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はじめに

ミレニアル・Z世代は大人へと成長する段階で、

オンラインプラットフォームやソーシャルメディアを

通し、思いのままに自分の意見を共有し、遠く

離れた人々や組織に影響を与え、権力に疑問

を投げかけられるようになりました。このことは、

彼らの世界観、価値観、そして言動に影響を

与えました。

デジタルネイティブは、キーボードやスマートフォンを介してつなが

り、集い、ディスラプションを起こす能力を持つことで、世界的

にインパクトを与えています。「#MeToo」運動から「Black 

Lives Matter」運動へ、気候変動デモ行進の呼びかけから

「アラブの春」へ、エコ製品の要求からステークホルダー資本主

義に関する疑問の投げかけへと、これらの世代は社会やビジ

ネスに真の変化をもたらしています。

COVID-19パンデミックによるロックダウンによって、ミレニアル・Z

世代の活動は縮小されましたが、自分たちの声を聞いてほし

いと切望する心や活力が削がれることはありませんでした。実

際、2021年デロイトグローバルミレニアル・Z年次調査は、パン

デミック、異常気象、緊迫した社会政治的環境により、

人々の変革に対する情熱が駆り立てられたことを示唆してい

ます。
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アカウンタビリティを求める

昨年のレポート1では、パンデミック発生直前と2020年

4月に実施された2回の調査の結果より、ミレニアル・Z

世代のレジリエンス（危機から回復する力）の高さを

浮き彫りにしました。パンデミックによる打撃が生活の

あらゆる面に影響を及ぼす中で、彼らは自宅での食

事や通勤からの解放といった数少ない明るい出来事

を見つけ、前途に一縷の希望を見出すことができてい

ました。しかし、その後、空気感は一変しました。この1

年、ミレニアル・Z世代は様々な出来事（自宅滞在

中の孤立感・自分や近親者の感染への恐怖・世界

各国の壊滅的な状況等）によって消耗・疲弊し、楽

観主義的な考え方は一掃されてしまいました。

しかし、今年の調査ではまた、ミレニアル・Z世代が高い

レジリエンスを持っていることだけでなく、自分たち自身

や周りの人にアカウンタビリティ（改善が必要な状況

を踏まえ、対策を示し実行すること）を促すことに力を

注いでいることが明らかになりました。この世代は、人

種差別や性差別を否定し、これらの価値観に反する

行動をとる企業や雇用主を避ける傾向が強いのです。

もちろんそれは一般論であり、すべてのグループで均質

なわけではありません。しかし、ミレニアル・Z世代は、概

して、上の世代よりも粘り強く、現状に声を上げて疑

問を投げかけたり覆していく傾向が大きいのです。この

世代は、個人の力が変革をもたらすと信じています。

彼らは、組織に変革と行動を求め、組織で解決でき

ない部分は政府の介入を求めますが、個人の責任も

受け入れています。このような考え方はパンデミックから

社会正義まであらゆる面に表れており、雇用主や小

売業者等の組織・機関に影響を与えようとしています。

今年のグローバル調査では、パンデミックによる彼らの

言動、ストレスレベルおよび思考に対する影響を取り

上げました。例年と同様に、企業の社会的役割に対

する満足度も質問しています。そして、特に環境、社

会的平等、差別といった、ミレニアル・Z世代が重要視

する問題についても掘り下げました。
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今回調査のポイント

健康および雇用

健康や雇用が懸念事項の上位にランクインしました

が、ミレニアル・Z世代は依然として気候変動や環

境問題に深い関心を寄せています。ミレニアル・Z世

代の10人に4人以上は、環境に関して「もう既に取

返しがつかない状況に陥っており、ダメージを修復す

るには手遅れである」と考えています。しかし、パンデ

ミック収束後には、「環境・気候問題を解決するた

めに、人々はますます自分の行動にコミットするよう

になるだろう」との楽観的な見方が大半を占めてい

ます。ミレニアル・Z世代の4分の1以上が、「企業の

環境に対する取り組み／インパクトを踏まえ、商品・

サービス購入の意思決定を行う」と回答しています。

メンタルヘルス ストレス

ストレスレベルはパンデミック前の水準に戻り、ミレ

ニアル世代の41%以上およびZ世代の46%以上が

「常に／ほぼ常にストレスを感じている」と回答して

います。パンデミックにより、ミレニアル・Z世代の将

来の家計に対する不安やストレスが大きくなりまし

た。各グループの約3分の2が、「自分の家計に不

安を抱いたり、ストレスを感じたりすることがよく／あ

る程度ある）」と回答しています。ミレニアル世代で

は「家族の幸せ」もストレスの主な原因であり、 Z世

代では「仕事やキャリアの展望」が不透明であるこ

とがストレスの原因のトップでした。
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メンタルヘルスに関わる問題に対する悪いイメージは、

