刷新するこ
とが、企業にとって急務となったのです。

従業員エクスペリエンスの観点から見ると、パンデミックにより以下のような影響が生じています。

 ► デジタルトランスフォーメーションの緊急度が高まり、変革のペースが加速︓新型コロナウイ
ルスの感染が拡大する前から、従業員エクスペリエンスに対する関心は高まっていましたが、
パンデミックの発生を受けて自社のビジネスや顧客で長期的に生じる巨大な変化に対応する
ために、企業はデジタル化の取り組みを加速しなければならなくなっています。IT部門のリー
ダーは、危機がデジタルトランスフォーメーションを加速したと確信しています。そして、こ
れらのリーダーの44%が、1年以上トランスフォーメーションが前倒しになっていると考えて
います11。パンデミックの前には予算の付かなかったプロジェクトが今ではフルスピードで進
行していると、米国、ニューイングランドに拠点のある大手新興金融機関のデジタル担当責任
者は述べています。しかもこの現象は米国だけのものではありません。オーストラリア、ドイ
ツ、スイスの経営幹部の70%もまた、パンデミックがデジタルトランスフォーメーションのス
ピードを加速する要因になっていると述べています12。

 ► IT部門への関心が高まる︓パンデミックの影響により、従業員エクスペリエンスに関してIT部
門が果たす役割に関心が集まるようになっています。パンデミックは、今日の組織が直面す
る、差し迫ったと言える戦略的な課題の対応で、IT部門が重要になるきっかけとなったので
す。IT部門は、テクノロジーを適用する革新的な方法を模索していく中で、これまで以上に自
社の事業の内容を深く理解できるようになりました。また、現在では、IT部門のリーダーの多
くが、IT部門の地位の向上を図っています。なかでも、組織が事業を遂行するうえでIT部門が
不可欠な存在になっていると、4人に3人を超えるIT部門のリーダー（77%）が考えていること
は、注目に値します。さらには、半数以上（55%）のIT部門のリーダーが、IT部門が担う新た
な職務を「在宅勤務を支える戦士」や「組織の救世主」などの称号に値するものであると考え
ています13。

新型コロナウィルスの影響で過去の
ワークスタイルにはもはや戻れない



デジタルトランスフォーメーションのスケ
ジュールが確実に1年以上前倒しになった
と述べているIT部門のリーダーの割合

44%

 ► リモートワークの認知度が向上︓大掛かりなリモートワークの実験が行われるようになると、
多くの報道機関や企業が予測していました。そしてこれまでのところ、さまざまなプラスの変
化が起きており、たとえば、適切なテクノロジーを利用すれば、オフィスで働くよりも在宅勤
務のほうが生産性が上がるのは間違いないと、68%の従業員が考えています14。また、これま
では通勤に費やしていた時間も、在宅勤務なら、有効に活用できるようになります。インド
のあるIT部門のリーダーは次のように述べています。「従業員がオフィスに来て働いていたと
きには、1時間から1時間半、人によっては2時間も通勤に時間を使っていました。あらゆる面
で、多くの時間が無駄になっていたのです。しかし在宅勤務の場合は、完全に時間を有効に活
用できます。適切なワークライフバランスが実現し、家族と過ごす時間も得られます」。

13
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しばしば見過ごされがちであるが、
スムーズに仕事を進められる環境の
有無がEXの質を左右する重要な要素
になっている
エンゲージメントにつながる従業員エクスペ
リエンスを実現するにはどうすればよいので
しょうか。Harvard Business SchoolのTheresa 

Amabile博士がエンゲージメントに必要な条件を
調べた、大きな影響力を持つ調査があります。こ
の調査では、12､000日を超える日数にわたり、
従業員の行動を観察しています15。給与や手当、
ボーナスはどれもEXに影響を与える要因です
が、仕事が順調に進んでいるときに従業員が得
られる満足感ほどの重要性はありません。

Amabile博士によれば、従業員の気持ちが最も
前向きになり、モチベーションが最も上がるの
は、改めて仕事の進捗を感じられるときや、障
害を乗り越えるための支援を得られたときであ
ると言います。反対に、従業員の気持ちが後ろ
向きになり、モチベーションが下がるのは、仕
事に行き詰まりを感じたときや、逆境に立たさ
れたときです。以上を念頭に置いて考えると、
日々の仕事を上手くこなすことができるか否か
という点でテクノロジーが果たしている役割は
きわめて重要であると言えます。グローバルな

ゲーム企業で人事部門のリーダーを務めるある
人物は以下のように語っています。「顧客の視
点から見ると、ITは巨大な衛生要因に位置付け
られます。特に現在では、我々のほとんどが、
デジタル化された環境で働いています。あらゆ
る状況で作業が困難になり時間がかかるように
なるとしたら、つまり、何のツールも使えない
状況になったとしたら、もはやモチベーション
を維持するのは困難です。常に仕事に困難を感
じるようになるでしょう」。一方、シトリック
スのCIO、Meerah Rajavelは次のように述べて
います。「給与の額が従業員のやる気を高める
わけではありません。従業員のモチベーション
は、どの程度スムーズに仕事を進められるかど
うかに左右されるのです」。

フローに注目すれば、人を動かす要素が明らか
になる

人が高い生産性を発揮できるかどうかは、物事
に集中できる能力や注意散漫にならない能力が
あるかどうかに左右されます。我々は、そのよ
うな集中の状態をフローと呼んでおり、この言
葉は、心理学者のMihalyi Csikszentmihalyi博士
が作り出した造語です。Daniel Pink氏が著書の
『Drive』でさらにその内容を追及し、世に広
めました。Csikszentmihalyi博士は、人が完全
に集中した状態のことを、フローと表現してい
ます。時がたつのを忘れるほど仕事に集中して
いるような状態であり、完全に作業に没頭して
おり、物事が容易に感じられます。10年間にわ
たるMcKinseyの研究によれば、フローの状態
では生産性が5倍になると、複数の最高幹部が
述べたと言います16。また、この研究では、フ
ローの状態にある時間を20%増やせば、職場の
生産性が2倍になると述べています。

「給与の額が従業員のや
る気を高めるわけでは
ありません。従業員の
モチベーションは、ど
の程度スムーズに仕事
を進められるかどうか
に左右されるのです」

Meerah Rajavel

最高情報責任者、シトリックス
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企業のカルチャーを構成して
いる要素を考える場合、数多く
ある定義の影響を受けますが、
その内容は、価値や行動、ダイ
バーシティ&インクルージョン
の取り組みであり、結局のとこ
ろその本質は、会社で働くとい
うことがどのようなものである
のかを日々感じることにほかな
りません。
組織のカルチャーは、組織の従業員、プラク
ティス、プログラムの影響を受けます。「組織
とは、共有する目的を中心に、その目的を達成

するためにお互いがどう協力するのかを明示
的、暗示的に合意した内容に従い、人々が集
まった1つのシステムです。この内容を名付ける
方法を我々は見出しました。我々はそれをカル
チャーと呼びます」と、シトリックスの最高人
材活用責任者、Donna Kimmelは述べています。

ビジネスの発展を支える健全なカルチャー

世界各国のEXリーダーとのインタビューで繰
り返し話題になったテーマがあります。従業員
のことを気遣えば、成功は自ずとついてくると
いうことです。大手建設機械メーカーのコマツ
でグローバルITアプリケーション担当バイスプ
レジデントを務めるDaniel Schumacher氏は次
のように語っています。

カルチャー

「経営陣は従業員を第一に考え
ています。このような考え方
は、従業員の満足度の向上につ
ながり、それが顧客満足度の向
上へとつながるのです。好循環
が生まれるというわけです」

