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少子化やビジネスサイクルの短期化、働き方改革への要請により、旧
来型の終身雇用経営は難しくなっており、雇用を取り巻く環境も変化

少子高齢化による人手不足
労働人口は激減
2030年には人口の3割が高齢者

マクロ要因

政策の方向性

雇用を取り巻くトレンド

国内の労働市場を取り巻く環境

ビジネスサイクルの短命化・DX要請
テクノロジーの進化やグローバル化
で、ビジネスサイクルは短命化

労働における量（働き手の確保） 質（生産性の向上/ デジタル推進）の

確保にむけて、働き方改革を推進

働き手・働き方の
多様化
> 女性・シニア・非正規・フ
リーランスの活用

> ジョブ型の導入・・

働き方への価値観変化

> Digitalネイティブ、Z世代

> つながらない権利・・

Covid-19による
急速な働き方シフト
> リモート化

> コミュニケーションの
難易度向上・・

「DX人材」の必要性

> デジタル技術の導入

> 国際競争力の確保・・

1 2 3 4

サマリー

Source: 内閣府「高齢社会白書」
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故に、企業による組織・働き方改革は急務。課題は山積するがHRテッ
クソリューションを活用しつつ、効果と改革のスピードを最大化すべき

人事・組織課題の現状とHRテックソリューション

HRテックの活用

組織・働き方改革における課題

HRソリューション
（人材管理（タレントマネジメント）・従業員エンゲージメント・採用管理・労務管理・・・）

AI
HRテック

データベース

データ

企業・組織 従業員

データ

採用管理・育成 従業員エンゲージメント

> 多様な人材・働き方を考
慮した活用・最適配置

> ジョブ型導入等による評
価の複雑化

> 採用難易度の高まり

> スペシャリスト採用・育成

> ミドル・シニアのリカレント

> 社内文化の醸成やコミュ
ニケーション難度の向上

> メンタルケアの必要性

> 多様な働き方による労務
管理の複雑化

> 労働基準法への対応負
荷の増大

タレントマネジメント・評価 労務管理

サマリー

組織・働き方改革にHR

テックを導入することで、
その効果と改革のスピード
を最大化

Big Data

企業による組織・働き方改革

> 時代の変化を前提とした、社内に必要なソフト・ハードスキルの見直し・整備人材ポートフォリオの整備
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A. 国内労働市場を
取り巻く環境
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日本においては、今後労働リソースは急激に減少していく。生産性や
都市集中の問題もあり、限られた資源をどう配分するかがカギとなる

労働市場におけるマクロ課題

労働リソース減少の対応 低生産性の改善 都市集中の是正

Source: 総務省「平成28年情報通信白書」、日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2019」、総務省統計局「国勢調査」
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> 日本において急速に進んでいる

「少子高齢化」「人口減少」に伴い
減少するリソースを補う必要がある

> 主要先進7カ国の時間当たり労働

生産性で最下位と、生産性の改善
が求められている

> 大都市圏への人口集中がもたらす
諸問題を解決するために、地方へ
の分散／地方創生が求められる
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三大都市圏
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マクロ要因：少子高齢化による人手不足
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一方、グローバル競争の過熱やテクノロジーの進展により、ビジネス
に求められるスピード感は早まり、ビジネスサイクルは短命化している

デジタルテクノロジーの進展

Source:各種二次情報、 Roland Berger

消費者・
顧客ニーズの
多様化

> 消費成熟、嗜好消費

> 賢い消費者

> 生産消費者（ﾌﾟﾛｼｭｰﾏ）

強く賢くなる消費者

需要の奪い合い

グローバル化による市場競争の激化

> 競合の増加による経営難化

> 迅速な意思決定の重要性向上

アジャイル開発等、リーンな手法の一般化
> サービスを市場に問う

> 多産多死

> デジタルによる開発期間短縮

> 消費行動の変化

短期化するビジネスサイクル

ビジネスサイクル
の短命化開発

開発

開発

マクロ要因：ビジネスサイクルの短期化・デジタル化
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政府も働き方や人・組織のあり方に関連する法案整備を推進する等、
労働の担い手の量・質を共に向上させる取り組みを進めている