特に職場で残っています。全回答者の約3分の1

（ミレニアル世代の31%、Z世代の35%）は、「パン

デミックによるストレスや不安を理由に仕事を休んだ

ことがある」と回答しています。休暇を取得しなかった

3分の2のうち、10人に4人は「常にストレスを感じてい

るが、それを乗り越えて働くことを選んだ」と回答しま

した。また、ミレニアル・Z世代の約40%は、この期間

中、「メンタル面のウェルビーイングに関して、雇用主

から十分なサポートを得られなかった」と感じています。



今回調査のポイント（続き）

企業の社会的影響

「企業が社会にポジティブな影響を及ぼしている」と

考えているのは、ミレニアル・Z世代の半数弱に過ぎ

ず、ここ数年の着実な減少傾向が引き続き見られま

す。しかし、企業の熱意に対する見方は安定しつつ

あります。今年、「企業が自社のアジェンダ（問題、

課題）のみに注力している」、または「収益を超える

モチベーションはない（より広範な社会課題に取り

組む意欲はない）」と考えている回答者の割合は

わずかに減少しました。これは、ビジネスリーダーによる

ステークホルダー資本主義への転換に向けた意思表

明が好意的に受け止められている可能性を示して

います。ただし、この世代が企業に具体的な行動を

求めていることに変わりはありません。

富・所得

富・所得の平等について、著しい疑念や懸念を抱

いています。ミレニアル・Z世代の3分の2は、富や所

得が社会で不平等に分配されていると考えています。

「法律や政府の直接的な介入によって、格差は大

幅に解消できる」との意見が過半数を占めています。

制度的人種差別

Z世代の10人に6人およびミレニアル世代の56%が、

制度的人種差別が一般社会に非常に／かなり蔓

延していると考えています。少なくとも5人に1人は、

「バックグラウンドを理由とした差別を個人的に受け

ている」と常に／頻繁に感じていると回答しています。

半数以上の人が、上の世代が進歩の妨げになって

いると考えています。
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今年の調査時にはCOVID-19のワクチンが出回り始め、

規制が緩和されて日常が戻ると期待されていましたが、

それでもミレニアル・Z世代の多くは、個人としても社会

全体としても状況がさらに悪化することを恐れています。

しかし、この世代は単に待ち続けることを良しとせず、よ

り良い地球、より公平な制度、より優しい人間性を望

み、その実現に向けて行動しようとしています。今後より

多くのミレニアル・Z世代が社会のいたるところで影響力

のある地位に就くことで、今日の小さな一歩が大きな一

歩へとなることでしょう。

パンデミックに立ち向かう

内乱、社会的分断、異常気象に見舞われたパンデ

ミック禍での生活も1年近くが過ぎ、2021年1月に実

施した本年のミレニアル・Z世代調査では、当然のこと

ながらこの世代の不満や焦燥感が示されました。しかし、

過去10年間の困難や後退のなかでも揺るがなかった

彼らの楽観的な考え方は今も根強く残っています。

今年のレポートは、2020年の1年が、ミレニアル・Z世代

の日々の生活、メンタルヘルスおよび世界観にどのよう

に影響を与えたかを深く探求します。

2021年のレポートでは、北米、中南米、西欧、

東欧、中東、アフリカ、アジア太平洋地域の45の

国々における、ミレニアル世代14,655人およびZ

世代8,273人（回答者計22,928人）を調査対

象者としました。調査は、オンラインサーベイを用

いて、2021年1月8日から2月18日の間に実施さ

れました。

デロイトグローバルが同数の国でミレニアル・Z

世代の調査を行ったのは今年が初めてです。

昨年、Z世代の調査は20か国のみを対象と

していました。そのため、Z世代の結果を経年

比較する際は、新しく25の地域が追加された

ことを考慮する必要があります。

本調査では、ミレニアル世代は1983年1月から

1994年12月の間に生まれた人、Z世代は1995

年1月から2003年12月の間に生まれた人と定

義しています。

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、失業中の人まで、広範

な回答者を含んでいます。さらに、Z世代のグルー

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関わらず中等教

育機関に在学中の生徒を含みます。
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COVID-19よるパンデミックの
日常生活への影響

