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変革への想いを抱えながら、

困難な日常生活と向き合っている

今回で11回目となるデロイトの「2022年 Z・ミレニアル世代年次調査」では、
世界各地から参加者を募り、Z・ミレニアル世代が仕事や自身を取り巻く
世界に対してどのような見解を抱いているかを調査しました。調査は2021
年11月から2022年1月にかけて実施され、その後2022年4月に定性イン
タビューが実施されました。本調査からは、Z・ミレニアル世代は、非常に不
確実な時代を切り抜けようとしているということが明らかになりました。

デロイトが昨年の調査を実施したのは、COVID-19パンデミックが2年目に突
入し、ワクチンが市場に出回り始めていた頃でした。困難な1年でしたが、
Z・ミレニアル世代がより良いポストパンデミックの世界を作ろうと固く決意し
ていることが調査によって判明しました。2022年に話を進めると、残念なこ
とに、世界の多くの地域で経済状況や生活の質の悪化が見受けられまし

た。パンデミックが3年目を迎えた今、私たちは地政学的紛争、異常気象、
不平等、急激なインフレーションにも直面しています。これらは一時的な混

乱というよりも、むしろニューノーマルの一部になってしまったようです。

今年の調査からは、Z・ミレニアル世代が世界情勢に対して強い懸念を抱
きながら、思うようにいかない日常生活と変革への想いの間でバランスを取

るべく奮闘していることが分かります。これらの世代は経済的な不安に苦し

んでいる一方で、環境的にサステナブルな選択に投資しようとしています。

燃え尽き症候群に陥る人もいる中で、多くのZ・ミレニアル世代が副業を始
め、一方でより意義のある、そしてよりフレキシブルな仕事を求めています。

彼らは、特に気候変動の分野において、従業員も関与可能なアクション

を推進するように勤務先の企業に訴えていますが、企業側は十分に耳を

傾けておらず、気候変動に対する取り組みを今以上に広範な領域でさら

に踏み込んで展開していく機会を逃している可能性があります。Z・ミレニア
ル世代は組織が職場のメンタルヘルス問題に対処するため行動を起こす

ように働きかけていますが、個人レベルでは必ずしもメンタルヘルスについて

気楽に話せているとは言えず、企業から提供されているリソースを十分に

活用できていません。

この数年間で生じた前例のない事態の中で、世界各地で多くの人々が

自分にとって何が最も重要かを見直し始め、大離職時代（Great 
Resignation）が引き起こされました。この歴史的な自主退職の時代は、
Z・ミレニアル世代にまたとない機会をもたらしています。Z・ミレニアル世代は
これまで、賃上げ、よりフレキシブルな働き方、ワークライフバランスの向上、

学習・能力開発の機会の拡大、メンタルヘルスやウェルネス支援の強化、

ソーシャルインパクトへの企業のコミットメントの強化など、職場環境に持続

的な変化がもたらされることを求めてきましたが、今年の調査の結果から

分かるとおり、このような職場環境の変化は企業にとっても人材確保や定

着を図るうえで有益な戦略となるでしょう。
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エグゼクティブサマリー

デロイトの「Z・ミレニアル世代年次調査」では、46の国からZ世代14,808人、ミレニアル世代8,412人を対象に調査
を実施しました。彼らの回答からは、これらの世代が、「日常生活で抱えている困難」と、「社会の変化を後押しし

たいという欲求」を両立させようと懸命に努力している姿が見て取れます。

Z世代（29％）およびミレニアル世代（36％）は、最大の懸念事項として「生活費（例：住居費、交通費、
光熱費・通信費）」を挙げました。また、Z世代の12％およびミレニアル世代の11％が「政情不安」、「戦争」、「国
家間の紛争」を最大の懸念事項に選びました。

（調査実施はロシアによるウクライナへの侵攻の開始前）

高水準のインフレが起きていることを鑑みると、生活費に対する不安には時勢が顕著に表れているのかもしれませ

んが、これは一時的なものではなく、この世代の人々が抱えている長年の課題でもあります。彼らは個人レベルで

は経済的な安心感が得られず、より広範な社会レベルでいえば富の不平等に対して強い懸念を抱いています。

◼ 半数近く（Z世代の46％、ミレニアル世代の47％）が「給料ぎりぎりの生活をしており、出費を賄い切れない」
という不安を抱いています。

◼ 4分の1超（Z世代の26％、ミレニアル世代の31％）が「安心して老後を迎えられない」と感じています。

◼ 約4分の3（Z世代の72％、ミレニアル世代の77％）が「自分の国では最富裕層と最貧困層の格差が拡大し
ている」と考えています。

このような経済不安の中で、Z・ミレニアル世代の多くは自分たちの働き方を再定義しつつあります。Z世代の43％、
ミレニアル世代の33％近くが、本業の傍ら、パートタイムまたはフルタイムで、収入が発生する副業に就いています。
また、物価の低い都市に移住してリモートで働く人についても、割合は低いものの増加傾向にあります。

生活費や経済的な不安が圧し掛かる
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エグゼクティブサマリー

大離職時代はしばらくの間続くでしょう。仕事へのロイヤリティは昨年よりも若干向上したものの、Z世代の10人に4人、ミ
レニアル世代の4分の1近くが「今後2年以内に今の仕事を辞めたい」と考えています。そして、約3分の1は「次の仕事が
決まっていなくても仕事を辞めるつもりだ」と述べており、不満の強さが表れています。しかし、企業はこの時代を教訓とし

て捉え、人材確保や定着を図るうえで有益な職場環境の変化につなげることができるでしょう。

◼ Z・ミレニアル世代が過去2年間で仕事を辞めた最大の理由は「給与」です。しかし、勤務先を選ぶ際の優先事項とし
ては、「ワークライフバランス」や「学習・能力開発の機会」が挙げられました。

◼ Z・ミレニアル世代にとっては「価値観の一致」もまた重要です。約5人に2人が、「自分の価値観と合わないことを理由
に仕事や担当業務を断ったことがある」と述べています。一方、自分の会社が社会や環境に及ぼす影響や、多様性

に富んだインクルーシブな組織風土醸成に向けた取り組みに満足している人は、「今の会社で5年後も働き続けたい」
と考えている傾向があります。

フレキシブルな働き方を求める声も明らかに高まっています。現在、Z世代の49％、ミレニアル世代の45％がリモート勤務
を行っており、「リモート勤務が自分にとって望ましい勤務形態だ」と回答した人は4分の3に上ります。リモートワークを希望
する理由として、「節約」、「自分にとって大切なことに時間を使える」、「家族と過ごす時間を増やせる」、が上位に挙がっ

ています。

大離職時代は転換点として働き方を再考する時代の前兆である

Z・ミレニアル世代にとって、環境保全は引き続き最重要課題です。回答者の約4分の3が、「世界は気候変動に対応す
る限界に達しつつある」と考えており、「地球を保護するための取り組みは成功しないだろう」と悲観的に感じている人が

半数以上となりました。

持続可能な選択や環境問題に対する企業の取り組みを重視する
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エグゼクティブサマリー