“

Daniel Schumacher氏

グローバルITアプリケーション担当
バイスプレジデント、コマツ
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「経営陣は従業員を第一に考えています。この
ような考え方は、従業員の満足度の向上につな
がり、それが顧客満足度の向上へとつながる
のです。好循環が生まれるというわけです」。
グローバルホテルブランド、Accorのテクノロ
ジーインフラストラクチャ担当責任者、Scott 

Ronan氏も同じように考えています。Ronan氏
は次のように述べています。「今のポジショ
ンに満足している従業員が高いパフォーマンス
を発揮するのは間違いありません。チームワー
クを強化し、目指す目標を達成するための力に
なってくれるのです」。

それでは、従業員の満足度を高める条件とは何
でしょうか。弊社の調査では、EXの向上に寄
与する文化的要因のうちで上位にランクされる
のは、柔軟な労働環境（40%）と成長の機会
（40%）であることがわかりました。また、適
切なテクノロジーを利用できること（30%）と
同じくらい、チームとの一体感（27%）やリー
ダーからの鼓舞（27%）も、ポジティブな従
業員エクスペリエンスを育むうえで重要です。
EXプラクティスが成熟している組織は、そう
でない組織と比べ、マインドフルネスプログラ
ムなどの健康維持プログラムやヘルスリソース
を導入している確率がずっと高くなっていま
す。具体的には、EXの面で成熟している組織
の30%が、健康維持プログラムを提供している
一方、EXが未成熟の組織の場合は、この割合
がわずか12%にとどまりました。また、インタ
ビューの回答者の多くが、ダイバーシティとイ
ンクルージョンは従業員エクスペリエンスの向
上に不可欠な要素であると述べています。

EXの面で成熟している
組織はEXの面で未熟な
組織よりも2.5倍、従
業員の健康を優先して
いる可能性が高い

EXの面で成熟している
組織はEXの面で未熟な
組織よりも2倍、業務
上必要なテクノロジー
に従業員がアクセスで
きる環境を優先してい
る可能性が高い

17



デジタルスペース

場所や時間に左右されずに従
業員が効率的、効果的、かつ
快適に仕事のできる環境を実
現するテクノロジーやデジタ
ルツールから、デジタルス
ペースは構成されます。
日々の業務をこなすうえで従業員に求められる
能力は、テクノロジーに直結しています。一方
で業務用のツールは、従業員が職場環境に抱く
感情を形作るものでもあります。そして、従業
員の使用するテクノロジーの管理やセキュリ
ティの確保を目的にIT部門が導入しているツー
ルもまた、テクノロジーのエクスペリエンスに
影響を与えている点は注目に値します。EXの
面で成熟している企業は、問題を解決するため
に新たなデジタルテクノロジーの積極的な導入
を通じ、ビジネスチャンスの優先順位付けと定
期的な評価を行い、俊敏性を維持しています。
EXの面で成熟している組織の3分の1（33%）
が、デジタル面でも自身が成熟していると述べ
ているのに対し、EXが未成熟な組織の場合、
自身がデジタル面で成熟していると回答した組
織の割合はわずか9%にとどまりました。EXの
面で成熟している組織とそうでない組織を比較
した場合、両者を分かつのは、「業務を遂行す
るうえで必要なテクノロジーを利用できる環境
の有無」です。

AccorのScott Ronan氏は以下のように述べて
います。「EXは企業にとってきわめて重要で
す。「場所を問わずに仕事のできる環境を求め
るニーズが信じられないほど広範囲に広がりま
した。このような状況に対応できるバックエン
ドを確保しなければなりません」

18

33%
 

EXの面で成熟してい
る組織のうち、自身
がデジタル面でも成
熟していると述べた
組織の割合

9%
 

EXの面で未成熟の組
織のうち、自身がデ
ジタル面で成熟して
いると述べた組織の
割合
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日々の業務では、テクノロジーが作業の進捗に
与える影響が明確に現れます。

組織が従業員に提供しているテクノロジーは、
生産性の向上に役立つこともあれば邪魔になる
こともあります。日常の業務では、集中を妨げ
る邪魔が入ったり、フラストレーションを感じ
たり、数々の障害に遭遇したりすることが少な
くありません。IMやチャットにより予想外の
出来事に遭遇したり、オンプレミス、ハイブ
リッド、マルチクラウド環境のアプリケーショ
ンのパフォーマンスにムラが生じたり、リモー
トワークの作業に中断をきたすVPNの障害が発
生したりするといったように、テクノロジーは
日々の業務の進捗を促すこともあれば、阻害要
因ともなるのです（図1を参照）。グローバル

なゲーム企業の人事部門の責任者は次のように
語っています。「はじめてシステムでの会議に
参加したときのことです。電話会議のシステム
を起動させることすらできませんでした。まっ
たく会議になりません。どのビデオ会議も途中
で止まってしまいました。IT部門は無償のツー
ルを使用していたのです。コミュニケーション
ができなければ、ビジネスに支障が出てしまう
と、IT部門に訴えました」。リモートワークが
急速に普及した結果、個人の業務の進捗におけ
るテクノロジーの重要性や、テクノロジーが進
捗に与える影響が増大しています。将来にわ
たって企業が柔軟な働き方を推進していくなか
で、この傾向は続くでしょう。

図1︓個人の生産性が上がるとき
と下がるとき
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物理スペース

従業員が働く物理スペースに
は、割り当てられているデス
クやオープンのコラボレー
ション環境、工場のフロア、
店舗、ローカルオフィス内の
プライベートルームなどがあ
ります。
もちろん、自宅やカフェ、空港などでノート
PCを使ってリモートで仕事をする従業員もい
るでしょう。しかし、物理スペースを使って仕
事をする場合、物理スペースもテクノロジーと
同様に、個人の生産性に大きな影響を及ぼす可
能性があるのです。

最近のある研究によれば、天井の高さが思考の
性質に一貫した影響を与えることが明らかに
なっています。この研究の被験者には、自分が
今いる状況をどのように感じているか表現し
てもらいました。天井の高い部屋にいた被験
者は、「制限を感じない」、「開放的である」
などの自由な様子を表す好意的な表現を使って
いました。一方、天井の低い部屋にいた被験者
は、「監禁状態」に関係する言葉で自身の置か
れている状況を表現する傾向がありました。こ
のような人の気分に生じる影響は直接、精神の

機能に伝わります。天井の高い部屋にいたグ
ループは、リレーショナルシンキングや物事を
関係付ける作業、自由再生のテストで高得点を
上げています17。これからの仕事では、業務ご
とに異なる思考の方法を認識することや、業務
環境に合わせた調整を行い、業務遂行の能力を
強化することが求められるようになります。

「適切に整備された物理スペースは、従業員の
コラボレーションを強化し、業務遂行上の摩擦
を減らすほか、カルチャーの醸成にも寄与しま
す」と、シトリックスで施設および戦略担当責任
者を務めるJenna Geigermanは述べています。

一方で、パンデミックに伴い、物理スペースの
再評価が避けられなくなっている

「本来なら5年かかる変革を1週間で完了しまし
た」と、マーケティング/調査機関、Materialの
最高人事責任者、Jenifer Barkon氏は述べてい
ます。「従業員同士で情報をやり取りするとい
う目的のためだけに過去には物理的なオフィス
をいくつも設けていましたが、今では、すべて
の作業を従業員の自宅から行っています」。現
在の状況は、リモートワークの推進に有利に働
いているように見えますが、物理スペースや人
と人との直接的なやり取りがなくなることはあ
りません。この点を認識しておくことが重要で
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す。従業員エンゲージメントの戦略の導入に際
し、EXの面で成熟している組織、EXが平均の
組織、EXの面で未熟な組織のいずれもが、コ
ラボレーションのためのスペースとして物理的
なオフィスを捉えており、そう考えている組織
の割合はそれぞれ、63%、65%、69%になって
います。

「企業の世界では、コラボレーションや人と人
とのやり取りの重要性は常に増しており、それ
が事実であることは間違いありません」と、シ
トリックスのGeigermanは述べています。「現
在では、人々は在宅勤務を通じ、自らに最も適