第1章



ミレニアル世代の約4人に3人およびZ世代の69%が、「政府の公衆衛生ガイド

ラインを非常に真剣／ある程度真剣に遵守した」と回答しました。女性の方が

男性よりも決まりに従ったと回答する傾向が強く、その差はミレニアル世代では

5ポイント、Z世代では8ポイントでした。1月時点で調査回答者の70%近くが、

医学会が認めるワクチンが入手可能となれば、ワクチンを接種すると回答しま

した。

回答者の3分の2は、常に「店や公共交通機関などの混雑する場所を避けてい

た」ことを明らかにし、4分の3は、「公の場では常にマスクを着用していた」と回答

しました。驚くことではないかもしれませんが、ミレニアル世代の女性の82%がマス

クを装着したと回答したのに対し、Z世代の男性では68%にとどまっています。

両世代は共通して、「自分は社会の人々よりも決まりを守っている」と見なして

います。ミレニアル世代の5分の3およびZ世代の56%は、「パンデミック発生直後

からガイドラインを厳密に守り、調査時点でも守り続けている」と回答しました。

しかし、自国で「他の人々も同様に守っている」と感じているのは、ミレニアル世

代では4分の1、Z世代ではそれ以下にとどまっています。そして、両グループの

28%は、「ガイドラインを守らない人々に対して異議を唱えることをためらわない」

と回答しました。

ミレニアル・Z世代は、 2020年に公衆衛生ガイドラインを個人

として守ったとの意識が強い傾向にありました。また、周りの

人々と比較してパンデミックに関するルールを厳密に守ったとの

意見が多数を占めました。

ミレニアル・Z世代は、社会の他の人々と比べて、COVID-19ガイドライン

を遵守する意識が高いと回答しています

COVID-19ガイドラインの遵守に関する、現在とパンデミック発生直後の比較（%）

Q50A：初めに導入された時と比べて、現在あなたはどの程度厳密にCOVID-19関連の規則やガイドラインを

守っていますか。

Q50B：また、初めに比べて、自国の人々は、どの程度厳密にCOVID-19関連の規則やガイドラインを守って

いると思いますか。

設問対象者：全ミレニアル世代14,655人、全Z世代8,273人

23%
56%

26%
61%

カテゴリ 1

36%
23%

20%
37%

カテゴリ 1

19%
7%

18%
7%

カテゴリ 1

7%
6%
5%
4%

カテゴリ 1

7%
2%

7%
2%

カテゴリ 1

初めは規則・ガイドラインを厳密に守ったが、

現在はそこまで厳密に守っていない

初めから規則・ガイドラインを厳密に守り、

現在でも同様である

初めは規則・ガイドラインを守ったが、

もう守っていない

初めは規則を守らなかったが、

現在は守っている

規則が導入された時に規則を守らず、

現在も守っていない

ミレニアル世代

●自分個人

●自国の他の人々

Z世代

●自分個人

●自国の他の人々
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明るい兆しを見出す

この数か月間は多くの人々の日常が混乱しましたが、ミレニアル・Z世代の中

には、個人的または職業的な改善機会を見出す人もいました。4分の1から3

分の1の回答者は、以前よりも頻繁に運動して食事を改善し、自宅を片づけ

て不要になったものを売却し、家族と過ごす時間を増やして、（対面ではな

いものの）友人と連絡を取り合ったと述べました。パンデミックの間に自分の

経済状況が改善したと述べた回答者も同様におり、消費機会の減少がその

要因として考えられます。

余った時間や労力を学習やスキルアップに費やした回答者もいました。ミレニ

アル世代の4分の1およびZ世代の27%は、プライベートな時間で新たな仕事の

スキルを習得したと述べました。このように回答した傾向が最も高かったのは、シ

ニア職（32%）およびリーダー職（37%）に就くミレニアル世代でした。

実際に目に見ることは難しいですが、パンデミックの副産物としてより大きな潜

在的影響力を持つのは、新たに生まれた「連帯感」です。少なくとも回答者

の10人に6人は、「パンデミックにより、皆で一緒に乗り越えようという意識が

生まれた」と述べました。これらの回答者は、「自分のコミュニティの人々に対し

てより強い共感を感じるようになり、困っている人々を助けるための行動を起こ

した」と述べています。そして、ミレニアル・Z世代の3分の1超は、より利他的な

世界が生まれることを期待しています。それは、より思いやりにあふれ、国際協

力が活発で、積極的に気候変動に取り組むことができる世界です。このグ

ループは、企業がさらに大きな社会的責任を持つようになるとも考えています。

パンデミック後に逆の結果、つまり、企業が社会的責任を果たさなくなると予

期しているのは、回答者の14%未満です。
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ミレニアル世代の4分の1およびZ世代の27%は、プライベートな時間で