Z・ミレニアル世代の大多数（90％）は、自分自身が環境にもたらす負荷を軽減するために何らかの行動を取っていま

す。

◼ 多くの人は価格が高くてもサステナブルな選択をすることを厭いません。Z世代の64％が「価格が高くても環境的にサ

ステナブルな商品を購入する」と述べたのに対し、「サステナブルではない低価格の商品を購入する」と述べた人は

36％にとどまります。

Z・ミレニアル世代は企業や自分の勤務先に対し、取り組みを今以上に充実させてほしいと考えています。「勤務先の組

織は気候変動との闘いに強い責任を持って取り組んでいる」と考えている人は、Z世代の18％、ミレニアル世代の16％に

とどまります。Z・ミレニアル世代は、勤務先に対し、従業員も参加可能な取り組みを推し進めていくように求めており、使

い捨てプラスチック製品の使用禁止や環境問題に関してより良い意思決定をするための研修などが例に挙げられます。

世代は常日頃からストレスや不安を感じています。「常に、またはほとんどの時間、ストレスを感じている」と述べた人は半

数近くに上ります。ミレニアル世代も高いストレスを抱えていますが、ストレスレベルは昨年から若干低下しています。どちら

の世代も引き続き、最大のストレス要因として、「長期的な経済的見通し」や「日々の出費」を挙げています。

一方、どちらの世代でも、燃え尽き症候群に陥っている人が非常に多く、企業にとっては人材定着に関する大きな課題

が示されています。

◼ Z世代の46％、ミレニアル世代の45％が、「労働環境の厳しさ・負担の多さが原因で燃え尽き症候群に陥っている」

と感じています。

◼ Z世代の44％、ミレニアル世代の43％が、「自分の会社では、最近、多くの人が仕事量にプレッシャーを感じて退職し

た」と述べています。

職場のメンタルヘルスやウェルビーイングを優先事項にすることについては、各企業で改善の兆しが見られています。「パン

デミックの発生以降、自分の会社では職場のメンタルヘルスやウェルビーイングがより重要視されるようになった」と考えて

いる人は半数を超えます。しかし、重要視されるようになったことが実際に職場の改善につながっているかについては、意

見が分かれます。

職場のメンタルヘルスは引き続き課題である
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Part 1:生活費や経済的不安が
圧し掛かる
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Z・ミレニアル世代がパンデミックに適応しつつある中で、「生活面の経済的な困難」、次いで「気候変動」が最大の懸念事項となっています。

◼ Z世代の72％、ミレニアル世代の77％が、「自分の国では最
富裕層と最貧困層の格差が拡大している」と考えています。

◼ 「今後12カ月で自国の経済状況が改善する」と考えている
人は、 Z・ミレニアル世代の28％に過ぎず、昨年の調査と同
様の結果でした。

◼ 「企業は社会にプラスの影響を与えている」と考えている人は、

Z世代では45％、ミレニアル世代では44％と、半数に届きま
せんでした。この割合は5年連続で減少しています。

最大の懸念事項

パンデミックが3年目を迎え、Z・ミレニアル世代はこの状況に適応
し始めています。昨年、最大の懸念事項は「ヘルスケア／疾病

予防」でしたが、COVID-19のワクチンや治療薬が広く普及し、医
療の現場で使用されるようになった結果、切迫感は若干和らい

でいます。

Z・ミレニアル世代の間で「生活費」は最大の懸念事項であり、

「気候変動」が僅差で次点に続いています。

ミレニアル世代Z世代

17%

19%

20%

24%

29%

セクシャル

ハラスメント

同世代の

メンタルヘルス

失業

気候変動

生活費

18%

20%

21%

25%

36%

犯罪／

個人的な安全

失業

ヘルスケア／

疾病予防

気候変動

生活費
また、Z・ミレニアル世代は依然として、富の不平等に強い懸念を
抱いており、企業への信頼は低下しています。

Z世代とミレニアル世代のどちらの世代にとっても
生活費が最大の懸念事項である
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Z・ミレニアル世代の間で経済的な不安が広がっています。日々の家計のやりくりに悩み、「安心して老後を迎えられないのではないか」という懸念を抱
いています。

経済的不安に対処するため、 Z・ミレニアル世代は本業以外から
収入を得る新たな働き方のモデルを模索している

ハイブリッドワークの経済的利点

多くのZ・ミレニアル世代がハイブリッドワーク、あるいはリモートワークを好む最大の理由の1つに、「節約(特に交通費、服飾費、ドライクリーニング費などの支出の削
減)」が挙げられます。割合としては少ないながらも、リモートワークを活用して物価の低い都市に移住する人もいます。このトレンドはますます高まりを見せ、Z・ミレニアル
世代の約15％が今年実際に移住したと述べており、昨年の調査で一時的または永続的に大都市から地方に移住したと回答した割合（9％）を上回りました。

現在リモートワークを行っている回答者のうち、「リ

モートワークによって節約できた」と回答した割合

「リモートワークによって、職場から離れた地域に

移住できるようになった」と述べた割合33％ 39％ 15％ 13％

おそらく経済的な不安を解消する手段として、多くの人が副業に就いています。

43％ 33％

Z世代 ミレニアル世代

本業の傍ら、パートタイムまたはフルタイムで、

収入が発生する副業に就いている

「給料ぎりぎりの生活をしており、出費を賄い切

れないかもしれないという不安を抱いている」

「金銭的な余裕を持って老後を迎えられる自信

がない」

「経済的な安心感を抱けない」

しかし、副業の意義は収入を増やすことだけではありません。例えば、副業を通

して、Z・ミレニアル世代は新たなスキルを磨き、起業のヒントを得ることができま
す。実際に回答者が就いている副業としては、オンラインプラットフォームでの商

品やサービスの販売、コンサルティング、個人事業の運営、ソーシャルメディアで

のインフルエンサー活動が上位に挙げられました。

Z世代 ミレニアル世代

Z世代 ミレニアル世代 Z世代 ミレニアル世代

46％ 47％

26％ 31％

30％ 29％



デロイト グローバル 2022年 ミレニアル・Z世代年次調査 9

最大の懸念事項についてZ・ミレニアル世代から
実際に寄せられた声

「私の最大の懸念事項は世界で起きている数多の事件であり、状況は次第に悪くなっているように見えます。次から次へ

と大きな実存的危機が発生しており、人々は常に危機に立ち向かわなければならず、疲れ果てているのです。しかしなが

ら、私たちは直面した課題を本質的には解決できておらず、一時しのぎの対応を続けているため、必然的に後でより大き

な問題となって返ってきます。この混乱や騒動は金融市場や経済、政治にまで及んでおり、気候危機と相まって誰もがか

つてないほどにストレスを抱えるようになっています」

– Matt、29歳、イギリス、One Young Worldアンバサダー

「ウクライナ情勢が非常に悩ましいと感じます。人生における懸念がまた一つ増えたという気がします。人間は、全体として

は、より平和な共存に向かって前進していると信じたいですが、しかし、今ウクライナで起きていることを見ていると、人間が

平和に向かって前進しているとは思えません」

– C、32歳、アメリカ合衆国

「COVID-19の発生以降、2年以上ずっと私はCOVID-19に対して非常に大きな懸念を抱いてきました。直近の1年間で、
COVID-19は最大の懸念事項というほどのものではなくなりましたが、依然として問題であると考えています。アメリカ合衆
国や世界各国でのメンタルヘルス問題が広まっているだけでなく、虚無感や絶望感が蔓延していることも気がかりです。