労働にまつわる政府の方針

働き方改革の目的と主要なテーマ 政府の取り組み・制度設計

働き手の増加
労働生産性
の向上

目
的

女性・若者・高齢者・外国人の就業促進

多様な働き方の可能な環境整備

長時間労働の是正

非正規雇用の処遇改善

働
き
方
改
革
の
テ
ー
マ

2019年
4月

2020年
4月

労働時間の管理厳格化
> 労働時間の上限規制

> 勤務観インターバル制度（努力義務）

> 産業医機能の強化、等

働き方の柔軟化
> 高度プロフェッショナル制度の創設

> フレックスタイム制の拡充

賃金格差の是正
> 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ

> 正社員・非正規社員の不合理な待遇格差是正

デジタル庁の新設に伴うDX推進
> テレワークの推進

> 教育のデジタル化

> 業務プロセス合理化に向けた規制改革（書面・
押印・対面の抜本的な見直し、等）

Source: 厚生労働省、各種2次情報

2021年
9月

マクロ要因：政策の方向性
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労働力減少に対しては、高齢者や外国人、女性など多様な労働力を
活用していく必要がある。但し、女性活用率の低さなど、道のりは半ば

多様な働き手の増加

働き手の属性・働き方の多様化

高齢者の就業者率
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908
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1,659
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Source: 総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者」、厚生労働省、男女共同参画局

1雇用を取り巻くトレンド
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今後、デジタルネイティブやZ世代が社会人に。プライベートの線引き
や社会的意義の訴求など、経営方針にも進化が求められる

デジタルネイティブ・Z世代の台頭と働き方への価値観

デジタルネイティブ・Z世代 働デジタルネイティブ・Z世代の、働き方への価値観

> 1980年以降に生まれたY世代は、学生時代から
インターネットに触れたデジタルネイティブ

> 2000年代生まれのZ世代は、スマホ・SNS
ネイティブと言われ、更に異なる価値観を持つ

Source: 各種2次情報、Roland Berger

社会価値や家族＞収入・ポジション

> 社会価値や家族との繋がり、倫理観
など、サステイナブルな価値を志向

> プライベートの線引きも重視

目的意識の高さ

> 何のために生きるか、何のために
働くのかという自立的な意識を持つ

> 目的と合致しないことに興味が薄い

信頼関係・心理的安全性の重視

> エモーションな快適さを重視しており、
自分の感情を抑制することに否定的

> 信頼できる仲間と働きたい気持ちが
強い

1980年 1990年 2000年 2010年 2020年
2013年頃

α世代

1981年

Y世代

1983年

ミレニアム世代

Z世代

1990年後半

デジタルネイティブ

スマホ・SNSネイティブ

働き方への価値観の変化2雇用を取り巻くトレンド
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定年延長制度により、シニア層の能力をいかにリカレントで高め続け、
活用できるかも論点である

改正高年齢者雇用安定法とリカレントに対する要請の高まり

働き手の属性・働き方の多様化

Source:各種2次情報、株式会社電通HP、ヤフー株式会社HP

1雇用を取り巻くトレンド

60歳 65歳 70歳

希望者全員の雇用義務

シニア層の雇用にかかる法案

努力義務

【2012.改正高年齢者雇用安定法】
> 60歳未満定年の禁止
> 65歳までの雇用確保措置：
以下3つのいずれかを義務付け
– 定年を65歳に引き上げ
– 65歳までの継続雇用制度の
導入

– 定年制の廃止

【2020.改正高年齢者雇用安定法】

> 努力義務として、以下のいずれ
かの措置を講じるよう努める
– 定年を70歳に引き上げ
– 70歳までの継続雇用制度の
導入

– 定年制の廃止
– 70歳まで業務委託契約を締
結する制度の導入

– 70歳まで、社会貢献事業に従
事できる制度の導入

70歳までいかに働くか、が
企業・従業員にとっての命題

> 従来型の年齢に応じた処遇対応
は要見直し（役職定年、出向・・・）

以下のアプローチが重要に

> 早期タイミングでの、第２のキャリアの
検討

– 電通は2021年から、一部の正社員
を業務委託契約に切り替え、「個人
事業主」として雇用

> リカレント教育の普及

– 生涯にわたって教育と就労のサイ
クルを繰り返す教育制度の導入

– ヤフー株式会社では「勉学休職制
度」により、2年間の休職期間を
取得して勉強することが可能
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多様な働き手に多様な働き方を推進していくには、ジョブ型の導入検
討は不可欠。但し、従来の制度とは大きく異なる中、ハードルも山積