した働き方で柔軟に仕事ができるようになって
います。従来の方法が必ずしも正しいとは限ら
ず、オフィスに出勤する必要がいつもあるわけ
ではないことを、リモートワークにより、私た
ちは認識せざるを得なくなりました。いずれに
せよ、いつでもリモートで仕事ができるという
のは、考えてみれば、驚くべきことです。何か
らの折衷案が必要でしょう」。
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全体 
（783人）

EXの面で成熟
（199人）

EXが平均の 
レベル 

（486人）

EXの面で未成熟
（98人）

Rank % Rank % Rank % Rank %

厳格な除菌/クリーニングの手順を導入する 1 6 36% 1 50% 1 67%

従業員の座席のレイアウトを変更する
（例︓デスクとデスクの間の間隔を空け
る）

2 2 40% 2 47% 2 55%

会議室のレイアウトを変更し、いくつかの
部屋や共有エリアの利用を廃止して、ソー
シャルディスタンスの確保を図る

3 4 39% 3 45% 2 55%

手袋を用意するなど、個人での予防措置を
従業員に依頼する 4 8 35% 4 40% 4 41%

安全を推進し、追跡機能を実現できるよ
う、職場にIoTテクノロジーを導入する 5 1 43% 5 39% 12 19%

図2︓オフィスでの業務を再開する前に
導入を予定している施策

48%

46%

45%

39%

37%

IoTのランキングは平均のEXの成熟度で見た場合は 
5位ですが、EXが成熟している組織の場合は1位です。



EXのトランス
フォーメーション
を推進するための
3つの原則
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組織において、どのように価
値を実現し、その価値を生か
していくべきかを定義した運
用モデルをご紹介いたしま
す。このモデルでは、現在お
よび将来において戦略を実
行、運用していくための方法
を明確にします。
運用モデルには、多くのビジョンがあります。
しかし、ほとんどの場合、リーダーシップ、ガ
バナンス、構造、機能、サービスに焦点を当て
た要素が含まれています。デジタル化の進展
への適応、新型コロナウイルスの感染拡大に

よる混乱への対応、自動化のトレンドの活用を
続けるなかで、従業員エクスペリエンスの向上
に注力した取り組みを行っている組織は、そう
でない組織よりも高いパフォーマンスを実現し
ています。Temkin Group/QualtricsやForrester

などの組織や企業のトランスフォーメーショ
ンを支援している、Deloitte、富士通、PWC、
Cognizantなどのコンサルタント事業者による
画期的な成果を基に、Fieldwork by Citrixは調査
を実施し、質の高い従業員エクスペリエンスを
実現するための条件となる3つの原則を明らか
にしました。これの原則はどれも、EXの概念
を実際に活用し、将来に向けた柔軟なワーキン
グ戦略を策定するうえで不可欠な要素となって
います。

3つの原則

1. 個々の業務の進行とスキルアップの支援

2. 従業員の共感を得る

3. パートナーシップで、EXのオーナーシップの連携と共有を強化
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個々の業務の進捗とスキルアップ

一部の企業では、競合他社による従業員の引き
抜きが起きている状況で、リモートワークに起
因する人材の流出が増えています。一方で、従
業員のエンゲージメントを高めようと試みる企
業の事例として、優秀な人材の流出を食い止め
ている複数のバイオテクノロジー企業が、最
近、ある長文の記事で紹介されていました。オ
ンラインのカクテル教室やウクレレ製作教室を
開講するなど、リモートワーカーの満足度を高
めようとさまざまな企業が単調な施策を繰り
返しているようです。しかし娯楽を提供するだ

けの施策は、「個々の業務の進捗とスキルアッ
プ」という、従業員にとって本当に一番重要な
事柄に目を向けていません。Amabile博士の研
究によれば、日々の業務で従業員に達成感を持
たせることが、従業員エクスペリエンスにとっ
て不可欠な要素であり、これは実証されている
と言います。その証拠に、EXの面で成熟して
いる組織の52%では、個々のレベルで、日々の
エクスペリエンスをパーソナライズしており、
EXの面で未成熟の組織では33%しか同じこと
を行っていません。

1. 個々の業務の進行とスキル
アップの支援

25
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業務の進捗とスキルアップ

 ► 業務の進捗︓あるハイテク企業の法務部門
のリーダーは次のように述べており、他の
多くのリーダーも同じような経験をしてい
ます。「過去数年のフィードバックの内容
を調査したところ、一貫してある状況を確
認できました。業務の進行に支障が生じて
いるという訴えがあるのです」。さらに詳
しく調べてみると、これには、複数の要因
があることがわかりました。具体的には、
情報を見つけ出すことや外部のチームと連
携することの難しさなどが要因として挙げ
られます。また、業務の進捗は空間の影響
も受けます。別のハイテクメーカーでは、
オープンなオフィス環境が原因で、機密性
の高い事柄を法務部門の電話で話しづらく
なっていました。しかも、法務部門の隣に
は、従業員同士が常に大声でやり取りをす
るマーケティング部門があったのです。法
務部門はすぐさま、個室を探すべく動きま
した。

 ► スキルアップ︓業務の円滑な進行に加え、
個々の従業員は自身のスキルアップも望ん
でいます。「パフォーマンスの管理とエン
ゲージメントは高くなります。2つは共に
つながっており、その要となっているのが
マネージャーです。従業員は学習し、スキ
ルアップを図れているか、マネージャーは
従業員を気にかけているか、マネージャー
は目的意識を従業員に持たせているかが重
要です。スキルアップや成長を感じられな
くなった従業員は組織を去っていきます。
学習や成長の機会を提供することも重要な
のです。自動化によって将来の仕事のかた
ちが決まる状況が続いていくなかでは、従
業員が個々の役職で成果を上げられるよう

に支援するスキルアップの教育と、従業員
がまったく別の新たな仕事につくことが
できるようにする再教育の両方が不可欠で
す。Amazonが組織全体で従業員のスキル
アップに7億ドルをかけているのは有名な
話です18。

52%
 

EXの面で成熟してい
る組織のうち、個々
のレベルで日々のエ
クスペリエンスをパー
ソナライズしている
組織の割合

33%
 

EXの面で未成熟の組
織のうち、個々のレ
ベルで日々のエクス
ペリエンスをパーソ
ナライズしている組
織の割合



パーソナライゼーションが重要

業務の進捗についても、スキルアップの点で
も、Daniel Pinkが提唱する、自律、習熟、目的
の概念が確かにはっきりと存在します。しかし
個々のどのレベルにも適用できる汎用的な答え
は存在しません。

役職が同じでも、能力を発揮できるワークスタ
イルは従業員ごとに異なります。たとえば、
Geigermanのチームが主導するワークスペース
デザインの取り組みの一環として、シトリック
スが行った調査では、次のような事実が明らか
になりました。営業担当者が見込み客にコール
ドコールを実施する場合、共同作業のできる
オープンな環境の活気を好む担当者がいる一方
で、会話に集中できる静かな場所を求める担当
者もいたのです。そして、新たなテクノロジー
を導入する意欲を意味する「デジタルデクステ
リティ」の点でも、従業員ごとに違いが見られ
ました。

以下に説明する手法は、従業員との関係を管理
するうえでシトリックスで用いられている方法
から直接導き出されたものです。シトリックス
の最高人材活用責任者、Donna Kimmelは次の
ように述べています。「重要なのは個々の従業
員です。個々の従業員がいつ、どこで、どんな
デバイスを使って仕事しているのか理解するこ
とがきわめて重要です。その理解を起点として
パーソナライズを進めるのです」。富士通で
ワークプレースイノベーション担当責任者を務
めるMarc Curtis氏も次のように同じ意見です。
「従業員を中心に据えた方策を取らねばなりま
せん。そして、究極的には、従業員ごとにエク
スペリエンスをパーソナライズすることに重点
を置く必要があります。そして私の場合に必要
なのは、従業員のエクスペリエンスをパーソナ
ライズできるテクノロジーなのです」。以上の
ことを言い換えると、リーダーに求められるの
は、個々の従業員に気を配ることであり、個々
の従業員が最高のパフォーマンスを発揮できる
ような環境とツールを準備することであると言
えます。