新たな仕事のスキルを習得したと述べました。

少なくとも全回答者の10人に6人は、「パンデミックにより、皆で一緒に乗り

越えようという意識が生まれた」と回答しました。
これらの回答者は、自分のコミュニティの人々に対してより共感を感じるようになり、困っている人々を助ける

ために行動を起こしたと述べています。



日常に戻る

ミレニアル・Z世代の約半数は、規制

が緩和されれば、パンデミック以前より

も頻繁に友人や家族と会うことを望ん

でいます。外出への欲求は強く、この

世代が重視する経験価値を追求した

い様子です。調査結果では、回答者

の約44%は、「パンデミック以前よりも

頻繁に外食するだろう」と回答しました。

また、ほぼ同数が、「以前よりも頻繁

にコンサートを見たり、劇場などの娯楽

施設を訪れたりするだろう」と考えてい

ます。また、旅行再開に向けた期待も

あります。回答者の3分の2が、「規制

が解除された後、パンデミック前のプラ

イベートの旅行や出張の頻度を維持し

たい／増やしたい」と回答しています。

どちらの世代も、規制が解除されれば、

オフィスで過ごす時間が増えると予期

しています。そして、多くがフォーマルな

仕事環境に戻ることを楽しみにしてい

ると主張していますが、それは安全性

に確信が持ててから2で、また必ずしも

フルタイムで望んでいるわけではありま

せん。ミレニアル世代の4分の1およびZ

世代の22%は、「以前よりもオフィスで

働く頻度を少し／大きく減らす」ことを

望んでいると回答しました。パンデミック

が収束すれば仕事の未来は大きく変

わると予想され、彼らの願いは叶うで

しょう。

前代未聞の状況下でもベストを尽くす一方、ミレニアル・Z世

代は、パンデミックで奪われた自由を取り戻したいと強く願って

います。彼らはCOVID-19によって世界が停滞する前よりもアク

ティブに行動し、失われた時間を埋め合わせようとしています。

これは景気回復にとっても幸先の良いことです。

回答者の約44%は、パンデミック以前

よりも頻繁に外食するだろうと述べま

した。

ミレニアル世代の25%およびZ世代の

22%は、オフィスで働く頻度を少し／

大きく減らすことを望んでいると回答

しました。

0%

0%

100%

100%

25%

22%
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柔軟性が高い職場は歓迎

パンデミック下では喫緊のニーズに基づいて仕事の優先順位が変わり、従業員

が適応性を発揮し、必要に応じて方向転換したり、新しいスキルを習得したり

する意欲や能力の重要性が高まりました。実際、ミレニアル・Z世代では、「どの

ような従業員スキルが自分の組織の成功にとって最も重要か」という質問に対

して、「柔軟性・適応性」との回答が最も多くなっています。この結果は、グロー

バルCXOと意見が完全に一致しています。2021年版デロイトグローバルレジリ

エンス報告書において、回答者の過半数が「柔軟性・順応性」を最も重要な

労働力の特性の1つとして選んでおり、次点の「採用職種での専門性・成熟

度」または「価値観が組織と合致していること」との回答を大きく上回りました3。

ミレニアル・Z世代の多くは、「パンデミックの間、雇用主がメンタルヘルスをサ

ポートするために講じた措置に満足している」と回答しました。回答者の10人に

6人超は、「雇用主が自分たちをサポートするための方針（柔軟な勤務時間

や休暇／病気休暇を含む）を設定した」と述べました。

職場における柔軟性の向上は、最終的には人々の居住地にも影響する可能

性があります。パンデミックの間、ミレニアル・Z世代の10%近くが、一時的

（5%）または恒久的（4%）に都市から転出したと回答しました。それは、昨

年の調査で、「将来リモート環境で働く機会があれば大都市の外に住む」と回

答した56%の断片にすぎません。しかし、この1年という短い期間の変化として

は注目に値し、興味深いトレンドとして今後も観察する必要があります。

ミレニアル・Z世代は、企業が成功するために最も重要な従業員の

スキルは柔軟性であると考えています

ミレニアル／Z世代が考える、企業の成功に最も重要な従業員のスキル（%）

Q24：2020年の出来事をふまえ、未来を見据えたときに、組織が成功するために最も重要となる、従業員

の性質・行動を以下から3つ選択してください。

設問対象者：就労中の全ミレニアル世代12,532人、就労中の全Z世代4,137人

46

28

28

26

24

20

17

16

14

14

40

29

25

24

26

23

20

14

15

15

柔軟性・適応性

クリエイティビティ

テクノロジーへの精通

採用職種での専門性・成熟度

共感力

クリティカルシンキング

好奇心・成長志向

組織とアラインする価値観

インクルーシブネス

現状にチャレンジする勇気

● ミレニアル世代 ● Z世代
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COVID-19よるパンデミックの
メンタルヘルスへの影響