ジョブ型の概要と導入状況

働き手の属性・働き方の多様化1雇用を取り巻くトレンド

ジョブ型 vs メンバーシップ型 ジョブ型移行におけるハードル

ハード（制度や構造）

> 人事制度や評価制度、組織構造の改
定負荷が高い

– ジョブ・ディスクリプションの作成

– 評価・報酬制度の改定

– 社員の専門性の見える化

– 雇用制度の整備・・・等

ソフト（人や風土）

> ジョブを確実に実行させるマネジメント、
人材確保

– ジョブに紐づいた成長PDCA（目標設
定・実行・振り返り・・・）

– スペシャリスト育成

タイプ メンバーシップ型 ジョブ型

考え方 年功序列・終身雇用前提

職務・勤務地を限定せず
正社員を活用

特定の職務（＝ジョブ）に
必要な要件を定義
遂行できる人を社内外か
ら割り当てる

職務 明確な定義はない ディスクリプションで定義

報酬 勤続年数・等級・役職にも
とづく

ジョブに紐づく成果による

異動 異動転勤あり 異動転勤は一般的になし

採用 新卒一括採用が中心 中途・経験者採用
（専門性を重視）

デメリッ
ト・課題

・専門人材の育成が困難
・投資対効果が低下しや
すい

・ディスクリプション定義の
難易度が高い

・外部人材の採用が前提
であるが、困難なケースも

Source:各種2次情報
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多様性が高まる中で、従業員エンゲージメントを高めることの難易度
は増すが、その向上が企業経営に与える影響は大きい

Source:各種二次情報、Roland Berger

従業員エンゲージメントの向上における意義

従業員エンゲージメント エンゲージメント向上が企業経営に与える影響

従業員エンゲージメントの2要件
①企業が目指す姿や方向性を従業員が十分に理解・共感
②その企業目標の達成に向けて、従業員が自発的に貢献
しようという意識を持っていること

従業員パフォーマンスの最大化
> 高いモチベーションによる、自発的な貢献
> 長い在籍期間による、職能の磨き込み

退職率の低減に伴う、付随コストの削減
> 新規採用にかかるコスト低減
> 退職が与えるネガティブインパクトの回避
（引継ぎ、コミュニケーションロス等）

イノベーションの創出・企業成長の後押し
> 自発的な創意工夫の導出

> 従業員が企業が目指す姿に共感していることに
よる、アセットの集中投下

従業員の満足度の向上
> 働きやすい・協調しやすいカルチャーの醸成
> チームワーク、チーム連携の推進

会社・仕事 従業員

エンゲージメント

ロイヤリティ

従業員満足度

モチベーション

双方向の
つながり

尽くす

与える

個人的

・・・・

✓

✓

✓

✓

働き方への価値観の変化2雇用を取り巻くトレンド
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テクノロジーの発展により企業に押し寄せるDXの波においても、DX人
材をどう揃え、活用していくかが課題

Source: エキスパートインタビュー、各種2次情報、Roland Berger

DX推進の要諦とそれを支える人材

「DX人材」の必要性3雇用を取り巻くトレンド

DX推進における３つの要諦

DX人材の組織における活用、及び、
彼らを活用できる組織やカルチャー
> DX人材の育成・採用
> 上記人材を最大限に活用できる
組織・評価の仕組み、権限付与

> デジタル投資への経営のコミット

オペレーションの再構築
> 営業・販売・調達等、一連のオペレーショ
ンの再構築（自動化・高付加価値化）

インフラ整備・データ蓄積
> データ蓄積用インフラの整備
> 分析に向けたデータのクリーニング
> データの分析基盤整備

✓

✓

✓

外部リソースを活用したDX推進

内製によるDX推進

> 外部パートナーのケーパビリティを理
解する力・ネットワーク

> 発注において最適な要件定義・品質
コントロールができる力

> 内製により機動力があるサービス提
供を図るうえで基盤となる開発力

> 社内に有するデータの把握／その分
析からソリューションを構想する力

DX人材に必要な能力

> 業務とシス
テムを紐づ
ける力

> 経営とシス
テムを紐づ
ける力

双方共通
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但し、グローバルにおける技術革新の推進について、日本には遅れ
が見えており、キャッチアップは急務