究極的には、従業員ごと
にエクスペリエンスを
パーソナライズすること
に重点を置く必要があり
ます」

27

“

Marc Curtis氏

ワークプレースイノベーション 
担当責任者、富士通
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共感

個々の従業員のレベルで、その従業員にとって
の進歩や進捗の意味を明確に把握するために
は、個々の従業員の共感を得ることが必要で
す。従業員の共感を得られれば、従業員のこと
を知り、従業員の業務の進行を支援するため
の方法を見出すきっかけが掴めます。私たちは
若いころ、他人の話によく耳を傾けるよう促さ
れてきました。もっとも、その相手は教師や両
親、コーチなどでした。そして残念ながら、仕
事の場でも同じことを期待するのは困難です。
すると、次のような問題が出てきます。個々の
従業員と接する機会が得られない可能性があ

る。聞き知った情報を基に行動するとして、そ
れが可能か不安がある。予想外の仕事が発生す
るような情報が入ってくるかもしれない、と
いったような問題です。

共感は、EXの面で成熟している組織を他の組
織と分かつ要素である

弊社の定量分析では、個々の組織の行動や活動
とEXの成熟度との間にはどのような関係があ
るのかを突き止めました。ほとんどの組織は
皆、価値や基準を社内で共有しています。EX

2. 従業員の共感を得る
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の面で成熟している組織も未成熟の組織も、
この点に大きな違いはありません。まず、中間
層の活動にいくつかの違いが見られます。言い
換えれば、EXの面で成熟している組織は、EX

の面で未成熟の組織よりもこの層の活動が多く
なっています。これらの活動は、運用に関する
一連の取り組みです。興味をそそるのは、この
層から財務上の価値が増え始めている点です。
新しいEXの取り組みを始めようとする場合、
そのための予算を確保する必要があることか
ら、これは当然の結果と言えるでしょう。そし
て、EXの価値を調査したり、広めたりすると
きにも同じことが当てはまります。

このデータで特に興味深いのは、ピラミッドの
頂点の部分です。EXの面で成熟している組織
とEXの面で未熟な組織では、共感に基づく一
連の活動に最も大きな違いのあることが、この
頂点の部分からわかります。また、EXの面で
成熟している組織はEXの面で未熟な組織より
も、デザイン思考やジャーニーマッピングなど
のテクニックをEXの向上に利用している可能
性が高くなっています。

科学的アプローチ

「調査の数を増やす」ことが共感を得ることに
つながるわけではありません。従業員に対して
効果的なリスニングを行うには、正確さと意図
が必要です。大手の金融サービス企業でIT部門
内にEX担当の職務を一から立ち上げたテクノ
ロジーリーダーのMarissa Gonzalez氏は次のよ
うに述べています。「質の高いカスタマーエク
スペリエンスや従業員エクスペリエンスを実現
している企業はそのいずれもが、その方法を理
解しています。その背後にあるのは、れっきと
した科学的アプローチにほかなりません。この
職務を担当する人材を採用する場合は、科学を
理解し、科学を応用に生かせる人物を探す必要

があります」。科学と同様に、従業員との共感
を深めるうえで効果を発揮するものに、メソッ
ドやプロセスがあります。IT部門のリーダーは
これまで、ヘルプデスクのチケットデータを頼
りにしてきました。しかし、もしも従業員の声
に積極的に耳を傾けようとしなければ、問題
に遭遇してもヘルプデスクにはコールしない、
「沈黙している従業員」のことを見逃してしま
います。

大規模なかたちで共感を育むことのできるデー
タサイエンス

EXの面で成熟している組織は将来、今よりも
高い頻度と正確さでデータを利用するばかりで
なく、高度なアナリティクス機能も活用して、
さらに詳細にEXを分析するようになるでしょ
う。従業員が日々発しているシグナルに目を向
け、データサイエンスを活用してデータの関連
付けや意思決定を適切に行っている企業の数は
限られます。これをすでに実施している大手の
ハイテク企業から話を聞くことができました。
現在ではこのような企業はまだ希少ですが、こ
の種のアプローチを採用する企業の数は今後増
えていくでしょう。

「ビジネスが変化する状況においては、部門を
超え、俊敏かつ革新的な行動のできることが、
リーダーには求められています」と、米国の
防衛関係の企業のCIOは述べています。「つま
り、多くの場合、CIOがCMO、CDOと共に、
カスタマーライフサイクの開発に取り組み、人
事部門またはCPOが、人事部門のデジタル化
（テクノロジーとデータによる人事サービス/

プロセスおよび従業員エクスペリエンスの強
化）を行えば、組織の全員が望む効果を期待で
きる成果物を生み出すことができるのです」。



 ► EXを向上させるため
のデバイスやアプリ
ケーションでエクスペ
リエンスを評価、分析

 ► 固有の従業員ペルソナ/
セグメントを活用

 ► デザイン思考などの繰
り返しのプロセスを利
用

 ► 共通および日々の業務
にフォーカスした従業
員のジャーニーマッピ
ングを活用

 ► 従業員エクスペリエン
ス全体を詳細に記述し
た従業員のジャーニー
を活用

 ► マネージャーとリー
ダーが取り入れられ
るEXのベストプラク
ティスを採用

 ► KPIを利用して、従業
員エクスペリエンスを
評価

 ► マネージャーの評価、
マネージャーへのイン
センティブの付与を、
従業員エクスペリエン
スに関する成果に基づ
き実施

 ► 従業員エクスペリエン
スの質の向上を財務面
で定量的に評価

 ► 部門を横断した専門の
役職で、EXの強化に
注力

 ► 組織レベルで価値と基
準を設定

 ► カルチャー面の価値を
積極的に推進、分散
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EXの面で成熟している組織はEXの面で未熟な組織よりも
60%以上、以下のことを実践している可能性が高い

EXの面で成熟している企業は、 
共感主導の活動を通じて 
エンゲージメントを高めている
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パートナーシップ

「サイロを解体せよ」、「部門を横断したコラ
ボレーションを実施せよ」というアドバイス
は、ビジネス上の多くの課題を解決するため
の手法としてよく耳にしますが、これは、EX

に関しては非常に重要な原則の1つです。カル
チャー、デジタルワークスペース、物理スペー
スを適切に組み合わせてエクスペリエンスを創
造するには、有意義な方法でそれらを連携させ
る必要があります。しかし、過去においては多
くの組織で、これを実現できていませんでし
た。マーケティング/調査機関、Materialの最高

人事責任者、Jenifer Barkon氏は次のように述
べています。「IT部門と人事部門は同じオフィ
スにいますが、それぞれが独自のフロアを与え
られています。それぞれにスタッフがいて、同
じ目標を共有しています。最新で活気にあふれ
た、魅力的なワークプレースを創造するという
目標です。

3. パートナーシップで、EXの 
オーナーシップの連携と共有を強化
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弊社が実施した定量的な分析によれば、EXの
面で成熟している組織ではその64%で人事部
門、施設部門、IT部門の間で目標やKPIを共有
するなどの実質的なパートナーシップを確立
している可能性がきわめて高くなっています。
一方で、EXの面で未成熟の組織の場合は、こ
の割合がわずか21%にとどまりました。EXに
おけるパートナーシップの効果は明らかです。
「協力関係を築くことは、単にサイロを壊す以
上に大きな効果があります」と、あるグローバ
ル金融サービス企業のカルチャーおよびエン
ゲージメント担当責任者は述べています。従業
員エクスペリエンスに関する取り組みは、それ
が何度も追加されていると捉えられてしまう
と、その優先順位は下がってしまいます。パー
トナーシップを実現すれば、価値に与える影響
を増やすことのできる手法で、EXの取り組み
における作業の負荷とコストを軽減できるので
す」。