第2章



パンデミックの間、女性のストレスレベルは常に高い水準でした

「常に／ほとんど常にストレスを感じている」と回答した割合（%）

パンデミック以前でもZ世代の48%および

ミレニアル世代の44%が常に／ほとんど常に

ストレスを感じていたことが、昨年度の調査

結果から心配されていました。

しかし、同年4月の追跡調査では驚く

べきことに、各世代ともパンデミック以

前と比較し、ストレスレベルが8ポイント

も低下したのです。生活がよりシンプル

なものになった人もいたことが、その原

因かもしれません。例えば、自宅で家

族と過ごす時間が増えました。また、

勤労者（調査回答者の大多数にあ

たる）は貯蓄が増えました。そして彼

らは、通勤や人混みの中の移動といっ

たストレスの多い行動から解放された

のです。

パンデミックが長引き、2021年1月にこ

れらの世代を対象に再調査が実施さ

れると、「ロックダウンのライフスタイル」

に起因した安堵感は消失していました。

Z世代の46%およびミレニアル世代の

41%が、「常に／ほとんど常にストレス

を感じている」と回答したのです。

案の定、ストレスレベルが最も高かった

のは、南アフリカ、ブラジル、フィリピン、

アメリカ合衆国、イギリスなどのCOVID-

19の打撃が特に大きかった国でした。

オーストラリア、ニュージーランド、韓国、

イスラエルなどの比較的感染が抑えら

れた地域では、ストレスレベルは安定し

ており、低下した地域さえありました。

また、ストレスは女性により多く見られ

ますが、女性は失業や家族のケア

（育児・介護）の負担が増えたことに

より不均衡に影響を受けました4。ミレ

ニアル・Z世代の女性のほぼ半数が、

「常に／ほとんど常にストレスを感じて

いる」と回答しました。

Q13：どの程度頻繁に不安やストレスを感じているといえますか。

ミレニアル世代の設問対象者：2021年ー男性7,327人、女性7,327人、2020年追加調査ー男性2,750人、

女性2,750人、2020年本調査ー男性6,857人、女性6,857人。

Z世代の設問対象者：2021年ー男性4,136人、女性4,136人、2020年追加調査ー男性1,800人、女性

1,800人、2020年本調査ー男性2,355人、女性2,355人

47% 46% 45%

40%
37% 37%

53%
50%

54%

42%

37%
39%

2020

本調査（パンデミック前）

2020

追加調査（パンデミック後）

2021

ミレニアル世代

●女性

●男性

Z世代

●女性

●男性
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ストレスの原因 ストレスの主要原因

以下の要因がストレスの一因であると回答した割合（%）

ミレニアル世代の回答によると、不安感やストレスの大きな要因の中で、「家

族の幸せ」および「長期的な家計」が同率で最も多く、ともに46%でした。Z世

代においても、これらの項目はほぼ同じ比率でしたが、彼らの最大の懸念事項

は「仕事とキャリアの展望（50%）」でした。

パンデミックにより、ミレニアル・Z世代の家計への懸念は増大しました。全回答

者の3分の2は、「自身の家計に関して心配になったり、ストレスを感じたりする

ことがよくあるか」という質問に対し、非常にそう思う／ややそう思うと回答しま

した。同数の回答者が、パンデミックによって、「自身の経済的な目標の再評

価および変更を余儀なくされた」と回答しました。本調査の他の調査項目でも

同じことが言えますが、ミレニアル世代の女性が最も大きな懸念を抱く一方で、

Z世代の男性はあまり大きな懸念を持たない傾向にあります。

今後12か月間で、自分の家計が改善すると予想していたのは、ミレニアル世

代の36%およびZ世代の40%にとどまりました。一方、各グループの約5人に1人

は、自身の経済状況が悪化すると推測していました。また、不確かさが拡大し

ていることも明らかです。例えば、Z世代の13%は、自身の家計に何が起こるか

わからないと回答しました。2019年に同様の回答をしたのはたった5%でした。

Q14：どの程度以下の各要因が不安感やストレスの一因になっていますか。設問対象者：現在ストレスを

感じている全ミレニアル世代13,416人、全Z世代7,557人

46%

46%

43%

41%

38%

33%

28%

47%

48%

43%

50%

38%

35%

28%

家族の幸せ

長期的な家計

パンデミックの終息時期の不確かさ

仕事・キャリアの展望

直近の家計

身体的健康／メンタルヘルス

社会／政治情勢
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メンタルヘルスと仕事

全回答者の約3分の1（ミレニアル世

代の31%、Z世代の35%）は、パンデ

ミック発生以降、「ストレスや不安を理

由に仕事で休暇を取得した」と回答し

ました。取得しなかった3分の2の回答

者のうち、10人に4人は、「常にストレ

スを感じているものの、それを乗り越え

て働く」ことを選びました。

このような状況から、多くの企業がメン

タルヘルスを優先事項として掲げ、従

業員のために使うリソースを拡大してい

ます5。この調査において、ミレニアル世

代のビジネスリーダーはウェルビーイング

やメンタルヘルスを重要視することが明

確になっており、ワークライフバランスの

徹底（27%）、従業員の身体的健

康／メンタルヘルスのサポート

（16%）、キャリア・スキル開発のサ

ポート（13%）、従業員が自分らしく

働くための支援（同じく13%）を財務

実績以外の4大ビジネス優先事項とし

て挙げています。

しかし、残念ながら、ミレニアル・Z世代

の多くは、自分の雇用主の取り組み

は十分でないと考えています。回答者

の10人に4人近くは、「この期間、自分

の雇用主は、メンタル面でのウェルビー

イングをサポートしてくれたか」という質

問に対して、そう思わないと回答しまし

た。ストレスレベルが高ければ高いほど、

雇用主からのサポートが少なかった／

不十分だったと感じています。

このように雇用主が無関心だと受け止

められていることは、「上司に自分のス

トレスについてオープンに話した」との回

答がミレニアル世代の38%およびZ世代

の35%にとどまった理由だと考えられる

でしょう。また、この雇用主の無関心は、

「不安やストレスが原因で休暇を取得

する」と上司に伝えずらい要因であるか

もしれません。メンタルヘルスが原因で

休暇を取得した回答者の半数近くは、

ストレス以外をその理由として上司に

伝えており、オープンに理由を伝えた人

よりわずかに高い割合でした。子供が

いる人は、子供がいない人よりもオープ

ンに理由を伝えていました。おそらく、子

供がいない人は、自分にはストレスを

感じる「相応の理由」がないと感じてい

たからでしょう。

回答者の10人に4人近くは、

パンデミックの間、雇用主が

メンタル面でのウェルビーイングを

サポートしてくれなかったと考えて

います。

15



この1年間がミレニアル・Z世代の
世界観に与えた影響

第3章



経済および社会／政治への悲観的な見方が拡大して

います

経済状況および社会／政治情勢が悪化すると考えている割合

楽観的な見方が急激に低下

2018年には、ミレニアル・Z世代の多くが、直近の1年

間で自国の経済状況は、悪化するのではなく、むしろ

「改善する」と考えていました。2021年になると、経済

が「悪化する」と考える回答者は、楽観的な見解を

持つ回答者を約15ポイント上回っており、たった3年

間で約35ポイントの変動を見せています。

総合的に見れば、ミレニアル世代の43%およびZ世代

の41%が、2022年1月に自国の経済状況が調査実

施時点よりも「悪化する」と考えています。これらの数

値は1年前よりも約10ポイント上昇しています。本調

査実施直前の2020年12月にはヨーロッパで最初のワ

クチンが承認され、コロナ感染症の収束が期待されて

いたことを踏まえると、この数値は注目に値します。ミ

レニアル・Z世代は、経済回復は、社会全体が回復し

た後になると予期しているようです。

