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リーダーのための従業員エンゲージメントガイド

今日の競争の激しい環境の中で、成功する企業となるための鍵は、「人」です。

デール・カーネギー・トレーニングが1,500 人の従業員を対象とした調査をしたところ、エンゲージ
している人は、そうでない人よりもはるかに生産性が高いことがわかりました。しかし、どうやったら
そんな従業員を増やせるでしょうか？

彼らは、評価され、認められ、仕事の権限を与えられることを望みます。また、上司であるあなたに
尊敬され、意見を聞き入れてもらい、そして、会社への貢献度に感謝されるのを待っています。

もしあなたが、彼らをエンゲージする方法について悩んでいるのであれば、ここに解決策があります。
ぜひ、今日ひとつ試してみてください。

あなたの部下はあなたに期待しているのです！

1. 良い上司となるように心がける。
直属の上司との関係はエンゲージメントにおいてとても重要です。デール・カーネギー・トレー
ニングの調査研究では、「直属の上司との関係に満足している従業員のうち、49%はエンゲージ
している」ことが示されています。

2. 従業員から信頼を寄せられるリーダーを目指す。
シニア・リーダーシップへの信頼はエンゲージメントにおいて非常に重要な意味を持ちます。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「シニア・リーダーのリーダーシップ能力
に信頼を寄せ、組織を正しい方向に導いていると考えている従業員のうち、61%は完全にエン
ゲージしている」ことが示されています。

3. 従業員をエンパワーする。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「自分の仕事に影響する意思決定について
自ら意見が言えることに満足していると言う従業員のうち、61%はエンゲージしている」ことが
示されています。

4. 過去のエンゲージメント・エキスパートたちから学ぶ。
チャールズ・シュワブは従業員エンゲージメントについて、「私には、人の熱意を呼び起こす能力
がある。これが、私にとっては何物にも代えがたい宝だと思う」と語っています。

5. デール・カーネギーの人間関係の原則に従う。
従業員と話す前に、いったん止まって自問してみましょう。「この従業員に対し、やってもらい
たい仕事をしてもらえるようにするにはどうしたらよいだろうか」
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6. 思いやりのある上司を目指す。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「直属の上司との関係が従業員のパフォー
マンスに大きく影響している。従業員は、直属の上司が自分たちのプライベートを気にかけ、
それが仕事のパフォーマンスに及ぼす影響について理解してくれることを期待している。こう
した仕事以外の部分への思いやりが生産性の向上、顧客の満足、そして売上の増加につながる」
ことが示されています。

7. 強固で誠意ある関係を築く。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員に関心を寄せ、彼らにとって何
が重要であるかを知り、それがどのように仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすかについて理解
する」ようにアドバイスしています。

8. 従業員に関心を示す。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「直属の上司が、従業員のプライベートを
気にかけ、それが仕事のパフォーマンスに及ぼす影響について理解できると、従業員はよりエン
ゲージするようになる」ことが示されています。

9. 同僚同士のコミュニケーションを奨励する。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「ポジティブな職場環境を構築すること、
および従業員に対して彼らが貴重なチームメンバーであるということを示すことによって、従業員
のエンゲージメントが高まる」ことが示されています。

10. 組織の状況と目標を従業員に伝える。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「上司が従業員に対して、彼らが組織で
尊重されていること、および個人の価値観と目標が組織のビジョンに反映されているということ
を示すと、従業員はよりエンゲージするようになる」ことが示されています。

11. 組織に対する誇りを築く。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「エンゲージしている従業員は、他者に
自分の組織を素晴らしい就職先や取引先として推薦する」ことが示されています。

12. カスタマーサービスや販売・営業に携わる従業員のエンゲージメントレベルに注意する。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「接客を担当する従業員は他の職種に
比べエンゲージメントレベルが低い傾向がある」ことが示されています。