パートナーシップとは、管理を意味するわけで
はない

広く行き渡っている1つの誤解があります。組
織のカルチャーを形作る責任は人事部門にある
がその多くは人事部門の外で作られているとい
うものです。IT部門や施設部門のリーダーと共
に、人事部門のリーダーは、信頼できるアドバ
イザーとして組織の他の部門を先導する役割を
担っています。人事部門、IT部門、施設部門は
それぞれが、カルチャー、テクノロジー、物理
スペースというそれぞれの専門領域でエキス
パートとしての役割を果たしており、事業部門
のそれぞれの相手と連携しながら、EXの形成
で能力を生かしています。EXの面で成熟して
いる組織の場合、31%の組織でEX戦略の策定
に運用部門が加わっている一方、EXの面で未
成熟の組織ではこの割合が19%になっているこ
とが、調査の結果、明らかになっています。

64%
 

人事部門、 I T部門、
施設部門が1つまたは
複数の共通の目標を
持っていると答えた、
EXの面で成熟してい
る組織の割合

21%
 

人事部門、 I T部門、
施設部門が1つまたは
複数の共通の目標を
持っていると答えた、
EXの面で未熟な組織
の割合



従業員エクスペリエンスに関す
る目標やKPIを1つまたは複数、
人事部門、IT部門、施設部門が
共通している

全体（783人） EXの面で成熟（199人） EXの面で未成熟（98人）

48%
64%

21%

人事部門、IT部門、施設部門は、
個々にその役割を果たし、目標
やKPIを別々に管理している

29%
21%

43%

人事部門だけが従業員エクスペ
リエンスに責任を負っている

14%
12%

16%

人事部門に「従業員エクスペリ
エンス担当のバイスプレジデン
ト」（または同様の役職）が存
在する

5%
3%

4%

現在、従業員エクスペリエンス
に関する戦略が存在しない

3%
1%

13%

図4︓目標を共有して連携することの重要性

従業員エクスペリエンスの質を高めるには、EXに関する目標や 
KPIを共有し、それらに基づき連携することが不可欠です

35



原則を実践に 
生かす
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今やどの組織も同じ課題に直
面しています。新型コロナウ
イルスの感染拡大に伴い新た
なワークスタイル環境を整備
せざるえない状況にどう対応
し、柔軟なワーキング戦略を
どう策定するべきかという課
題です。
パンデミックが収束しても、企業では、従業員
の働き方や、物理的なオフィススペース、テク
ノロジー、カルチャーの在り方が、元のかたち
に戻ることはないでしょう。「パンデミックも

やがては収束するでしょう。しかし、次に起こ
る危機に備えねばなりません」と、米国の金融
サービス企業のIT部門を率いるあるリーダーは
述べており、同じ認識が広がっています。EX

の概念を実際に取り入れ、柔軟性と実効性にす
ぐれた恒久的なワークング戦略を策定するに
は、個々の業務の進捗とスキルアップ、共感、
パートナーシップの原則を中心に据えたアク
ションが必要です。弊社の調査では、企業の在
り方を形作るプラクティスと知見を明らかにし
ています。これらのプラクティスや知見では、
カルチャー、価値、構造、ガバナンス、テクノ
ロジー、サービスをはじめとする、企業の運用
モデルの構成要素を最適化します。



自分がどこにいるのか理解できていなければ、
どこへも辿り着けません。それゆえ、まず着手
すべきは評価です。グローバルなゲーム企業の
人事部門の責任者は次のように述べています。
「現場に足を踏み入れて、すぐにどこに問題が
あるのかを話すことはできません。まずは、中
立の視点で状況を見極める必要があります。い
わば病名を伝える前の医師と同じです。まずは
テストを実施し、計測を行う必要があるので
す」。

弊社がインタビューした企業はいずれも、ある
点ではきわめて優秀でありながら、別の面では
まだ発展途上にありました。ワールドクラスの
従業員エクスペリエンスを実現するための条件
を整備するうえで、自社の運用モデルのどこに
注意を向け、労力をかけるべきかを企業が判断

できるよう、弊社では、成熟度の評価ツールを
用意しました。質の高いEXを実現するための
道筋は、企業によって異なり、そこに一直線で
辿り着ける共通の経路はありません。たとえ
ば、コマツでは、従業員の成長を重視してお
り、その考え方は、「コマツウェイ」という理
念の一環として、同社のカルチャーに深く浸透
しています。この結果、EX関連の投資の正当
性を財務面で明らかにするうえで必要と考えら
れる事柄は、カルチャー面での合意事項や管理
の考え方に取り入れられています。弊社が収集
したデータや弊社が実施したインタビューの内
容を見れば、組織で積極的に取り入れられてい
る文化的価値や基準を詳しく理解することが、
リモートワークを推進するテクノロジーと共に
不可欠であることがわかります。

1. はじめにEXの成熟度を評価する
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まず着手すべきこと



内容 評価 備考

従業員エクスペリエンスに関する方向性やビジョンが組織全
体で統一され広く共有されており、そのための支援をシニア
リーダーが目に見えるかたちで積極的に提供している。

0 1 2 3 4

リーダーは、決定事項を通知する際に、EXの知見を活用して
いる。 0 1 2 3 4

従業員エクスペリエンスの戦略の策定において人事部門、IT
部門、設備部門が事業部門の関係者と積極的に連携してい
る。

0 1 2 3 4

従業員エクスペリエンスに関する正確なフィードバックやア
イデアを従業員自身から頻繁に得られている。 0 1 2 3 4

従業員から提供された情報や従業員とのエンゲージメントを
通じて得られた情報を対話形式で人間中心のデザイン手法と
組み合わせ、従業員エクスペリエンスの改善を継続的に実施
している。

0 1 2 3 4

財務上の観点や既定のビジネス指標に基づき、EXの価値を定
量化し、追跡している。 0 1 2 3 4

テクノロジーを通じて柔軟性を高め、妥協のないリモート
ワーク環境を実現している。 0 1 2 3 4

質の高いEXの実現を、文化的な基準を構成する中心的な要素
に位置付けている。 0 1 2 3 4

ADKARやKotterの変更管理モデルのような、従業員の観点を
中心に据えた変更管理により、質の高い従業員エクスペリエ
ンスを実現している。

0 1 2 3 4

従業員のテクノロジーエクスペリエンスの向上を担当する
チームメンバーが人事部門、IT部門、施設部門に在籍してい
る。

0 1 2 3 4

先進のEX戦略を採用している組織では、さまざま
な調査ツールを使用して、定期的にEXの実績や進
展を評価しています。お客様の組織のニーズに合わ
せて、この例をご自由にお使いください。

以下の内容がどの程度当てはまりますか。

0 = まったく当てはまらない 
1 = どちらかと言えば当てはまらない  
2 = どちらでもない
3 = どちらかと言えば当てはまる  
4 = 完全に当てはまる

EXの評価のサンプル

CitrixEXの成熟度の評価で重要となる質問の事例

氏名

役職

日付
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個々の業務の進捗とスキルアップを重視する取
り組みを組織のカルチャーの一部にするには、
リーダーシップだけでは足りません。必要な
のは、一貫性のある思考と行動のできるマネー
ジャーです。「弊社の新しいCEOにとって、
従業員エクスペリエンスはきわめて重要な事柄
です」と、ある大手銀行のオンボーディング担
当シニアバイスプレジデントは語っています。
「帰属意識、個人の強み、従業員が組織にもた
らす価値などについて語り、組織よりも従業員
を重視しています」。