社会／政治情勢の悲観的な見方も、歴史的水準

に達しました。回答者の10人に4人超は状況が悪化

すると予想しており、これは過去最高の数字です。こ

の4～5ポイントの変動は、経済状況よりも劇的では

ないものの、対前年比での増加幅としては過去最大

でした。

Q2：あらゆることを鑑みて、今後12か月間で、自国の総合的な経済状況は改善す

る、悪化する、変化しない、のいずれになると考えていますか。

ミレニアル世代の設問対象者：2018年ー10,455人、2019年ー13,416人、2020年本

調査ー13,715人、2020年追加調査ー5,501人、

2021年ー14,655人。

Z世代の設問対象者：2018年ー1,844人、2019年ー3,009人、2020年本調査ー

4,711人、2020年追加調査－3,601人、2021年ー8,273人

24%

30%

33%

43%

34%
35%

37% 41%

27% 29%

30%

40%

36%
38%

35%

41%

2018 2019 2020 2021

ミレニアル世代

●経済状況は悪化する

●社会／政治情勢は悪化する

Z世代

●経済状況は悪化する

●社会／政治情勢は悪化する
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企業に対する見方は安定

企業が自社のアジェンダを超えて、社会的アジェンダに注力し始めた兆候

以下の文について、そう思うと回答した割合（%）

「企業は社会にポジティブな影響を与えている」と考えるミレニアル世代は47%

で、初めて50%を下回りました。2017年には76%でした。ミレニアル世代と同様

にZ世代でも、企業が社会に善をなす存在だとの回答は全体の半数以下でし

た。しかし、企業に対するネガティブな感情は盛りを過ぎつつあることを示すデー

タもあります。

ミレニアル世代の10人に7人が「企業はより広範な社会的アジェンダを考慮する

よりも自社のアジェンダに集中している」と感じているデータを見てみましょう。この

数値は、昨年は73%、2019年は77%であり、ここ数年わずかな減少傾向にあり

ます。さらに、2021年にはミレニアル世代の62%が「企業は収益を超えるモチベー

ションがない」と回答しましたが、この数値は2020年から4ポイント低下していま

す。

企業は社会にポジティブな影響をあたえる存在

であると考えているのは半数以下です。
Q11：企業全般について考えた時、以下の文章はこれら組織の現在の行動を説明していると思いますか。

それとも、そう思いませんか。

設問対象者：全ミレニアル世代14,655人、全Z世代8,273人

64%

59%

75% 77%

73%
70%

54%

50%

62%

65%
66%

62%

72%

71%
69%

69%

58%
61% 61% 59%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ミレニアル世代

●より広範な社会的アジェンダを考慮するよりも

自組織のアジェンダに集中している

●収益を超えるモチベーションがない

Z世代

●より広範な社会的アジェンダを考慮するよりも

自組織のアジェンダに集中している

●収益を超えるモチベーションがない

デロイト グローバル 2021年ミレニアル・Z世代年次調査｜第3章 18



仕事へのロイヤリティは2020年（パンデミック前）にピークを迎えました

今後2年内の離職を考えている割合（%）

Q8：選択できるとすると、新しい組織に転職／別のことを始めるために離職するまで、どの程度の期間、現

在の雇用主の元に留まりますか。

脚注：Z世代の調査データは2018年以降のみ

このことは今後数年間で従業員ロイヤ

リティに影響を及ぼす可能性がありま

すが、どのような影響となるかは、まだ

定かではありません。2020年以前、企

業に対する見方と仕事へのロイヤリ

ティには相関関係がありました。懐疑

的な見方が増えるにつれ、ロイヤリティ

は低下しました。しかし、この関係性は

パンデミックにより変化したのです。

2020年に企業への好感度は過去最

低を記録しましたが、ロイヤリティは著

しく上昇しました。しかしながら、パンデ

ミックの間、人々が現在の雇用主の

元に留まる潜在的な理由は多数あり

ます。そのため、世界が完全にこの危

機を乗り越えた時、ロイヤリティがどの

ように変わるかはまだわからないのです。

今年のレポートでは、ロイヤリティは昨

年の最高記録から若干低下しました。

より多くのミレニアル・Z世代が、機会が

あれば2年以内に離職すると回答

（それぞれ36%および53%。2020年は

31%および50%）した一方、少なくとも

5年間はとどまりたいと述べた回答者

の割合にはほとんど変化は見られませ

んでした（2021年はミレニアル世代で

34%、Z世代で21%。2020年はそれぞれ

35%および21%）。

これらの調査結果から、多くの企業がステークホルダー資本主

義へと転換したことにミレニアル世代が共感している可能性が

示されます。彼らは、企業が社会的に良いインパクトを創出し

ているとは感じていないものの、ビジネスリーダーの考え方につい

ては楽観的に見始めているかもしれません。

44%

39%

43%

49%

31%

36%

61% 61%

50%
53%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

● ミレニアル世代 ● Z世代
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懸念事項はどう変わったか

ミレニアル世代が個人的にもっとも大きな懸念を頂い

ている事項は、昨年のパンデミック前の本調査および4

月の追跡調査からほとんど変化していません。この間、

懸念事項の上位は継続的に「医療・疾病予防」「気

候変動・環境保全」および「失業」の3つとなっています

が、順位は変動しています。

昨年、ミレニアル世代の21%は、「環境」に次いで「医

療」を三大懸念事項の1つに挙げました。「失業」「所

得・富の分配の不平等」「犯罪・個人の安全」が次点に

続きますが、その差はわずかです。COVID-19の出現に

よって、「医療」は30%に上昇し、4月の追跡調査では

総合的に首位の座に就きました。今年も引き続き、

「医療」はミレニアル世代の最大の懸念事項ですが、そ

の数値は28%と、「失業」の27%と僅差です。Z世代の

三大懸念事項もミレニアル世代と同じですが、「気候

変動・環境保全」が首位を占め、「医療・疾病予防」

は第3位です。

4位以下の選択肢では、2つの世代間で差があります。

ミレニアル世代は、これら3つに次ぐ懸念事項として「経

済成長」「犯罪・個人の安全」「所得・富の分配の不平

等」を挙げました。一方、Z世代は「教育」「犯罪・個人

の安全」「セクシャルハラスメント」「企業・政治の汚職」

を選びました。

Z世代に「教育」が選ばれたのは驚くことではありません。

Z世代の回答者の65%（対してミレニアル世代では

15%）は未だに学校や職業教育課程に在籍しており、

学校教育での大きな混乱を経験しているからです。また、

「セクシャルハラスメント」との回答が多いことも興味深い

ことです。Z世代では17%がこれを三大懸念事項の1つ

に選びましたが、ミレニアル世代ではたった9%でした。そ

の原因が、若年層はより自由で縛られない環境にいる

ことが多いからなのか、ソーシャルメディアに費やしている

時間が多いからなのか、あるいは他に理由があるのかは

推測の余地があるでしょう。
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パンデミックを受けて、「医療・疾病予防」がミレニアル世代の最大の懸念事項になりました。

Z世代では、引き続き「気候変動・環境保全」が最大の懸念事項ですが、「医療・疾病予防」の重要度も高まっています

ミレニアル・Z世代における最大の懸念事項（%）
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Q1A：これらの問題のうち、あなたがもっとも心配している事項を3つ選んでください。