生活費の上昇、特に住居費や家賃の上昇が非常に悩ましいです。ロシア・ウクライナ間の紛争、アフガニスタンの人道的

危機をはじめとして、世界で起きている争いに不安を感じています。こんなことがいつも頭の片隅にあり、ストレスから解放

される瞬間はほとんどありません」

– Rebecca、25歳、アメリカ合衆国

「私たちの世代は高騰する生活費や経済的な不安に苦しんでいると思います。昨今、住宅価格は尋常でないほど高騰

しており、私たちの両親の世代とは状況が全く異なっています。私は今3つの仕事を掛け持ちしています。フルタイムの学生
として生活するのに十分な収入を得るためには、そうせざるを得ません」

– Julia、21歳、オーストラリア
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Part 2:働き方を再考する
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大離職時代はしばらくの間続くだろう

「今後2年以内に今
の仕事を辞めたい」

「次の仕事が決まってい
なくても仕事を辞める」

ミレニアル

世代の

32％

ミレニアル

世代の

24％

Z世代の

40％

Z世代の

35％
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Z・ミレニアル世代の間でロイヤリティは上昇傾向にありますが、パンデミックが長引く中で、消費者に商品やサービスを提供する業界は依然として大きな
課題に直面しています。

昨年の自主退職率は歴史的な高さであったが、

従業員のロイヤリティは不思議と上昇傾向にある

昨年の調査では、ミレニアル世代の回答者の4人に1人近くが年内に今の仕
事を辞めるつもりであることが明らかになり、実質的に大離職時代の到来を

予測していました。

今年のZ・ミレニアル世代調査は、この自主退職率の高い時期の真っただ中に
実施されました。この調査によると、どちらの世代でもロイヤリティが上昇してい

ますが、これは昨年多くの人が転職していることに起因している可能性があり

ます。今年、ミレニアル世代の間では、「5年後も今の会社で働き続けているだ
ろう」と回答した人が、「今後2年以内に離職するだろうと回答した人」を上回
りました。

「今後2年以内に今の仕事を辞めたい」と切実に考えている回答者は、特に
一般消費者に商品やサービスを提供する業界に顕著であり、これらの多くは

既に労働力不足に直面している業界でもあります。

しかし、大離職時代はしばらくの間続くでしょう。Z世代の10人に4人、ミレニ
アル世代の4分の1近くが、「今後2年以内に今の仕事を辞めたい」と考えて
います。そして、約3分の1は「次の仕事が決まっていなくても仕事を辞めるだろ
う」と述べており、不満の大きさが表れています。

Z世代

2022年

23％

40％

5年後も
働き続け

ている

今後2年
以内に

離職する

2021年

21％

53％

Z世代 ミレニアル世代

49％ 25％コンシューマー

48％ 25％小売

46％ 34％エネルギー／鉱業

42％ 27％教育

41％ 29％
ヘルスケア／

ライフサイエンス

ミレニアル世代

2022年

38％

24％

5年後も
働き続け

ている

今後2年
以内に

離職する

2021年

38％

36％
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Z・ミレニアル世代を惹きつけるためには、基本的な就労条件を見直すことも重要ですが、企業が社会や地球に及ぼす影響を軽視してはいけません。

以上を踏まえ、企業が人材確保や定着のためにできること

過去2年間で会社を辞めたZ・ミレニアル世代は、その理由として「給与」、
「職場が自分のメンタルヘルスに有害だと感じたこと」、「燃え尽き症候群」の

3つを上位に挙げています。しかし、勤務先を選ぶ際の優先事項としては、
「ワークライフバランス」や「学習・能力開発の機会」を上位に挙げています。

仕事の要求水準や必要とされるスキルが高度化していることを鑑みると、「学

習・能力開発」が重要視されていることに驚きはないでしょう。 Z世代の37％、
ミレニアル世代の38％が「今後10年以内に起こりうる職場環境の最大の変
化は人工知能（AI）などのテクノロジーによる仕事/職務の完全自動化であ
る」と予想しています。そのため、このような職場環境の変化に適応できるよう

従業員を支援する企業は、より魅力的と評価されるでしょう。

21%

26%

24%

23%

27%

29%

39%

20%

21%

23%

23%

24%

29%

32%

フレキシブルな勤務形態（例：リモートワーク、

オフィス勤務またはハイブリッド型勤務が可能）

仕事にやりがいを感じられること

キャリアアップ／成長／リーダーシップの機会

ポジティブな職場風土（例：従業員が自分が

尊重されていると感じられること、帰属意識）

給与などの金銭的な待遇の良さ

学習・能力開発の機会

ワークライフバランス

Z世代 ミレニアル世代

回答者が現在の勤務先を選んだ主な理由

社会や環境への影響、および多様性に富んだインクルーシブな組織風土が

常に仕事を選ぶ上での最優先事項であるとは限りませんが、人材定着の視

点から見ると依然として重要なポイントです。自分の会社が社会・環境にもた

らしている影響や多様性に富んだインクルーシブな組織風土を築くための自社

の取り組みに満足している人は、「今の会社で5年後も働き続けていたい」と
考えている傾向が高いと言えます。

パーパス（企業としての存在意義）もまた大切な要素です。Z・ミレニアル世

代は自分の価値観に合わない仕事や担当業務を断ることを躊躇しません。

この傾向はリーダー層の役職に就いているZ・ミレニアル世代に特に当てはまり

ます。

5人に2人近く（Z世代の37％、ミレニアル
世代の36％）が、「自分の個人的な倫
理観に基づいて、仕事や担当業務を断っ
たことがある」と述べています。

シニア職のミレニアル・Z世代の半数近く
（46％）が、「自分の個人的な倫理観に
基づいて、仕事や担当業務を断ったことが
ある」と述べています。
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社会的影響、D&I、サステナビリティに対するコミットメントへの
満足度は仕事へのロイヤリティに直結している

社会的影響

多様性に富んだインクルーシブな環境づくり

サステナビリティへのコミットメント

勤務先の各取り組みに対する

ミレニアル世代の満足度とロイヤリティへの影響

勤務先の各取り組みに対する

Z世代の満足度とロイヤリティへの影響

社会的影響

多様性に富んだインクルーシブな環境づくり

サステナビリティへのコミットメント

34%

57%

31%

13%

非常に満足している

全く満足していない

17%

51%

53%

13%

非常に満足している

全く満足していない

33%

56%

32%

13%

非常に満足している

全く満足していない

2年以内に離職する 5年後も働き続けている

34%

52%

32%

16%

非常に満足している

全く満足していない

17%

52%

52%

11%

非常に満足している

全く満足していない

17%

48%

51%

17%

非常に満足している

全く満足していない

2年以内に離職する 5年後も働き続けている
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組織を変えていこうとする従業員をエンパワーメントすることが