組織にとっての価値や組織のための活動を規定
する際に、従業員エクスペリエンスの価値をポ
スターで周知したり、カルチャーの役割を説明
したりしても意味がありません。カルチャーを

あらゆるレベルで強化する必要があるのです。
好ましい行動を認知して報酬を与え、一方で、
パフォーマンスを基準に沿って管理します。経
営陣は、EXの重要性を認識するだけでなく、
コラボレーションを推進し、組織にインセン
ティブを与え、あらゆるレベルでEXの質を高
めねばなりません。そのためには、組織が正し
い方向に進んでいることがわかるよう、適切な
目標を設定し、KPIを活用します。カルチャー
とは、トップレベルだけのものではありませ
ん。コラボレーションや従業員同士のやり取り
などに関して、すべてのレベルで明確化される
ものです。

2. 組織全体にエクスペリエンスの
カルチャーを広げる

リーダーには、トランスフォーメーションを主導することが求められま
す。エグゼクティブチームは、組織全体が向かうべき方向を定めねばなり
ません。しかし、これはまだ第一歩を踏み出したにすぎません。
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あるグローバル金融サービス企業のカルチャー
およびエンゲージメント担当責任者は次のよう
に述べています。「弊社のリーダーはEXにつ
いてはっきりとした意見を持っています。「エ
ンゲージメントを評価する場合、経営陣だけが
スコアを見てそれをまとめていればよいわけで
はありません。弊社では、組織内の個々の従業
員のスコアと、組織のあらゆるレベルにおけ
る、学習に基づくアクションを詳細に分析して
おり、昇進におけるエンゲージメントに関して
どのような施策が取られているか、チームのた
めに、どのような種類の環境が用意されている
か、エンゲージメントから学習した内容とアク
ション照らした場合、どのような進歩が確認で
きるかなどといったことを確認しています」。

「また、我々が定義しているカルチャーと整合
性を取ったかたちで従業員エクスペリエンスの
在り方に変更を加える場合、特定のアクション
に的を絞ります。この作業は、エンゲージメン
トの調査、フォーカスグループ、データマイニ
ング、リスニングなどを通じて収集した、従業
員に関する管理対象のさまざまなデータの集合
を処理するなどの作業を通じて行います。採用

しているカルチャーと従業員のエクスペリエン
スが一致するよう、日々のアクションに上記の
ような作業を取り込む方法を常に検討していま
す」。

カルチャーは、目標とするビジネスの変革を実
現するための価値を強化します。グローバルな
テクノロジー企業の人事部門のリーダーは次
のように述べています。「従業員に関するバ
リュープロポジションの取り組みを行っていま
す。この取り組みを通じ、ハードウェア主体の
ビジネスモデルからサービス主体のビジネスモ
デルへの移行と、創造性、リスクテイク、顧客
中心主義を核とした価値と行動の強化を目指し
ています」

従業員の健康維持を重視した取り組みを通じ、
EXの質を維持する

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業は
突然、大規模なかたちで、業務環境をリモート
ワークに移さねばならなくなり、従業員は、仕
事とプライベートの境界があいまいになりまし
た。そのような状況にパンデミック自体による
心労が加わって、従業員は強いストレスを感
じ、消耗しきってしまい、その結果、従業員の
メンタルヘルスや生産性に深刻な影響が生じる
おそれが出てきました。今後、リモートワーク
の導入がさらに進んでいくなかで従業員をサ
ポートし続けるために、組織には、従業員の健
康維持を重視した取り組みが必要です。この取
り組みでは、午前9時から午後5時までの勤務時
間で働くような従業員ばかりでなく、あらゆる
従業員を対象にする必要があります。

「エンゲージメントを
評価する場合、経営陣
だけがスコアを見てそ
れをまとめていればよ
いわけではありませ
ん」

カルチャーおよびエンゲージメント
担当責任者、グローバル金融サービ
ス企業



42

弊社の調査によれば、さまざまなプラクティス
のうち、EXの面で成熟している組織と未成熟
の組織で最も大きな違いが見られたのは、健康
維持のプログラムの有無で、業務上必要なテク
ノロジーの有無がこれに続きました。生産性と
エンゲージメントの質を維持し、従業員エクス
ペリエンスを全体で向上させるためには、どの
業務、業種においても、従業員の健康を守るた
めの投資が不可欠です。

健康維持のプログラムを電子的に利用できる形
態は、このプログラムの利用を促進している主
要な要素の1つです。それどころか、組織はパ
ンデミックの影響を受け、メンタルヘルスの向

上や従業員サポートの面でテクノロジーの可能
性を探らなければならなくなっているのです。
スポーツジムの利用に際した費用の援助という
簡単なものから、個々の従業員固有の目的や健
康状態に基づき各種のリソースやプログラムを
利用できるテクノロジープラットフォームの提
供に至るまで、健康維持プログラムにはさまざ
まなものがあります。また、糖尿病の状態を管
理しなければならない人、妊娠しており、出産
前のケアを必要としている人、大学の設備を安
価に利用する手段を探している人などに合わせ
てリソースをパーソナライズするといった方法
もあります。
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EXの面で成熟 
（199人）

EXの面で未成熟 
（98人）

ランク % ランク %

従業員のコミュニケーション 3 29% 1 40%

従業員を対象にした調査および従業員のエンゲー
ジメント 2 30% 5 21%

デジタルワークスペース（シングルサインオンな
ど） 1 32% 3 32%

図5︓テクノロジーがEXに与える 
プラスの影響

大企業のリーダーは他の企業のリーダーよりも、デジタルワークス
ペースを重視。大企業の場合は40%、それ以外の企業は-30%



先に登場したMarissa Gonzalez氏は、テクノ
ロジー変革のガバナンスプロセスの一部として
EXを扱う取り組みを進めています。新たなテ
クノロジーが登場し、変革が生まれたときに
は、それらがEXに及ぼす影響を、現在進めて
いるプロジェクトにおいて考慮する必要があり
ます。リーダーが調査すべき一般的な項目とし
ては、これらのテクノロジーや変革に伴う設計
変更やテストの対象に従業員を含める必要があ
るかどうかといった点が挙げられます。ガバナ
ンスのプロセスにEXの関係者を加えると、他
のチームも自らのサービスがEXに与える影響
を詳しく理解できるようになり、実装のアプ
ローチをすばやく修正することが可能になりま
す。これはテクノロジーガバナンスの例です

が、さまざまなサービスやプロセスの変革に、
同じ考え方を適用することが可能です。

さらに、EXの戦略に必ず複数の部門が関与す
るようにすれば、自ずとベストプラクティスが
生まれます。EXの面で成熟している組織の約
64%が、IT部門、人事部門、運用部門をはじめ
とする複数の部門で目標を共有しており、ま
た、68%では、従業員や各種部門が連携して
EX戦略を策定しています。

3. テクノロジーのガバナンスにEXを
組み込む
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ITガバナンスは、テクノロジーの取り組みとビジネス上の目
標を結び付けるだけでなく、エクスペリエンスを生み出すう
えでも利用できます。



クラウドは従来より、デジタルトランスフォー
メーションの取り組みを支える重要な要素でし
た。しかし、リモートワークへの移行や質の高
いユーザーエクスペリエンスを実現する機能強
化をデータを守り、信用の失墜を防ぐながら、
すばやく実現できるという点でクラウドがいか
に重要であるかということが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴い、改めて認識されるよう
になったのです。企業はまず、クラウドベース
のデジタルワークスペースの構築にすぐに着手
しています。セキュリティを確保しながらどこ
からでもアプリケーションやデータにアクセス
できるようにするという、最も基本的なニーズ
に応えるためです。