設問対象者：全ミレニアル世代14,655人、全Z世代8,273人
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優先事項であり続ける環境問題
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「気候変動・環境保全（2020年は28%）」は、1年前、6ポイントの差をつけ

て、疑いなくミレニアル世代の最大の懸念事項でした。同年4月の追跡調査で

は、1ポイント上昇したにも関わらず、順位では懸念事項の第2位に転落しまし

た。本年には「失業」に追い抜かれ、3位に順位を下げました。それでも、自分

の健康、家族の幸せ、キャリアへの脅威といった個人的にも差し迫った問題が

ある中で、回答者が環境問題に意識を向け続けたことは注目に値します。

昨年のパンデミック前の本調査では、全回答者の半数は、「地球の環境は既

に取返しがつかない状況に陥っており、気候変動による被害を修復するには

手遅れである」と回答しました。これらの数値は今年も依然として高いままです

が、ミレニアル世代では44%、Z世代では43%に低下しました。パンデミックによる

ロックダウンの期間中に見られた環境にとっての明るい兆しが、楽観的な見方

を促進した可能性があります。反対に、ミレニアル・Z世代の約60%は、ビジネス

リーダーがパンデミックよる様々な課題に対処する中で、「気候変動の軽減、

環境の回復」に対する企業の優先度が低下することを懸念しています。

ミレニアル・Z世代は、現在、ビジネスリーダーが環境保全に重点を

置いていないのではないかと懸念しています

全回答者の60%は、パンデミックの余波を受け、企業が気候変動への取り組みの優先度を下げるのではな
いかと考えています

0% 100%

60%



富の格差による苦悩

ミレニアル世代は昔から、「所得・富の格差」を問題視

してきました。そして、これは常に同世代の三大懸念

事項にわずかに及ばないものでした。少し前の2014年

と昨年では第4位となっており、今年も回答者の約5

人に1人がこれを1番の懸念事項に挙げ、同率4位で

した。2021年の調査回答者のうち、ミレニアル・Z世代

の3分の2（それぞれ69%および66%）は、「富や所得

が社会で不平等に分配されている」と考えています。ミ

レニアル世代では、富や所得の不平等な分配は、中

南米（84%）および中東欧（80%）でより大きく現

れています。

その原因は制度的なものでしょうか。この質問に対す

る回答者の割合は半々です。ミレニアル・Z世代の4分

の1弱は、自国では、「あらゆる障壁や障害によって、

特定のバックグラウンドを持つ人々が高所得や高水

準の富を得ることはほぼ不可能である」と主張してい

ます。同時に、ミレニアル世代の19%およびZ世代の

16%が、自国では、「バックグラウンドに関わらず、望め

ば誰でも高水準の富を得ることができる」と考えていま

す。

ミレニアル世代の回答者に目を向けてみると、「誰でも

成功できる」と回答したグループの3分の1超（対してミ

レニアル世代全体ではたった22%）は、「モチベーション

の欠如や勤勉に働く覚悟ができていないこと」が格差

の最大の要因だと回答しました。しかしながら、バック

グラウンドによる障壁の存在を否定する人でも、所得

や富の不平等の原因となりうる、特定の克服し難い

要因があることを認めています。例えば、このグループの

30%（対してミレニアル世代全体では35%）は、「企

業や富裕層の強欲さや既得権益保持」が問題である

と認めています。また、26%（対してミレニアル世代全

体では31%）が「企業や富裕層に有利な法制度」が

格差の原因だと考えています。Z世代の回答者でも同

様の傾向が見られます。

ミレニアル世代およびZ世代の3分の2は、

富や所得が不平等に分配されていると

考えています。
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これらの若い世代は、労働者の

平均賃金が低く抑えられる中、

「企業の経営層に支払われる

報酬が格差の主要な原因の

一つだ」と考えています。

しかし、「富の格差が制度的なも

のである」と考えるミレニアル・

Z世代の間でも、「企業や富裕層

の強欲さや既得権益保持」が

原因の上位一位となっており、

約半数が主要な原因と見なして

います。

誰もが富を得ることができると考えている人でも、障壁となる問題があると考えています

各項目が所得格差の唯一最大の要因だと回答した割合（%）

Q45B：所得格差の唯一最大の要因は以下のどれだといえますか。

設問対象者：

全ミレニアル世代14,655人、Q44で「自国では、そのバックグラウンドに関わらず、望めば誰でも高水準の富を得ることができる」という文章に対して、そう思

うと答えた（評価尺度の上位3つを選んだ）ミレニアル世代2,849人、「あらゆる障壁や障害によって、特定のバックグラウンドを持つ人々が高所得や高水

準の富を得ることはほぼ不可能である」という文章に対して、そう思うと答えた（評価尺度の上位3つを選んだ）ミレニアル世代3,337人。

全Z世代8,273人、Q44で「自国では、そのバックグラウンドに関わらず、望めば誰でも高水準の富を得ることができる」という文章に対して、そう思うと答えた

（評価尺度の上位3つを選んだ）Z世代1,311人、「あらゆる障壁や障害によって、特定のバックグラウンドを持つ人々が高所得や高水準の富を得ること

はほぼ不可能である」という文に対して、そう思うと答えた（評価尺度の上位3つを選んだ）Z世代1,738人

ミレニアル世代

●合計

●● 「この国では、望めば誰でも高水準の富を得ることができる」という文章に対して、そう思うと答えた回答者

●●「障壁によって、特定のバックグラウンドを持つ人々が高水準の富を得ることはほぼ不可能である」という文章に対して、そう思うと答えた回答者

Z世代

38%

35%

31%

26%

24%

22%

22%

18%

14%

38%

30%

26%

27%

23%

20%

35%

23%

16%