帰属意識を育み、ロイヤリティを高める鍵となる

Z・ミレニアル世代は変化を求めて声を上げることを恐れていません。とはいえ、
企業の方からも様々な階層の従業員の声に耳を傾けて、彼らのフィードバック

を取り入れることが非常に重要です。「自分の勤務先は従業員の声に耳を傾

けている」と両世代の半分以上が答えている一方で、「勤務先からエンパワー

メントされていない」という回答も約3分の1ほど見られました。

以上から示唆される通り、企業はさらなる努力により、全ての従業員が意

見を遠慮なく主張でき、また職場に変化を促すようエンパワーメントされてい

ると感じられるようにしていく必要があります。特にZ世代は、自分の意見を
率直に発信でき、職場の一員として組織風土の変革に携わることができる

ような、風通しの良い職場を求めています。

組織全体で従業員をエンパワーメントすることは、よりインクルーシブな環境

を育むことにもつながります。

Z・ミレニアル世代の52％が「組織に変化を促すようエンパワーメントされてい

る」と感じており、そのうち、Z世代の89％、そしてミレニアル世代の90％が、

「勤務先に帰属意識を感じている」と述べています。

従業員は、自分の意見に耳が傾けられていると感じるとき、自分の組織と

強いつながりを感じ、ロイヤリティが高まる傾向にあります。
リーダー層の中でも上位の役職に就いているシニア職のZ・ミレニアル世代は、

「自分の会社では様々な階層の従業員から意見を募り、彼らのフィードバック

を取り入れている」と回答する傾向があります。

「自分の会社では様々な階層の従業員から意見を募り、彼

らのフィードバックを取り入れている」と回答する

シニア職のZ世代の割合（ジュニア職では43％）

「自分の会社では様々な階層の従業員から意見を募り、彼らの

フィードバックを取り入れている」と回答する

シニア職のミレニアル世代の割合（ジュニア職では37％）

65％

64％

65％

33％

5年後も働き

続けている

1年以内に

離職する

66％

38％

25％

54％

5年後も働き

続けている

1年以内に

離職する

24％

47％

自分の声に耳が傾けられていると

感じていないZ・ミレニアル世代

エンパワーメントされていると感じ

ているZ・ミレニアル世代

Z世代の32％、ミレニアル世代の33％が、「自分の組織では

トップダウン型の意思決定が行われており、従業員のフィード

バックが取り入れられることはない」と述べています。
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ハイブリッド・リモートワークを望んでいる人の割合

ミレニアル世代

の76％
Z世代の

75％
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20%

19%

62%

63%

14%

12%

ミレニアル

世代

Z世代

100%出社 ハイブリッド 100%リモート
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よりハイブリッドな働き方を望む声は大きいが、

その実現にはさらなる企業努力が求められる

パンデミックによってリモートワークが急速に広がり、多くの人は「フルタイムのオ

フィス勤務には戻りたくない」と考えています。回答者の大半（Z世代の75％、
ミレニアル世代の76％）が、リモートワークと出社のハイブリッド、または100%の
リモートワークという勤務形態を望んでいます。しかしながら、多くの人がフレキ

シブルな勤務形態を望んでいる一方で、実際に望み通りの勤務形態で働い

ている人は決して多くありません。「現在勤務先でリモートワークが認められてい

る」と述べた人は、Z世代の49％、ミレニアル世代の45％に過ぎません。

Z・ミレニアル世代は、働く場所だけでなく、勤務形態や勤務時間についてもフ

レキシビリティを求めています。自分の勤務先にもフレキシブルな勤務時間を導

入し、できれば週あたりの労働時間を短くしてほしいと考えています。彼らに

とって柔軟な働き方はワークライフバランスを実現するための重要なピースでもあ

ります。

リモートワークを経験した回答者は、以下のような利点を挙げています。

希望する勤務パターン

ハイブリッドまたはリモートワークを望む人の割合は、

それぞれ75％と76％に上ります。

75%

76%

本調査は、フレキシブルかつハイブリッドな働き方を導入するメリットを明ら

かにしていますが、無暗に新しい働き方の導入を進めた場合に生じうるデメ

リットも同時に示しています。Z・ミレニアル世代の回答者のうち、リモートワー
クを行ったことがある人の5人に1人が「同僚との関係構築が難しくなった」と
述べ、14％弱が「メンターシップや支援の機会を得ることが困難になった」と
述べています。

40％節約につながる

自分にとって

大切なことに

時間を使える

メンタルに

良い影響が

ある
家族との

時間を増やせる

仕事がはかどる
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ハイブリッドワークと公平性

グローバル全体でみると、本調査の回答からは、勤務形態の選好に関して性別による大きな差異は見られませんでした。

しかし、他の多数の研究¹では、女性²およびマイノリティは、白人男性に比べてリモートワークを好む傾向が高いということ

が示されており、ハイブリッドな働き方によって職場での不公平が深刻化する懸念があります³。この懸念は、オフィスで勤

務する従業員の方がマネジャーやリーダーとコミュニケーションがとりやすく、昇進の機会にも恵まれやすいという考えによる

ものです。

しかし、性別により賃金に格差があることや、女性・マイノリティのリーダー比率が男性・マジョリティに比べ低いことからも分

かるように、勤務形態にかかわらず公平性が担保されないケースは多く存在しています⁴。

ハイブリッドな働き方は、職場のあらゆる不公平を解消できる万能薬ではありません。しかし、働く場所や勤務時間に関

して、従業員にフレキシビリティを与えることは、職場の不平等に対処し、より良いワークライフバランスを実現するための重

要な一歩となります。

企業は誰にとっても望ましいハイブリッドな働き方を整える責任があります。その中で特に重要な部分を占めるのが、より

多様性に富んだインクルーシブな職場環境を育むことであり、そのためには様々な勤務形態や働き方のニーズを考慮する

ことを忘れてはいけません。
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大離職時代、未来の働き方、理想の仕事について

Z・ミレニアル世代から実際に寄せられた声

「パンデミックによって、人生において何が重要かを考え直さずにはいられませんでした。自分の健康、家族、私生活に対

して以前よりも気を配るようになり、COVID-19によるロックダウン以降、仕事やプライベートにどれだけ自分の関心や時間
を割くか、その配分を見直しました。このような考えが大離職時代を引き起こした要因の1つでしょうし、今後、大企業は
従業員のウェルビーイングにさらに配慮していく必要があるので、ワークライフバランスは今よりも改善するかもしれません」

– Moly、29歳、日本、One Young Worldアンバサダー

「やりたくないことをして生きるなんて人生の時間がもったいないです。私は、事務仕事やデスクワークだけでなく、人々の

生活を変えるような仕事がしたいと思っています。大離職時代を受けて、シニアリーダーがZ・ミレニアル世代の働き方に適
応し、言葉だけではなくもっと真剣にサポートを提供してくれるようになると信じたいです。リバースメンタリングやシャドーボー

ドなどの制度を通して、若年層の従業員を意思決定に携わる立場に起用してほしいと思います。私たち以外の世代に

も耳を傾け、意見を発する機会を皆に確保すべきです。スポーツクラブや自己啓発プログラムへの補助金など、私たちの

現代的なライフスタイルをサポートするフレキシブルな福利厚生制度も重要です。（社会に出てから教育を受けに学校に

戻ってもよいでしょう。）大企業で働き続けるのであれば、週4日勤務も実現してほしいと思います。私は週4日勤務を
行ったことがありますが、そのためには減給を受け入れなければならず、個人ノルマの緩和も認められなかったため、週4日
勤務を続けることはできませんでした」

– Matt、29歳、イギリス、One Young Worldアンバサダー

「大離職時代は既に、ビジネスの世界に長期的な変化をもたらしています。多くの仕事で100%の在宅勤務が可能に
なっており、これは非常に大きな進歩だと思います。家にいながら働けるようになれば人々は自分の生活を取り戻すことが

できます」

– Serraya、25歳、アメリカ合衆国

「大離職時代以前では、企業はそれぞれの職務分野で十分な経験を積んだ人材を求めていたと思います。現在、大離

職時代の中で、少なくとも一部の企業は、自分たちの理想に完全に一致した人材を見つけることは不可能だと気づき

始めたと思います。従業員に成果を上げてもらうだけでなく、組織に定着してもらうためには、従業員の育成に注力する

必要があります」

– Melissa、24歳、アメリカ合衆国



デロイト グローバル 2022年 ミレニアル・Z世代年次調査

Part 3:気候変動に対して声を上げる

20© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.
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「世界は気候変動へ