「現時点の状況から判断すると、柔軟性を高
め、質の高いエンドユーザーエクスペリエンス
を実現するには、ワークロードをクラウドに移
動したほうがよいとわかりました」と、小売企
業のIT担当バイスプレジデントの1人は述べて
います。「クラウドに移行したほうが、結局の
ところ、生産性が向上するでしょう」。クラウ
ドへの移行を完了すれば、ITのオーケストレー
ションが簡素化され、柔軟性が高まり、BYOD

を含め、利用できるデバイスの形態やアプリ
ケーションの種類が増えるので、次は、アクセ
スを容易にするSSOやプロセスの自動化、従業
員と進歩の間の垣根を取り除くインテリジェン
トなパーソナライズ機能などを利用し、利用環
境により本質的な変更を加える取り組みに着手
できます。

4. アクセス数と柔軟性を促進する動的
なテクノロジーロードマップの策定

テクノロジー戦略は、従業員エクスペリエンスの優劣を決める要素にな
ります。
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エンドユーザーコンピューティングのトランス
フォーメーションプログラムの一環として、
Willis Towers Watsonは、アプリケーションと
デスクトップの仮想化を一元的に実現するサー
ビスを社内でFlexible Provisioning（Flex）と
呼ぶソリューションを通じて提供しています。
「Flexを利用すれば、情報のセキュリティの強
化やビジネスリスクの軽減、事業継続性の向上
を実現しながら従業員と組織の生産性を高め
られるので、運用効率を大幅に向上させて、
組織の成長を加速できます」と、Willis Towers 

Watsonのワークプレーステクノロジーエンジ
ニアリング担当責任者、Andy Champion氏は
述べています。この種の柔軟な環境が実現すれ
ば、組織は固有の役職やワークスタイルに合わ
せて、さまざまな方法でエクスペリエンスを
パーソナライズでき、業務を簡素化する各種の
手法が利用可能になります。

テクノロジーのエクスペリエンスについてビ
ジョンを明確にし、ロードマップの方向性を正
しく定める

EXを強化するためのテクノロジーとしてはま
ず、必要最低限のものとして、メッセージン
グ、コラボレーション、コミュニケーションの
テクノロジーが挙げられます。そしてこれらの
次に名前が上がるのが、デジタルワークスペー
スです。ところで、テクノロジーの面から見た
場合、どのように従業員エクスペリエンスの質
を判断すればよいのでしょうか。実効性、柔軟
性、応答性、信頼性に優れたセキュアな方法で
従業員が必要なリソースを容易に利用できるよ
うにしたいと考えている大企業では特に、この
問いの答えを必要としています。このような場
合に利用できるシンプルなフレームワークがあ
ります。このフレームワークは、情報を絞り込
むいくつかの重要な質問で構成されています。

質問の具体的な内容は次のとおりです。

 ► 実効性︓従業員は目指す目標を達成するこ
とができますか。

 ► 負荷の軽減︓この環境がなければ、作業時
間や労力がもっと多くかかりますか。

 ► 柔軟性︓従業員は、必要な場所で必要なデ
バイスを自由かつ柔軟に利用することがで
きますか。

 ► 応答性︓ソリューションの性能は十分です
か。従業員の期待に沿えるものになってい
ますか。

 ► 信頼性︓デバイスの故障のような軽微な障
害、新型コロナウイルスの感染拡大のよう
な大規模な問題に対処できますか。

 ► セキュリティ︓従業員は自身や組織を危険
にさらす脅威から守られていますか。従業
員のプライバシーは保護されていますか。

Accorは、類似の基準を使用して進捗を評価し
ています。テクノロジーおよびインフラストラ
クチャ担当バイスプレジデントのScott Ronan

氏は次のように語っています。「弊社のビジネ
スアナリストは、イノベーションの実施前と実
施後の数値を比較しており、さまざま要素を基
に評価を実施しています。これらの要素には、
使いやすさや、処理のスピード、技術の複雑
さ、利用時間、習得のしやすさ、コストなどが
あります。また、作業時間の削減効果など、メ
リットについても考慮しています。
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セキュリティ機能を活用してEXの質を継続的
に高める

セキュリティを強化すると、エクスペリエンス
が犠牲になるとよく言われます。さらに悪いこ
とに、従業員は、自身の業務の進行に支障と
なる厳格なセキュリティコントロールの規制
を逃れようと、さまざまな方法を見つけ出し
ます。その結果、組織を保護する意図で設けら
れたセキュリティコントロールは効力を失って
しまいます。しかし、常にそうなるとは限りま
せん。最新のセキュリティモデルである、ゼロ
トラストを導入すれば、従業員の選択肢が広が
り、重要な情報リソースへのアクセスで摩擦が
減り、テクノロジーのパフォーマンスが向上
すると、Forrester Researchの最近のレポート
「Enhance EX With Zero Trust」は伝えていま
す。また、同レポートによれば、ゼロトラスト
の導入により、従業員は企業の置かれている状
況をよく理解できるようになり、セキュリティ
カルチャーにはプラスの効果がもたらされると
言います。たとえば、VPNからゼロトラストの
ネットワークアクセスへ移行した場合、IT部門
はオンプレミスやクラウドベースのアプリケー
ションを容易に利用できるようになります。ま
た、クラウドリースにパスワードなしで直接ア
クセスすることが可能になるほか、遅延やタイ
ムアウトを減らすこともできます。



従業員を対象に、さまざまな次元からEXの状況を調べる調査手法が普及しています。しかし多くの
組織が、これらの調査から得られた情報を実際のアクションに生かすのに悪戦苦闘しています。ま
た、調査は通常、ある種の中間報告をはさみながら年単位で実施されますが、調査の期間や調査の
頻度の関係で特定のプロジェクトとの関連性が失われてしまうと、調査の有用性に限りが生じてし
まいます。また、調査の頻度が増え、調査の数が多くなり過ぎても、調査の実効性が限られてしま
います。調査の数が過剰にならないよう制限をするうえで、パートナーシップが重要な役割を果た
します。一方で、IT部門、人事部門、施設部門のリーダーにとって頭の痛い問題があります。従業
員が考えていることを理解しようとしても、多くの場合、提供されるのは、ヘルプデスクのチケッ
トデータだけなのです。EXの面で成熟している組織でも、状況は同じです。しかし、この話にはま
だ続きがあります。次に行われているステップが重要なのです。

IT部門、施設部門、人事部門にとって、ペルソナは目新しい概念ではありません。しかし、ペルソ
ナの作成方法は進化し、ペルソナから得られる情報の種類は増えています。アクションを組み合わ
せたリスニングのためのシステムを導入すれば、個人の業務の進捗の概念をペルソナで有効にする
ことができます。ペルソナの効果を高めるには、ツールではなく、従業員の目指している事柄に注
目する必要があります。たとえば、従業員の業務の内容に目を向けるのです。従業員が成し遂げよ
うとしていることではなく、従業員が使用しているツールに私たちは目を奪われがちであると、ビ
ジネス理論家のClay Christiansen氏が考案したこの理論は指摘しています。IT部門で作成されてい
る従業員に関するペルソナの多くが、従業員の必要としているサービスやアプリケーション、デバ
イスのレベルにばかり注目しており、従業員が目指している事柄には目を向けていません。質の高
いEXを実現しようとするならば、そのようなアプローチを改める必要があります。

5. クローズドループ型の 
リスニング戦略の策定
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従業員の声に耳を傾けるリスニング手法

リスニングのアプローチを見直す場合、EX担当のリーダーは、次の4つの要素から構成されるレイ
ヤーや優先的なレイヤーに関してリスニングの方法を考えるとよいでしょう。

 ► トップレベルのシグナル︓年単位の、または同時発生しない、EX調査のベンチマークです。最
も重要性の高い要素を明らかにします。このベンチマークを起点にすれば、EXチームは、最初
に注目すべきポイントを把握できます。このベンチマークは、アクションを行ううえでも重要
です。グローバルなゲーム企業の人事部門のリーダーは次のように語っています。「調査の頻
度は決めていません。調査そのものが目的ではありません。頻度は実施する能力の状況に応じ
て変わります。従業員が考えていることをただ理解するだけの調査では問題があります。調査
に関して何もしないのであれば、もう調査をしても無駄です。それ以上調査はしません。何の
アクションもしない調査に意味があるでしょうか。」