国全体としてのイノベーションの遅れ

デジタル化の遅れ 技術競争力の低下 論文数の国際シェア減少

2019年世界デジタル競争力：

23位/63ヶ国
> 特に「企業の機敏性」、「ビッグデータの活
用と分析」の4つが63カ国中63位で世界最
下位

2019年世界競争力レポート：

6位/141ヶ国
> 特に「硬直的な労働市場」や、「女性の労
働参加が不十分」などで改善の余地が大
きいと指摘された

論文数の国際シェアの減少：

11位/100ヶ国
> 日本は多くの研究領域において、ここ20年
間、Top10%論文数1）の国際シェア順位が
低下し続けている

1 (1) 米国
2 (2) シンガポール
3 (3) スウェーデン
4 (4) デンマーク
5 (5) スイス
6 (9) オランダ
7 (7) フィンランド
8 (11) 香港
9 (6) ノルウェー
10 (14) 韓国
….

13 (16) 台湾
22 (30) 中国
23 (22) 日本
… … ※（ ）は前年の順位

1 (2) シンガポール
2 (1) 米国
3 (7) 香港
4 (6) オランダ
5 (4) スイス
6 (5) 日本
7 (3) ドイツ
8 (9) スウェーデン
9 (8) 英国
10 (10) デンマーク
….

27 (25) マレーシア
40 (38) タイ
50 (45) インドネシア
… …

Source:スイスIMD（国際経営開発研究所）、WEF「2019年世界競争力レポート」、NISTEP「科学技術のベンチマーク」

1 (1) 米国
2 (2) 中国
3 (3) 英国
4 (4) ドイツ
5 (5) フランス
… …

11(11) 日本
… …

13 (13) 韓国
… …

1) 被引用回数が上位10%の論文群を対象とした集計

「DX人材」の必要性3雇用を取り巻くトレンド
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また、Covid-19の影響により人々の生活は大きく変化。リモートワークを
きっかけとして、各種の経営課題をより顕在化させはじめている

COVID-19に伴い生じた
非連続的なファクター

経済的不安の増長

> なかなか終わりの見えない
経済危機

健康・予防意識の向上

> COVID-19感染拡大に伴う予防
意識の高まり

社会連帯意識の強化

> 人々の連帯感や、苦しむ人・
企業を支えようというトレンド

生活自由度の低下

> 外出自粛やそれに伴う在宅
活動を支えるサービスの普及

人々の労働スタイルの変化

Covid-19影響による雇用の変化

テレワーク・在宅勤務の普及

時差通勤・フレックスの導入

従業員の経済不安

不安によるストレスの高まり

無駄な会議、打合せの減少

ペーパーレスの加速

働き方の変更に対する
適切な労働管理手段の策定

リモート・テレワーク下での
公平な人事評価制度の策定

従業員のメンタル・
ストレスケアの必要性の高まり

付加価値の大きくない
従業員に対する処遇の必要

急速なデジタル化の推進

顕在化した経営課題
・
・
・

Covid-19の影響4雇用を取り巻くトレンド

Source:各種二次情報、Roland Berger
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ポストコロナにおいて、今後はいわゆる”ニューノーマル”と言われる、
より自由かつ多様な働き方が求められる状況になるだろう

テレワーク実施状況 ”ニューノーマル”な働き方のイメージ

ニューノーマルな働き方の浸透

オンラインでの
ミーティング・営業活動 "月2~3回だけ出勤しよう"

カフェ

自宅

サテライトオフィス

自社オフィス取引先/ 営業先

"今日はカフェで
作業をする気分だ"

"どうしても重要な
ミーティングだけ、
対面で行おう"

"静かなサテライトオフィス
から会議に出よう"15%5%

17%

9%

22%

14%

16%
67%

29%

80%以上

4%

Before 

Covid-19

10%未満

After 

Covid-19

10-20%程度

20-50%程度

50-80%程度

出勤

対面・出張の減少 リモートワークの浸透

出勤

Covid-19の影響4雇用を取り巻くトレンド

Source:各種二次情報、Roland Berger



B.     ニューノーマル時代に
必要な組織・働き方改革
とHRテックの活用
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外部環境の複雑性が増す中で、企業の非線形成長を実現するために
は、中期経営ビジョン（ありたい姿）の策定が必要であるが・・・