の対応の限界にあり、

この先どうなるか分か
らない」

「地球を保護するための

取り組みは成功する」

ミレニアル

世代の

73％

Z世代

の75

％

ミレニアル

世代の

43％

Z世代の

44％
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「世界は気候変動に対応する限界に達している」と考えている人は、Z・ミレニアル世代の約4分の3に上ります。そして、すでに異常気象の影響を受けて
いる人は約3分の2（Z世代の68％、ミレニアル世代の66％）に上っており、迅速に気候変動に対応していく必要があります。

環境問題の行く末は不透明でも、Z・ミレニアル世代は未来のために
行動し、サステナビリティのために経済的負担を負うことを厭わない

Z・ミレニアル世代の10人に9人が環境保護のために何らかの行動をしており、個人レベルでの責任を果たしていると
いえるでしょう。日々の生活で彼らは、古着の購入、有機農産物やフードマイレージを意識した食品の消費といった

日々の小さな行動に重点を置いています。そして将来的には、「市民活動に参加する機会を増やし、車や家屋な

どの大きな買い物をする際にサステナビリティを考慮しよう」と考えています。金銭的な制約もあって、太陽光パネル

や電気自動車などの高価な製品に支出することは難しいでしょう。それでも、「将来的にこのような製品を購入する

つもり」だと述べた人は、回答者の半数に上りました。

重要なポイント

Z・ミレニアル世代は日常の消費においてサ
ステナブルな製品への支出を厭いませんが、

おそらく金銭的な制約が理由で、将来を見

据えて大きな支出をすることに消極的な人

もいます。

リサイクル可能な、また

はリサイクル資源から作

られたプラスチック／紙
を使用する

既に実行している主な行動

再利用可能な容器を

使用する（例：カップ・
ストロー等）

中古品を購入する

（例：衣類・家具
等）

有機農産物やフードマイ

レージを意識した食品を
購入する

電気自動車やハイブ
リッド自動車を購入する

今後実行しようと考えている主な行動

自宅をサステナブルな住宅にリフォームする

（例：太陽光パネルや地中熱利用システムの設置）

市民活動に参加する機
会を増やす
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「気候変動との闘いに

おいて大企業は意味の
ある行動を取っている」

「自国の政府は気候変

動との闘いに責任感を
持って取り組んでいる」

ミレニアル

世代の

14％

Z世代の

15％

ミレニアル

世代の

13％

Z世代の

11％
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Z・ミレニアル世代は勤務先にも気候変動に対する
アクションを強く求めている

Z・ミレニアル世代は、企業や政府は気候変動との闘いにさらに力を入れるべきと考えています。「大企業は意味のある

行動を取っている」というステートメントに対して、強くそう思うと回答した人は、Z世代の15％、ミレニアル世代の14％に過

ぎませんが、「自国の政府は気候問題に責任感を持って対応していると思う」と述べた人の割合（Z世代の11％、ミレニ

アル世代の13％）を若干上回りました。

自分の勤務先の取り組みに対しては、わずかながら肯定的な意見が多くなります。Z世代の18％、ミレニアル世代の

16％が、「自分の勤務先は気候変動との闘いに責任感を持って取り組んでいる」と考えています。とはいえ、改善の余

地があることは明らかです。回答者の約半数（Z世代の48％、ミレニアル世代の43％）が、自分の勤務先に行動を起

こすようプレッシャーをかけたことがあると述べています。「勤務先で気候変動に対して意見を主張し、自分の会社が従

業員のフィードバックを取り入れている」と感じる人は、ロイヤリティも高い傾向にあります。ここから示唆されるのは、企業

が従業員の声に耳を傾け、行動を起こすことで、両者に長期的な利益がもたらされるということです。これまでの調査によ

れば、すでに多くのビジネスリーダーが従業員から気候変動に関する要望を受けるようになっています。Deloitte‘s 2022 

CxO Sustainability Report⁵によると、ビジネスリーダーの3分の2（65％）が、「環境問題に対し行動を起こすよう従業員

からプレッシャーをかけられている」と感じています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20220218.html
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Z・ミレニアル世代は、勤務先が環境保護の活動に注力し
自分もその活動に関与することを望んでいる

自分の会社に取り組んでほしい環境問題に対する行動の順位付けを行う設問で、Z・ミレニアル世代は従業員が参加できる身近な取り組みを上位に選びました。
（例:職場やオフィスでの使い捨てプラスチック製品の使用禁止や、日常生活において環境問題に関してより良い意思決定をするための研修など)

会社という枠を超えた変革を促したり、政策転換にも寄与する広範で専門的な取り組みは、Z・ミレニアル世代にとって優先度の低いものでした。これはおそらく、この
ような取り組みは身近に感じられず、個人が関与しづらいためです。ここから示唆されるのは、企業は、環境問題に対する施策の優先順位を明確にすべきだという

こと、そして従業員が施策のインパクトを理解し、関与する機会を得られるように、自社の環境問題に対する展望を伝えるべきだということです。

気候変動への闘いに貢献するため、 Z・ミレニアル世代が優先的に組織リソースを投入すべきと考えている行動

職場やオフィスでの使い

捨てプラスチック製品の

使用を禁止する

10年以内の温室効果ガス排出

量ネットゼロ達成に向けて責任感

を持って取り組む

サステナビリティ志向の福

利厚生を提供する

（例：電気自動車補

助金、公共交通機関利

用に対するインセンティブ、

自転車通勤促進）

日々の行動で環境に良い

影響をもたらすための研修

を従業員に提供する

従業員が環境問題に関

してより良い意思決定を

するためのインセンティブを

提供する（例：環境に

対する自分の影響を測り、

同僚と比べてみることを

奨励する）

掲げた企業目標を実現させるため、

公共政策への関与を強める

サステナブル分野を中心に社会的

インパクトある投資を行う年金機

構や退職年金基金を利用する

最も優先すべき行動

優先度の低い行動
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気候変動についてZ・ミレニアル世代から実際に寄せられた声

「私個人としては、肉を買わない、地元で生産された製品を選ぶ、車ではなく自転車を使う、電気自動車を買うなど、

環境を守るために大きくライフスタイルを変えました。大した行動ではありませんが意識して取り組んでおり、友人や家族

にもこのような行動を勧めるようにしています。政府は、富の不平等に対処し、気候変動と闘うための手段を講じられるよ

う人々をエンパワーメントするために、より多くの施策を実行する必要があるでしょう。生活の中で最低限の欲求が満たさ

れていなければ、人々は気候変動と闘うことはできません。だからこそ、富の不平等に対処することが気候変動問題の鍵

となります」

– Matt、29歳、UK、One Young Worldアンバサダー

「不要な電気は消す、金属製のストローや繰り返し使える布製のバッグを使うなど、個人レベルでの行動を取ることを心

掛けています。個人のレベルではあまり大きな変化をもたらすことはできないかもしれませんが、あらゆる人が環境に優しい

選択をすることで、全体として大きなインパクトを与えることができるでしょう。また、企業や政府は気候変動と闘うための

手段を講じてはいるものの、十分ではないと思います」

– Rajwee、18歳、インド

「私はいつも、価格が高くてもサステナブルな商品を選んでいます。将来的には、気候変動との闘いに貢献するため、電

気自動車を買い、自宅に太陽光パネルを設置するつもりです。今の時点ではとても高価ですが、将来的には価格が下

がり、購入しやすくなると思います」

– Julia、22歳、オーストラリア

「気候変動と闘うために企業に何ができるかについていえば、エシカルでサステナブルな素材を利用し、可能な限りエネル

ギー浪費を削減し、従業員が行動を起こせるようにインセンティブを提供してほしいです。生産や製造のプロセス、また環

境に悪影響を及ぼす他企業やサプライヤーとの関係について、ゼロトレランスの方針を策定することも良いでしょう」

– Serraya、25歳、アメリカ合衆国

「企業や政府は変化を起こすのに十分な行動を取っているとは思いません。2024年までに世界の温室効果ガス排出量
を削減するための手段を講じる必要があります。これは早急な対応しなくてはならない問題です」