13. 5年以上在勤している中年層の従業員のエンゲージメントに力を入れる。
調査では、40～ 49歳の従業員は家庭生活でプレッシャーに直面するにつれエンゲージメント
レベルが低下しがちであることが明らかになっています。デール・カーネギー・トレーニングの
調査研究では、「上司が、従業員と個人的な関係を築き、プライベートな生活についても気に
かけることができると、これら中年層のディスエンゲージメントを防止できる」ことが示されてい
ます。
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14. 5年以上在勤している全従業員のエンゲージメントに力を入れる。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「エンゲージメントレベルは最初の5年間は
上昇するが、その後はわずかに下降する、もしくは停滞すると考えられる」ことが示されています。
さらに、勤続 3～ 5年経過後のエンゲージメントレベルの横ばい状態を向上させるために、従業員に
対するトレーニングも実施する必要があります。

15. ポジティブな職場環境を構築する。
「チームメンバー間でポジティブな感情や友好的なコミュニケーションがあるとエンゲージメントが生ま
れる」-デール・カーネギー・トレーニングの調査研究

16. 会社に対する誇りを築く。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「会社に対する誇りとポジティブな職場環境が
従業員の熱意をかきたてる。従業員は職場に行くのを楽しみにするようになり、組織が成功するための
努力を惜しまないようになる」ことが示されています。

17. どのチームメンバーの貢献も認識する。
「ほんのわずかな改善でも、すべて、惜しみなく、心からほめる。」
-デール・カーネギー

18. デール・カーネギーのリーダーシップの原則に従う。
「率直に誠実な感謝や称賛を与える。」
-デール・カーネギー

eBookdalecarnegie.com



19. 従業員の模範となるように行動する。
成功しているマネージャーが自ら従業員の模範となって行動することで、その姿から従業員はさらに熱
心に働く熱意と意欲を感じるようになります。デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「完
全にエンゲージしていない従業員の場合、たった25%が上司は良い模範であると感じていると答えた
のに対し、エンゲージしている従業員の場合は驚くことに62%が良い模範であると答えている」ことが
示されています。

20. 従業員に必要なリソースを提供する。
「従業員がよりエンゲージするようにするには、オープンなコミュニケーションを行う、必要なリソースを
提供する、模範を示す、そして常にタイムリーにフィードバックを与える」ことを心がけましょう。

21. 従業員のワークライフバランスを尊重する。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員は、上司から自分の健康と福利が
サポートされていると感じると、職場でよりエンゲージするようになる。従業員は自分の健康が尊重され
ていると感じたとき、会社のために一層努力しようとする」ことが示されています。

22. 上司としての信頼を築く。
「上司を信頼し、上司から敬意をもって扱われていると感じる従業員は、影響を恐れることなく自由に
上司と話ができるという自信をもつようになる」
-デール・カーネギー・トレーニングの調査研究

23. 個人レベルで従業員を知るように心がける。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「66%の従業員が、自分のプライベートな生活に
ついて上司から関心を払ってもらっていないと思っている」ことが示されています。

24. 従業員を「貴重なスキル」をもった人々ではなく、スキルをもった「貴重な人々」として扱う。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「マネージャーが、従業員と強固な関係と強いチー
ムワークを築き、人を中心にしてチームを導くことができると、従業員が能力を最大限に発揮できるエ
ンゲージメント環境が生み出される」ことが示されています。

25. 給与レベルが低い従業員に対して、常にモチベーションを高め、インスピレーションを与えることを
心がける。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「マネージャーや部下をもつ従業員の45%が
エンゲージしているのに対し、それ以外の従業員の場合はわずか23%しかエンゲージしていない。
よりエンゲージしている従業員は、大企業勤務、シニア・マネジメント、大学卒、年収 5万ドル以上で
あるという傾向」が示されています。

26. 仕事に対し愛着心をもつように奨励し、組織のために努力を惜しまない、忠誠心をもった従業員を
育てる。
ScarlettSurveys 社の調査によると、「従業員エンゲージメントは、仕事、上司、同僚、職場に対して、
従業員がポジティブな感情をもっているか、あるいはネガティブな感情をもっているかを測定する際の
基準になる」ことが示されています。
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27. 職場でポジティブな感情を生み出す。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「ポジティブな感情は従業員に強い満足度をもた
らすことができる。従業員の熱意とパフォーマンスを高め、さらに、他者( 同僚 )が仕事を完了できる
ように手助けしがちである」ことが示されています。