企業経営における中期経営ビジョンの価値

2025 / 2030 

中期経営ビジョン
（ありたい姿）

• 正しい現状認識
• 土台となる共通の認識

経営ビジョンの
意味合い

社員に事業目標を
理解させる

> 中長期で会社が向かう方
向性／目標を共有する

> 日々の業務の意味付けの
理解を助ける

投資家に事業の方向性を
伝える

> 投資家への事業の方向性
をコンパクトに伝える

> 投資判断のための目標数
値のアピール

経営戦略の羅針盤・経営陣の揺るがない方針となる

> 当社が将来なりたい姿が、文言に落とし込み表現される

> 経営陣自らの経営指針となる

> 経営陣のコミットメントが明確になる

現状

企業経営と組織・働き方改革における課題

Source:各種二次情報、Roland Berger
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中期経営ビジョンを事業戦略に落としこみ、実現するにあたっては、
基盤となる人材・組織インフラをいかに整備するかが重要である

中期経営ビジョンの位置づけと実現の要

支える人材・組織（インフラ）

事業戦略

中期経営ビジョン

企業理念

ビジョン・戦略を実現するインフラ
（人材・組織・システム・資金）

企業の存在意義
普遍的な拠り所

中期的なあるべき姿
外部環境やコア・コンピタンスを踏まえた
企業の戦略的な方向性、注力領域

事業ごとの戦い方
（対象顧客・地域、提供価値、プロダクト）

➨ボトルネックになると、ビジョン実現は困難

企業経営と組織・働き方改革における課題

Source:各種二次情報、Roland Berger
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労働市場の変化を踏まえると、組織・働き方改革は不可欠。但し、人
材ポートフォリオの定義、育成、管理など、対応領域は多岐に渡る

ｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘ ｘｘｘ

ｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘ ｘｘｘ

✓ ✓

> 多様な人材・働き方へ
を考慮した人材活用・
最適配置

> ジョブ型導入等による
評価の複雑化

> 採用難易度の高まり

> スペシャリストの採用・
育成能力の不足

> ミドル・シニア人材へ
のリカレントの要請

> 社内文化の醸成やコ
ミュニケーション難易
度の向上

> メンタルケアの必要性

> 多様な働き方による
労務管理の複雑化

> 労働基準法への対応
負荷の増大

採用管理・育成 従業員エンゲージメントタレントマネジメント・評価 労務管理

企業による組織・働き方改革

改革に向けた課題

企業経営と組織・働き方改革における課題

人材ポートフォリオの整備

> 時代の変化を前提に、社内に必要なソフト・ハードスキルの見直しが必要

> 既存の社内人材のみならず、外部人材の活用も前提に(特にDX人材をどう確保するか)

Source:各種二次情報、Roland Berger
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必要な組織・働き方改革を効率的に進め、また、効果を最大化する
ツールとしてHRテックが着目されている

HRテックの枠組み

データ蓄積データ蓄積

データ分析

サービス活用サービス活用
企業・組織 従業員

データベース

採用管理
ソリューション

人材管理
ソリューション

労務管理
ソリューション

従業員エンゲージ
メント向上
ソリューション

・・・・

インターフェース

AI

HRテック

組織・働き方改革におけるHRテックの活用

Source:各種二次情報、Roland Berger
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採用管理から勤怠管理、人事評価やタレントマネジメントなど、HR テッ
クにおけるサービスメニューは多岐に渡る

HRテックのサービスラインナップ

Source: HRテックナビ

組織・働き方改革におけるHRテックの活用

勤怠管理 労務管理

給与計算・管理

採用管理全般

新卒特化

ビジネス
マッチング

メンタル管理

インセンティブ付与

人事評価

タレント
マネジメント

組織改善

オンライン
コーチング

オンライン研修
プラットフォーム

福利厚生
プラットフォーム

IDセキュリティ
IDガバナンス

EX（従業員
エンゲージメント）

向上

就業規則管理

採用管理

労務管理

人事管理 人材開発

オンライン
コミュニケーション

コミュニケーション

リスク管理

EVP（従業員価値）



24ニューノーマル時代に必要な組織・働き方改革_2021_Study.pptxニューノーマル時代に必要な組織・働き方改革_2021_Study.pptx

会社のあるべき姿を見据えつつ、HRテックを活用することで、人事・組
織改革の効果とスピードを最大化することが可能

人事・組織改革におけるHRテック導入の意義

現状見える化・
課題発掘

課題解決

課題の解決やデータが蓄積される
ことで、次の課題が明確化

課題発見・解決の
サイクルを高速化

データ蓄積

人事・組織改革

HRテックの導入

会社があるべき
姿の定義

あるべき姿を
実現する
組織・人のあり方
を定義

理想の組織・人の
あり方と、現状の
ギャップを認識

ギャップを埋める
施策設計・実行

あるべき姿の
実現

組織・働き方改革におけるHRテックの活用

Source:各種二次情報、Roland Berger
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例えば、具体的には、人事・組織改革において以下の観点でHRテック
を活用していくことができる