– Alex、29歳、アメリカ合衆国
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ミレニアル世代の

38％

Z世代の

46％

「常に、またはほとんどの時間、ストレスを感じている」
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ミレニアル世代よりもZ世代、特に女性の間で
強いストレスを抱える人が増えている

どちらの世代でも多くの人が強いストレスや不安を抱えていますが、Z世代の
方がストレスレベルが高い傾向にあります。Z世代の46％が、常に、またはほと
んどの時間、ストレスや不安を感じていると述べており、過去2年間の調査結
果とほぼ同様の結果となっています。これに対し、ミレニアル世代では38％が
同様の回答をしており、この世代では2020年の44％からストレスレベルは
徐々に低下しています。

高レベルのストレスは、女性、特にZ世代の女性の間で顕著です。これは昨年
の調査結果と同じ傾向であり、デロイトが最近発行したレポート、Women @ 
Work 2022: A Global Outlookにも同様の結果が見られます。このレポートによ
ると、1年前と比べてストレスが増えた女性は53％に上ります。

主なストレス要因

日常的にストレスや不安を感じていると回答した人の割合の性別による差異

Z・ミレニアル世代のストレスレベルの上昇を後押ししている主な要因を見て
みると、経済的安定をめぐる懸念が上位を占めています。「日常的にストレ

スや不安を感じている」と回答した人のうち、「長期の家計状況」を主な原

因に挙げた人は、Z世代の47％、ミレニアル世代の43％に上り、昨年とほ
ぼ同様の結果となっています。さらに、Z世代の42％が、「日々の出費」を
上位のストレス要因として挙げており、昨年の38％からその割合を伸ばし、
「家族の健康／幸福」と肩を並べるに至りました。

職場由来の要因もストレスを高めており、この傾向は特にZ世代で顕著に
表れています。「日常的にストレスを感じている」と回答した人の3分の1が、
「仕事量」（34％）や「好ましくないワークライフバランス」（32％）がスト
レスや不安を引き起こす重大な要因となっていると述べています。その一方

で、4人に1人が、「職場で自分らしくいることができないことが重大な問題
だ」と回答しています。

50% 54% 53%
37% 39% 39%

2020年 2021年 2022年

Z世代の女性 Z世代の男性

47% 45% 41%40% 37% 36%

2020年 2021年 2022年

ミレニアル世代の女性 ミレニアル世代の男性

47%
42% 42% 39% 39%

43%
39% 39%

30% 31%

長期の家計状況 家族の健康／幸福 人間関係

Z世代 ミレニアル世代

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20220609.html
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多くの人が燃え尽き症候群に陥っている状況は、

企業に人材リテンションの課題を突きつけている

パンデミックが3年目を迎え、Z・ミレニアル世代ともに燃え尽き症候群に陥る人が非常に増えています。世界保健機関は、燃え尽き症候群を職場での慢性的なスト
レスに起因する職業由来の症候群として分類しています。「好ましくない職場環境や業務負荷が原因で燃え尽き症候群に陥っている」と述べた人は、回答者の10
人に4人を超えます（Z世代の46％、ミレニアル世代の45％）。このことから、企業が人材のリテンションに関して大きな課題を抱えていることが読み取れます。実際、
Z世代の44％、ミレニアル世代の43％が、「自分の組織では、最近多くの人が仕事量にプレッシャーを感じて退職した」と述べています。そして、過去2年間に転職し
たZ・ミレニアル世代の間で、「燃え尽き症候群」は、前職を離れた主な理由の上位3つのうちの1つに含まれています。

このような状況にもかかわらず、ミレニアル世代の4人に1人、Z世代の5人に1人が、「自分の会社は燃え尽き症候群を真剣に受け止めていない」、あるいは「燃え尽
き症候群への対策を講じていない」と感じており、多くの企業は燃え尽き症候群が自社に及ぼす影響を十分に理解せず、対策に落とし込めていないということが分

かります。

以下のステートメントに対して、そう思うと回答した人の割合

46% 44%

20%

45% 43%

24%

仕事量の多さが原因で燃え尽き症候群に陥っている 自分の組織では、最近、多くの人が燃え尽き症候群が原因で退職した 自分の会社は燃え尽き症候群を真剣に受け止めている、または予防のための手段を講じている

Z世代 ミレニアル世代

仕事量の多さが原因で

燃え尽き症候群に陥っている

自分の組織では、最近、多くの人が

燃え尽き症候群が原因で退職した

自分の会社は燃え尽き症候群を真剣に

受け止めている、または予防手段を講じている
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企業はメンタルヘルスを重視するようになったが、

目に見える成果にはつながっていない

回答者の半数以上（Z世代の57％、ミレニアル世代の53％）が、「パンデ
ミックの発生以降、自分の会社が職場のウェルビーイングやメンタルヘルスを重

視するようになった」と考えています。しかし、その成果に関しては賛否両論が

あります。

ストレスや不安が原因で休職したことがある人（Z世代の38％、ミレニアル
世代の33％）のうち、半数近くが、「会社に休職理由を伝えることに戸惑
いがあった」と述べています。

ストレス・不安といった職場のメンタルヘルス問題を正直に語ることについては、

依然として多くの人が戸惑いを感じています。

休職理由として会社に伝えた内容

「自分の組織では、メンタルヘルスについての会

話が増えたと思うが、従業員には有意義な影響

はもたらされていない」

33% 35%

Z世代 ミレニアル世代

53％ 51％

Z世代 ミレニアル世代

「ストレスや不安を感じているということや、その他

のメンタルヘルス問題について、直属の上司に正

直に話すことに戸惑いを感じる」

46%

42%

47%

49%

20
2…

20
2…

不安／ストレスが原因だと伝えた 別の理由を伝えた

Z世代

ミレニアル世代

45%

42%

49%

49%

20
2…

20
2…

不安／ストレスが原因だと伝えた 別の理由を伝えた

2021年

2022年

2021年

2022年
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ストレスやメンタルヘルスについてZ・ミレニアル世代から
実際に寄せられた声

「私の世代のメンタルヘルスの最大の問題は、9/11から世界各地で発生した津波、テロ事件、気候危機、COVID-19パ
ンデミックに至るまで、人生を一変させるような様々な出来事が非常に短い期間に立て続けに発生したことだと思います。