28. 「人に接する時は、相手が論理の生き物ではなく、感情の生き物であり、偏見に満ち、自尊心と虚
栄心によって行動する、ということを心得ていなければならない。」
- デール・カーネギー

29. オーナーシップの意識を生み出す。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「組織と感情的につながっている従業員はオーナー
シップの意識があり、会社で働き続ける傾向があり、少ない時間で質の高い仕事を行うことができ、従
業員の離職に関係する経費を削減できる」ことが示されています。

30. 価値意識を生み出す。従業員がチームや会社にとって貴重な存在であると感じられる環境を育む。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「会社の方向に影響を及ぼしていると感じている
従業員の60%がエンゲージしている」ことが示されています。

31. 従業員に自信をもたせる。わずかな向上も称賛する。
「期待をかける。」–デール・カーネギー

32. 熱意は重要な要素である。仕事に対する熱意を生み出すようにする。
「従業員は仕事に対して熱意を感じていると、一層熱心に働き、努力を惜しまず、創意工夫さえする
ようにもなる。」–デール・カーネギー・トレーニングの調査研究

33. 従業員をエンパワーする。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「自分たちの仕事に影響のある意思決定に自ら意
見が言えることに満足していると言う従業員のうち、65%はエンゲージしている」ことが示されています。
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34. 従業員にインスピレーションを与える。刺激がある職場環境を奨励する。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員の努力がチームや組織の成功にいかに貢
献しているかを示すことにより、従業員はよりエンゲージするようになる」ことが示されています。

35. 目的意識を生み出す。.
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員は、自分の仕事が意味があることであり、
会社の成功をもたらすために働いているのだと感じる必要がある」ことが示されています。

36. 従業員、特に新しい従業員に指針を与える。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員エンゲージメントは雇用段階から始める
べきで、新しい従業員は効率よく仕事するための適切なスキルを身につける必要があり、彼らとエンゲー
ジし、それぞれの役割や責任を明確にすることが大切である」ことが示されています。

37. 従業員が、自分が仕事を正しく行っているかどうか自覚できるように、フィードバックを与える。
従業員、特にミレニアム世代は、新しいスキルを身につけ、プロフェッショナルとして常に向上したいと
考えています。多くの場合、金銭的な報酬以外の刺激の方が従業員エンゲージメントにとってはるかに
重要です。

38. 従業員に向上心をうながす。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「完全にエンゲージしている従業員のうち、53%
が直属の上司から多くを学んだと思っている」ことが示されています。

39. 従業員の意見に耳を傾ける。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「組織がオープンで真摯なコミュニケーションを
奨励すると、従業員はよりエンゲージするようになる。従業員は、組織の問題を共有し、ともに解決策
を見出す機会が与えられることを歓迎する」ことが示されています。

40. コーチングやトレーニングを提供する。
従業員にコーチングや、新しいスキルを身につけ成長する機会を与えましょう。「内外のトレーニングプ
ログラムに投資するのもエンゲージメントを高める1つの方法」です。

41. 従業員の価値感と会社の価値感とを一致させる。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「従業員は、価値観を共有できるコミュニティに
帰属していると感じる必要がある。従業員は、組織的行動が自分の価値観と一致していると認識すると、
エンゲージする」ことが示されています。
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42.  チームメンバー全員の才能を認める。

      それぞれのタスクを完了したら、それを他のチームメンバーが認め、チーム間でほめ合うことができる方法、

      環境を作ります。これによってチームスピリットが生まれ、チームワークが育ちます。

43.  従業員に新しいスキルを身につけ、成長する機会を与える。

      デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「成長する、新しいスキルを身につける、新しいことに挑戦  