人事・組織改革におけるHRテック活用の方向性

ｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘ ｘｘｘ

ｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘ ｘｘｘ

✓ ✓

> 社員の能力や成果が一
元データベース化で、理
想的な組織の枠組み、異
動方針等を最適化

> リモートやジョブ型で複雑
化した人材評価にて、成
果や能力をデータ化。
効率的で納得感がある評
価体制を構築

> あるべき組織を実現する
ための全社的な採用要件
の取りまとめ・採用負荷を
軽減

> 副業や業務委託の導入
活用で複雑化する採用プ
ロセスも最適化

> 育成ではハイパフォー
マーの特性をAIで分析し
た教育プログラムも構築

> 社員のメンタル状況やエ
ンゲージメントの強さを定
期的に測定

> 先回りの組織施策へ

– 例：Qualtricsは社員の声
を集積・分析するプラッ
トフォームを提供

– 例：Uniposのソリューショ
ンはデジタル上での組
織・企業文化醸成が可

> 従来の内製システムでは
労務管理の複雑化に対
応することは難しく、HR
テックの導入によるペー
パーレス化、効率化が有
効な領域

> 部門別の残業時間等の
労務データを活用すれば、
生産性の向上施策の検
討に繋げることも可能

採用管理・育成 EX /エンゲージメントタレントマネジメント・評価 労務管理

組織・働き方改革におけるHRテックの活用

Source:各種二次情報、Roland Berger
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HRテックを活用した改革においては、目的の明確化と社内共有、定量
的な目標設定、優先順位をつけたスモールスタートでの開始が重要

ニューノーマル時代の組織・働き方改革の実現における要諦

改革における要諦

・・・

改革の実現において陥りがちな課題

どのように人材データを集め、

どう活用していくべきかがわからない

HRテックによる単発のオペレーション効率
化に留まり、「改革のための次の一手」に
踏み出せない

「コア人事」としてどうすべきか、
人事管理全体のライフサイクルを意識した
活動・戦略構築ができない

新しい施策やHRテックを導入しても、社員
が目的を深く理解しておらず、使いこなせ
ていない

人事・組織改革の必要性、それを踏まえた新施策
やHRテック導入の目的を明確化し、社内共有する
> どのような会社の目指す姿や課題があり、どう解決する
ために何を導入するのかを社内で共有する

> 共通の目的を持ち、手段と目的を取り違えない

KPI、KGIを設定し、定量的に結果を把握する
> 理想の組織の状態、従業員エンゲージメント
なども定量的に目標を設定

> 現状と目標のギャップが明確になることで、
打ち手を検証しやすくなる

優先順位をつけ、スモールスタートではじめる
> 社員が新しいツールを使いこなすまでに時間がか
かることを認識しつつ、一気に進めすぎない

> 全社導入前に、スモールスタートで効果検証

1

2

3

組織・働き方改革におけるHRテックの活用
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組織・働き方改革におけるHRテックの活用 : BIG 3

1
組織・働き方改革のスピードを上げ、
効果を高めるために、HRテックは有効な手段

企業の競争力を高めるため、
従来型の組織・働き方の見直しは必須

HRテックは、コーポレイト・トランスフォーメーション（CX）に不可欠な
ピースとして、経営者が自ら理解し導入を推進することが必要

2

3
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各種お問合せやご質問は、お気軽に下記までご連絡ください

連絡先
株式会社ローランド・ベルガー

福田 稔 （パートナー）
minoru.fukuda@rolandberger.com

呉 昌志 （プリンシパル）
masahi.go@rolandberger.com

横山 浩実（プリンシパル）
hiromi.yokoyama@rolandberger.com

石毛 陽子（シニアプロジェクトマネージャー）
yoko.ishige@rolandberger.com
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