誰もが疲れ果てているのに、十分な支援が受けられているとは言えません。住宅価格の上昇に加えて、気候問題の根

本的な解決策は見つかっておらず、コロナ禍で教育を受けることが難しくなった人にとって就職は困難を極め、不平等は

拡大しています。誰もが物事が手に負えなくなっていると感じているのではないでしょうか。また、このような状況を解決に

導いてくれる強いリーダーがいないように思われます。そのことがあらゆる人のメンタルヘルスやストレスの大きな重荷になっ

ていると思います」

– Matt、29歳、イギリス、One Young Worldアンバサダー

「時々、自分の世代のメンタルヘルスが心配になることがありますが、同世代の間では新しい行動が広まっている気がしま

す。例えば、セラピーを受けたり、自分自身に正直になるだけでなく自分の大切な人に感情を率直に伝えたり、調子が悪

い日には1日だけでも仕事や学校を休んで何もしない日を作ったりしています。私たちは、物理的に出社や登校していて
も心ここにあらずの状態ではいけないということに気付き始めているようです。精神的にもその場にいる必要があるのです。

周りの人から距離を置きたいときには、そうしてお互いを気遣っているのです」

– Natalie、21歳、アメリカ合衆国

「パンデミックだけでなく、ソーシャルメディアも、今後も人々のメンタルヘルスに悪影響をもたらし続けるでしょう。影響は幅

広い世代の人に及んでいるのは明らかですが、将来やキャリアといったあらゆる観点から考えても、一番影響を受けている

のはおそらく私たちの世代だと思います」

– Julia、22歳、オーストラリア

「最近、今も続くロシア・ウクライナ間の戦争が、私にとって最大の懸念事項の1つになりました。気候変動や地球温暖化
などには長い間不安を覚えてきましたし、数カ月前であればCOVIDに大きな懸念を抱いていましたが、今ではあまり感じて
いません。度重なる事件はストレスにいくらか作用していますが、寧ろこの程度のストレスで済んでいるのが不思議なくらい

だという気もします。あらゆる問題に圧倒されて、自分にできることは何もないように感じ、動けなくなってしまうことがありま

す。人にはただ休息が必要になる時もあり、物事が手に負えないと感じたときには休みを取っても良いということに企業が

理解を示せば、大きな助けになると思います。そして、従業員のメンタルヘルスに力を入れ、支援のリソースを提供するこ

とが非常に重要です」

– Rajwee、18歳、インド
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ビジネスリーダーへの提言

富の不平等に対処するために企業が実践できる最も直接的なアクションの1つに、従業員のサポートに注力することが挙
げられます。従業員の優先事項を理解することで、組織はそれに合わせて福利厚生や給与体系を整備することができま

す。平均水準以上の給与だけでなく、有給休暇、健康保険、退職金などの福利厚生も重要です。しかし、企業にでき

ることはそれだけではありません。若年層にとって金銭的な問題が大きなストレス要因となっていることを踏まえ、金融教

育や金融関連の情報リソースを提供することもで良いでしょう。従業員のキャリアアップにつながる学習・能力開発の機

会を提供することもできます。そして、従業員が家庭やプライベートで担う責任を果たすために必要な時間を確保できるよ

う、フレキシブルな労働の在り方を打ち出すこともできます。賃金格差の縮小に注力することも重要であり、その一環とし

て女性やマイノリティのポジションが制限されることなく、平等に成長機会を得られるように努める必要があります。

不安定な経済情勢や家計のストレスにもがいている人々をサポートする

Z・ミレニアル世代は、自分の意見に耳を傾けてもらうことを望んでおり、物事を変えていきたいと考えています。大離職時
代によって、企業がこのような声に注意を払う必要性が一層高まっています。Z・ミレニアル世代は、長い間ずっと訴えてき
た職場環境の変化がいよいよ実現されることを切望しています。そして、変化が見られない場合には離職することを厭わ

ない人が大勢います。より良い待遇、ワークライフバランス、学習・能力開発の機会およびフレキシビリティにとどまらず、仕

事にやりがいを見出し、社会にプラスの影響をもたらす組織で働きたいと考えています。人材を確保・定着させるために、

ビジネスリーダーは従業員の声に耳を傾け、変化を促進できるよう彼らをエンパワーメントする必要があります。リバースメン

タリングなどの施策を通じ、従業員が成長し能力を発揮できるように、スキルアップやチャレンジの機会を提供することでこ

れを実現することができます。

変化を起こそうとする人々をエンパワーメントする
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ビジネスリーダーへの提言

この数年間で、大半のロールはリモート・ハイブリッドワークであっても完遂することが可能であり、また大半の人がそのような

働き方を望んでいるということに多くの組織が気付き始めています。フレキシブルな働き方や、それによるワークライフバラン

スの改善を重視する人は多くいます。このことを踏まえ、企業は、従業員が働く場所や勤務時間を選べるようにハイブリッ

ドワーク戦略を策定すべきです。効果的なハイブリッドワーク戦略を立てるには、フレキシビリティを提供する一方で、誰も

が平等にコネクションを築き、学び、成長し、昇進できる機会を得られるインクルーシブな組織風土を醸成することが鍵と

なります。組織は、リモートワークを選ぶ従業員が不当な扱いを受けないように、様々な戦略を取り入れることができます。

例えば、リーダーに近接性バイアスを防止・克服させるための研修、リモート勤務の従業員が同じペースで昇進していること

を証明するための昇進率の測定、対面かリモートかで差を生むことのない1on1の実施などが挙げられます。

ハイブリッドワーク戦略を実行に移す

Z・ミレニアル世代は、気候問題に迅速に対処する必要があると考えています。またこれらの世代は、個人レベルで環境に
及ぼす影響を低減するよう努力しているのだから、企業や政府はさらに力を入れて取り組むべきであると考えています。

企業からすれば、よりサステナブルな商品やサービスを提供する必要がある一方で、人々のニーズに応えるチャンスでもあり

ます。そして雇用者として、気候問題に対する戦略を定め、絶えず従業員を巻き込んで関与を促す方法を追求すべきで

す。このような取り組みには、使い捨てプラスチックの使用を禁止するといった日常的な活動から、温室効果ガス排出量

ネットゼロを達成するための長期的な戦略までが含まれます。この実現には、サステナブルな選択を行うための研修、現

在の炭素排出の影響緩和、出張の削減、オフィス・輸送手段およびサプライチェーンのグリーン化といった取り組みが必

要になります。Z・ミレニアル世代はこのような課題に注目しており、自分たちも関与したいと考えています。従業員が気候
変動との闘いに貢献できるようエンパワーメントすることで、企業は大規模な変化を促進しやすくなるでしょう。

優先的に気候問題へ取り組み、人々が行動を起こせるよう

エンパワーメントする
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ビジネスリーダーへの提言

Z・ミレニアル世代の抱えるストレスや不安のレベルは高く、世界規模の脅威が足元の生活状況や今後の見通しに影響
する中で、不安やストレスが和らぐ可能性は低いでしょう。このような状況において、ビジネスリーダーは職場のメンタルヘル