      するといった機会を与えることがエンゲージメントの原動力となる」ことが示されています。

44.  エンゲージメントを奨励する協力的な文化を作る。

      シニア・リーダーシップは、ポジティブな態度や行動を示すことによって、すべての従業員と関与し、彼らに

      インスピレーションを与えるエンゲージメントの文化を作ることができます。デール・カーネギー・トレーニングの

      調査研究では、「シニア・リーダーの能力に信頼を寄せ、組織を正しい方向に導いていると考えている従業員

      のうち、61%は完全にエンゲージしているのに対し、そう思わないと答えた従業員で完全にエンゲージしている

      のは30%に満たない」ことが示されています。

45.  エンゲージメント計画や戦略を作る。

      デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「組織の90%がエンゲージメントはビジネスの成功に影響

      していると答えたにもかかわらず、75%はエンゲージメント計画や戦略を持っていない。エンゲージしている

      従業員がビジネスの原動力となるため、これは組織によって重要な要素になり得る」ことが示されています。

46.  従業員エンゲージメントを測定する。

      有能な人材の管理には終わりというものはありません。シニア・リーダーは時間とリソースを投資してエンゲージ

      メントを測定する必要があります。推奨する測定方法として、アンケートや面談の実施が挙げられます。従業員

      が、自分を表現できたり、安心して意見を言えたりするようにし、また、影響を恐れることがないと確信できるよ

      うにする必要があります。

 

47.  エンゲージしているチームメンバーには報酬を与えてほめる。

      生産性を向上し、熱意を生み出している従業員やマネージャーに報酬を与えましょう。職種に合った魅力的

      な福利厚生やインセンティブを用意したり、実利的なインセンティブに加え、認識や評価を与えたりすることで

      エンゲージメントを推進できます。

48.  チームワークや協働精神を奨励する。

      「チームワークは、共通のビジョンに向かって協働する能力であり、個人の達成を組織の目標に反映させる

      能力である。チームワークは、平凡な人々に非凡な結果を出させる燃料である。」 

      - アンドリュー・カーネギー

49.  長期にわたるエンゲージメントを奨励する。

      デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「長期にわたるエンゲージメントは、雇用主と従業員の間、

      および従業員間の良好なコミュニケーションから生み出されるポジティブな職場環境が基盤となる」ことが示さ

      れています。

50.  「1人の人間が能力を最大限に発揮できるようにするには、まずその人の心をつかむようにしなければならな

      い。」 

      - アンドリュー・カーネギー



従業員エンゲージメントが重要なのはなぜ ?

1. 生産性とROIを向上させる。
Accenture 社が 2011 年に行った研究では、「エンゲージメントレベルが高い労働力は、競争的なグローバル
環境でビジネスが成功するために重要な収益性および生産性を得るための原動力となる」ことが示されています。

2. 従業員の離職を減らす。
BureauofNationalAffairs 社によると、「2013年は、米国ビジネスにおける離職率は65%に上がり、その
結果、年間 110億ドル以上の損失となる」ことが示されています。

3. 最も貴重な資産である従業員を維持し、他社との競争に勝つ。
Gallup 社によると、「従業員がエンゲージしている企業が他社よりも成功している率は最大 202%にまで及ぶ」
ことが示されています。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「競争で優位に立つには、従業員が差別化要素となるため、
従業員エンゲージメントが究極の目標となる。積極的にディスエンゲージしている従業員は、不信感を表し、他
者の仕事を妨害し、ネガティブの種を蒔く」ことが示されています。

4. エンゲージメントにより、従業員の生産性とパフォーマンスの質が向上し、その結果、顧客満足度とROI が
上昇する。
「エンゲージしている従業員に転換させることで、離職関連の経費を削減し、生産性が高まる」
- デール・カーネギー・トレーニングの調査研究

5. エンゲージしている従業員は生産性が高い。
「エンゲージメントレベルが高い企業の場合、株主総利回りは平均に比べ19%高い」。
Gallup 社の推測では、「米国では、ディスエンゲージしている従業員によって年間 3,050 億ドルの経費が生じて
いる」ことが示されています。
デール・カーネギー・トレーニングの調査研究では、「積極的にエンゲージしている従業員は、生産性が高く、
企業により多くの収益をもたらし、組織に長く勤続し、倫理的で高い責任意識を持つ。昇給率が5%程度の場合、
ディスエンゲージしている従業員は69%が離職するが、エンゲージしている従業員で離職するのは25%のみで
ある」ことが示されています。
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