 ► 精査︓特定の分野についてさらに詳しく調べるための手順を、調整の結果に基づき実行しま
す。テクノロジーが問題になっている場合は、従業員が使用しているツールや、顧客向けに提
供しているシステムなどを調査します。ある金融サービス企業のEX担当リーダーは次のよう
に述べています。「弊社では同時発生しない仮想のフォーカスグループでパイロットを実施し
ています。このグループでは、50人強の従業員を単一のセッションにまとめています。この方
法では、的を絞った質問がすぐにできる一方、単一の設定で多数の従業員からフィードバック
を得ることが可能です」。受動的な方法でもソリューションを作成、精緻化できる例もありま
す。Mars Drinksやシトリックスなどでは、オフィスにセンターを取り付けて、その利用状況を
追跡しており、オフィスのレイアウトを変更する際に、その利用状況のデータを活用していま
す。従業員が話すオフィスの利用方法と実際の利用方法は必ずしも一致していないからです。
ジャーニーや共感のマップも、アイデアの質を高めるための有効なツールになります。

 ► 評価と優先順位付け︓次のフェーズでは、可能性のあるソリューションを従業員と共にテスト
し、従業員からの情報を基に優先順位付けを行います。取り組むべき問題は数多くあり、一方
で予算や時間は限られています。それゆえ、ソリューションの適切な優先順位付けが重要にな
るのです。先程と同じ金融サービス企業のEX担当リーダーは次のようにも語っています。「ソ
リューションを選んでもらうためのリストを従業員に渡しています。業務に最も影響のある事
柄に優先順位を付けてもらうのです」。

 ► フィードバック︓最後に、組織は、ソリューション作成、精緻化できるようなフィードバック
を収集する必要があります。このステップでは、実際のアクションを示してそのメリットを従
業員に見てもらい、従業員にフィードバックを提供してもらいます。



49

従業員の日々の行動を考慮する一方で、従業員のライフサイクルにも目を配る

従業員の日々の行動に焦点を当てれば、従業員が遭遇している障害を把握できるので、効果的なソ
リューションを従業員と一緒に作り出すことができます。従業員の業務の進捗に貢献するサポート
の提供により、従業員のエクスペリエンスの質を一気に高めることが可能です。「どの企業も営業
担当者のオンボーディングや営業担当者の支援については語りますが、日々の業務の中で従業員を
サポートしていくことに同じくらい注意を払ってはいません」と、シトリックスのCEO、Meerah 

Rajavelは述べています。

企業は従業員のライフサイクルに重点を置いた取り組みを行う必要があります。従業員が入社した
ときから退職するまで、従業員に気を配るのです。そして、この取り組みを通じ、一度会社を辞め
て戻ってきた従業員と会社のためのアドボケイトネットワークの確立を目指すのです。ある金融
サービス企業では、新たにジャーニーマッピングを導入し、その結果、オンボーディングの各タッ
チポイントで従業員の考えを把握できるようになったと言います。同社ではその内容をプロットし
て最適化し、従業員エクスペリエンスの質を高めています。たとえば、大量の事務処理をこなした
従業員にはさらに事務処理を割り当てるのではなく、感謝のメッセージを送るのです。この手法は
現在、より広範なジャーニーの把握に適用されています。



組織は、行動のサイロ化を招くパターンからの脱却に苦労することが少なくありません。サイロ化
を打破する方法には、短期的なものから恒久的なものまで、さまざまな方法があります。以下にそ
のいくつかをご紹介します。

 ► 関係者とのワークショップ︓シトリックスでデザイン思考担当責任者を務めるRenee Flores

は、デザイン思考から着想を得た「ビジョニング」ワークショップを社内とお客様向けに開催
し、問題の見直しや有効なソリューションの策定をサポートしています。このブレーンストー
ミングセッションでは、理想とするビジョンの特定に焦点を当てています。たとえば、金融
サービス企業のIT部門のリーダーと最近実施したラウンドテーブルセッションでは、テクノロ
ジーだけでなく、サポート対象のカルチャーや従業員の満足度も考慮した見通しを含め、将来
に向けた柔軟なワーキング戦略のビジョンを描きました。そして、演習では、このビジョンの
達成を阻害する要因を特定し、これを回避するためのアイデアについてブレーンストーミング
を行いました。組織全体から関係者が参加し、具体的な次のステップを特定するときに、この
ワークショップは最も効力を発揮します。

6. 組織の構造内に存在する 
惰性の克服

50



 ► 組織を全体から関係者が参集する会合︓人事部門、IT部門、施設部門の代表に加え、事業部門
の関係者も参加する会合です。シトリックスの場合は、これらの部門のリーダーが定期的に集
まり、実効性の高い柔軟なワーキング戦略を策定する方法や、オフィスでの業務を安全に再開
する方法など、EXに関する課題を一括して討議しています。「従業員エクスペリエンス関する
小規模な会合を四半期ごとに開催し、個々の部門にとって重要となる議題について話し合って
います」と、AccorのScott Ronan氏は述べています。「討議した内容は役員に回された後、従
業員に戻され、チームの開発プランで達成する目標の1つになります」

 ► 部門間での従業員の配置転換︓サイロ化を打破し、パートナーシップを強化するために、企業
では、ある部署から別の部署へと従業員を配置転換してきました。あるグローバルな自動車
メーカーでは、IT部門の従業員を人事部門へ、または人事部門の従業員をIT部門へと配置転換
しています。Willis Towers Watsonでは、IT部門の人材を組織の各部署へと広く配置展開してい
ると、同社のChampion氏は述べています。Champion氏は、次のように語っています。「弊社
には、ソフトウェアサービスやコンサルティングサービスを顧客に提供する重要部門などの事
業部門専属の技術者がいます。これらの技術者は、コアのITサービスやソフトウェアによる事
業とコンサルティング機能と結び付ける業務に集中して取り組んでいます。
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質の高いEXに一直線で辿り着
ける方法があるわけではあり
ません。また、EXの成熟度に
関して決まったレベルがある
わけでもありません。
ある組織は、カルチャーや物理スペースの管理
では進んでいながら、デジタルスペースに対す
るアプローチでは後れを取っているかもしれま
せん。これら3つのいずれにおいても完璧に近
い状態にある組織はまだ確認できていません。
つまり、EXの質を高めるにあたっては、どの
組織のジャーニーも他の組織とは異なるという
ことです。

次の15年までの間に組織が従業員への投資より
もテクノロジーへの投資を増やすのは間違いな
いと、91%のプロフェッショナルが考えていま
す19。将来、いくつかの職務は自動化システム
に取って代わられる可能性あります。一方で、
従業員の能力を強化する目的でも自動化が導入
されるでしょう。この結果、EXに流れるデジ

タルスペースの情報の管理がいっそう複雑にな
ると予想されます。Forrester Researchによれ
ば、自動化テクノロジーの進歩により、人間が
ロボットやソフトウェアエージェントなどの機
械と一緒に働く機会が増えると言います20。人
とテクノロジーのパートナーシップを実効性の
高いものとするには、一定レベルのケアと目標
意識が必要です。

「個々の業務の進行とスキルアップの支援」、
「共感」、「パートナーシップ」の原則に従え
ば、CXの向上やイノベーションの拡充などの
成果を現時点で達成できるだけでなく、どのよ
うな状況でも成功できる組織を実現することが
可能になります。また、従業員エクスペリエン
スの3つの原則にマッピングしたアクションを
導入すれば、質の高い永続的なEXを組織内に
育むことも難しくはありません。そのような
EXを最高のかたちで実現できるでしょう。
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