スを支援し、ストレスや燃え尽き症候群の原因に対処する主要な役割を担います。協力的なリーダーシップから、教育リ

ソースや会社が提供するカウンセリング・セラピーに至るまで、メンタルヘルスについての適切なリソースを提供することが重

要な一歩となります。ビジネスリーダーは、ウェルビーイングを重んじる偏見のない職場環境を整えていくという毅然とした意

志を示すべきであり、そのような環境でこそ従業員は周囲の目を恐れることなく自らの抱える困難を打ち明けてみようと感

じられます。従業員が心を開いて助けを求めるに足る信頼関係を築けるかどうかは、上司の日頃のふるまいや親しみやす

さにかかっています。そのため、ビジネスリーダーは共感型リーダーシップスキルを構築し、そしてメンタルヘルス問題に目を向

け、支援の仕方を学べるように管理職をサポートしていくべきです。組織はまた、従業員のウェルビーイングを長い目で見る

べきでしょう。混乱は今後も続いていくのです。目先のストレス・不安の低減だけでなく、メンタルヘルス問題の根源に対

処するための支援を行うことが重要です。これには、自分のワークライフバランスを守るために適切に仕事と距離を取るよう

に従業員をサポートすることが含まれます。また根源への対処とは、企業が明確なパーパスを示し、仕事を通じて社会にイ

ンパクトを与えられるというやりがいを従業員に伝えることでもあります。

職場のメンタルヘルス向上を支援する
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Mood Monitor

「2019年ミレニアル年次調査」以降、世界や自分自身の状況ついて、Z・ミレ
ニアル世代がどの程度楽観的な見通しを抱いているかを年ごとに記録するた

めに設計されたインデックスを活用し、回答者世代に蔓延する雰囲気を測定

しています。

以下の5つの質問に対する回答に基づいて、インデックススコアを算出します。

Mood Monitorの実施は今年で4年目を迎えます。楽観的な見通しの水
準は昨年からほぼ横ばいでしたが、2019年以降、ゆっくりと下降傾向にあ
ります。

総合Mood Monitorスコア

算出された総合スコアは、0（完全に悲観的）から100（完全に楽観的）
までの範囲で表されます。

経済

今後12カ月間で、総

合的な経済状況は改

善する、悪化する、変

化しない、のいずれに

なると思いますか。

社会／政治

今後12カ月間で、総

合的な社会／政治情

勢は改善する、悪化す

る、変化しない、のいず

れになると思いますか。

個人の経済状況

今後12カ月間で、あな

た個人の経済状況は

どのように変化すると

思いますか。

環境

地球の健康を保護・

維持させるための取り

組みの成果について、

おおむね楽観的／悲

観的に見ていますか。

ビジネス

企業は、事業展開を

行っている広範な社会

に対して、どのような影

響を及ぼしていると思

いますか。

*5つの各質問に対して楽観的な見通しを示した回答者のパーセンテージを合計し、この数

値を合計の最大値である500で割り、整数で示されるパーセンテージを算出しています（つ

まり、0.4は総合スコア40ポイントになります）。

**基となる「2020年 ミレニアル・Z世代年次調査」はCOVID-19パンデミックの発生以前に

実施されました。パンデミックがZ・ミレニアル世代の考えに及ぼした影響を測るために、2020

年4～5月に13カ国9,100人の回答者を対象に小規模の「パルス」調査が実施されました。

このパルス調査に基づくMood Monitorスコアはどちらの世代でも32でした。わずかに楽観

的な見方が戻った一方、スコアがパンデミック以前の水準まで回復するには至っていません。

*グローバルスコアに中国は含まれません。

39
39

36 36

40

37

34 35

2019年 2020年 2021年 2022年

Z世代 ミレニアル世代
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Mood Monitorの変動要因

今年、個人の経済状況が改善するか、そして環境保護の取り組みが効果をもたらすかという質問に関して楽観的な見通しが若干高まったことによってスコアは押し

上げられました。このように感じている人は依然として少数派ですが、Mood Monitorの結果から示唆されるのは、経済的な不安を抱きながらも、生活費の危機はす
ぐに改善されるという希望を抱いている人もいるということです。しかし、企業が社会に及ぼす影響への見通しは、昨年から3ポイント低下し、5年以上にわたって下降
傾向が続いており、これらのプラス要因を打ち消しています。一方で、経済状況や社会政治情勢への楽観的な見通しは依然として低い水準にとどまっています。

ミレニアル世代

Z世代

環境保護

45％

44％

+3

+1

経済状況

28％

28％

-1

社会／政治情勢

25％

24％

+3

変化なし+1

個人の経済状況

39％

45％

+3

+5

企業が社会に

及ぼす影響

44％

45％

-3

-3
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調査方法

デロイトの「2022年 Z・ミレニアル世代年次調査」は、北米、中南
米、西欧、東欧、中東、アフリカ、アジア太平洋地域の46カ国の
回答者、Z世代14,808人、ミレニアル世代8,412人（回答者計
23,220人）から得られた回答を反映しています。本調査は、自
己完結形式のオンラインインタビューを用いて、2021年11月24日
から2022年1月4日の間に実施されました。

調査に加えて、2022年4月に、オーストラリア、インド、日本、イギ
リス、アメリカ合衆国のZ・ミレニアル世代15人を対象に、バーチャ
ル定性評価を実施しました。参加者は、社会的な懸念事項、

経済状況、将来の仕事、気候変動、メンタルヘルスに関連する

質問に対して自分の意見を述べました。本レポートの各所に、回

答者の意見の引用と、回答者の属性情報として名前（ファース

トネームのみ）、年齢、居住地を載せています。回答者うち2人
は、One Young Worldアンバサダーです。最初の調査の結果やレ
ポートの内容が回答に影響を及ぼさないよう、回答者には本レ

ポートの見本原稿を配付していません。回答者の見解は回答者

個人の見解であり、必ずしもデロイトの見解を表すものではありま

せん。

本レポートは、大規模組織でエグゼクティブの地位にある人から、

ギグエコノミーに参加している人、無償で労働している人、失業中

の人に至るまで、様々な回答者の声を反映しています。さらに、Z
世代グループには、学位を取得した／取得を目指している学生、

職業教育を修了した／修了予定の人、高等教育へ進学するか

否かにかかわらず中等教育機関に在学中の生徒が含まれます。

本調査では、Z世代の回答者を1995年1月から2003年12月の
間に生まれた人、ミレニアル世代の回答者を1983年1月から
1994年12月の間に生まれた人と定義しています。

http://www.oneyoungworld.com/
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注釈

1. The Future Forum, A new era of workplace inclusion: moving from retrofit to redesign , 11 March 2021.

2. Axios, The gender divide in remote work, 13 May 2021.

3. Axios, Women, people of color happier working from home, 22 February 2022.

4. Harvard Business School, The old boys’ club: Schmoozing and the gender gap, June 2021.

5. Deloitte Global, CxO Sustainability Survey, January 2022.

6. Deloitte Global, Women @ Work: A global outlook, 26 April 2022.

原著・注意事項

本誌はDeloitte Insightsが2022年5月に発行した原著をデロイトトーマツコンサルティング合同会社が翻訳・加筆した
ものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

https://futureforum.com/2021/03/11/dismantling-the-office-moving-from-retrofit-to-redesign/
https://www.axios.com/the-gender-divide-remote-work-men-women-childcare-4fc29dba-4e1c-4e96-9cf3-64db61ba23e5.html
https://www.axios.com/unequal-return-office-hybrid-women-people-of-color-b0d16891-60fc-4b09-a699-0a620dca6c6b.html
https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Cullen%20Perez-Truglia%20Old%20Boys%20Club%202021%20(Body)_75d5cb2b-4042-44f2-adf5-d97b0dea4045.pdf?campaign_id=118&emc=edit_ptg_20220302&instance_id=54600&nl=jessica-grose-on-parenting&regi_id=73391367&segment_id=84366&te=1&user_id=0e9fb0947070e981996eede29c688044
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/operations/articles/deloitte-cxo-sustainability-report.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/women-at-work-global-outlook.html
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