46%

50%

44%

29%

30%

27%

13%

14%

11%

企業の経営層への報酬

企業や富裕層の強欲さや既得権益保持

企業や富裕層に有利な法制度

上質な教育へのアクセス

企業／富裕層による税金逃れ

マイノリティグループに対する差別

熱心に働くことに対する意欲・覚悟のなさ

低所得層におけるITの入手困難

健康や栄養の状況

34%

34%

29%

29%

21%

27%

21%

19%

13%

32%

32%

29%

26%

19%

24%

33%
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16%

40%

48%

42%

36%

25%

33%

14%

20%

8%

企業の経営層への報酬

企業や富裕層の強欲さや既得権益保持

企業や富裕層に有利な法制度

上質な教育へのアクセス

企業／富裕層による税金逃れ

マイノリティグループに対する差別

熱心に働くことに対する意欲・覚悟のなさ

低所得層におけるITの入手困難

健康や栄養の状況
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企業の経営層への報酬

企業や富裕層の強欲さや既得権益保持

企業や富裕層に有利な法制度

上質な教育へのアクセス

企業／富裕層による税金逃れ

マイノリティグループに対する差別

熱心に働くことに対する意欲・覚悟のなさ

低所得層におけるITの入手困難

健康や栄養の状況



個人的にも身近な差別問題

「ダイバーシティ、機会均等、差別」は、回答者の懸念

事項の中ほどにランクインしています。この問題を三大

懸念事項として選んだのは、ミレニアル世代の11%およ

びZ世代の16%に過ぎません。しかし、これまでの調査レ

ポートで指摘されるように、ただ問題が上位に位置付け

られていないからと言って、人々が深刻な問題と見なし

ていないわけではありません。

ミレニアル世代、そしてそれよりもやや多くのZ世代は、

差別がいたるところで蔓延しており、主要機関における

制度的人種差別がそれを助長していると考えています。

Z世代の10人に6人およびミレニアル世代の56%は、

「一般社会において制度的人種差別が非常に／ある

程度蔓延している」とみています。Z世代の半数超およ

びミレニアル世代の半数が、メディア、政治制度、警察

にも同じことが言えると回答しました。

4分の1は、政府による差別を経験したと感じており、ま

たほぼ同程度の割合が、ソーシャルメディアで標的にさ

れたことがあると回答しています。またほぼ同数近くが、

企業によって（ミレニアル世代の22%）、自らの職場

で（Z世代の23%）、または教育機関によって（Z世

代の23%）差別を受けたと感じています。

差別の原因として最もよく引き合いに出されるのは民

族性や人種ですが、社会経済状況、身体的または

精神的障害、性的指向、性自認、性別などを含む

複数の原因があります。自らを民族性マイノリティと自

認する人のうち、ミレニアル世代の36%およびZ世代の

39%は、職場で「常に／頻繁に差別を受けている」と

回答しました。自らを同性愛者、ゲイ、レズビアンまたは

バイセクシュアルと自認する人のほぼ10人に3人が、同

様の回答をしています。

ミレニアル世代の女性の13%およびZ世代の女性の

22%が、差別および機会の不平等を三大懸念事項

の1つに選んでいます。Z世代の女性は、ミレニアル世代

の男性（9%）やZ世代の男性（10%）に比べて倍

以上、この問題に悩まされる傾向があります。

少なくとも5人に1人は、自らのバックグラウンド

を理由に「常に／頻繁に個人的に差別を受け

ている」と感じています。

1 in 5
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回答者の多くにとって、差別は個人的にも

身近な問題です。少なくとも5人に1人は、

自らのバックグラウンドを理由に「常に／

頻繁に個人的な差別を受けていると感じ

ていました。



日常的に不公平に／偏見を持ってマイノリティ集団の

人々を扱う傾向が最も低いと回答者が答えたのは職

場でした（選択肢には11の機関を列挙）。就労中

の回答者の3分の2は、「勤務先の組織は多様性に富

んだ、インクルーシブな職場環境をうまく作っている」と

述べました。

制度的人種差別はあらゆる機関で蔓延している

自国の以下の機関において制度的人種差別が非常に／ある程度蔓延していると回答した割合

それでも、ミレニアル世代の34%および

Z世代の38%は制度的人種差別が職場で

も蔓延していると考えています。

全ての人々が、そのバックグラウンドに

関わらず、敬意を持って公平に扱われる

ことを保証するためには、雇用主と従業員

の両サイドにおいて残されている課題が

数多くあります。

Q35：自国の以下の機関において、制度的人種差別がどの程度蔓延していると考えていますか。

（どの程度日常的に不公平にまたは偏見を持ってマイノリティ集団の人々を扱っていますか。）

設問対象者：全ミレニアル世代14,655人、全Z世代8,273人。

*1：就労中の回答者のみに質問

56%

49%

49%

48%

46%

45%

44%

44%

40%

38%

34%

60%

55%

52%

51%

49%

47%

45%

48%

41%

42%

38%

社会全般

メディア

政治機関

警察

司法機関

企業全般

宗教的機関

教育機関

プロフェッショナルスポーツ

（アスリート、コーチ、団体など）

芸術（映画、テレビ、舞台、アートなど）

自分の職場

● ミレニアル世代

● Z世代

*1
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Millz Mood Monitor

●気候変動／環境

●企業の影響

●個人の経済状況

●経済状況

●社会／政治情勢

算出された総合指数は、0（完全に悲観的な見方）から100（完全に楽観的な

見方）までの範囲で表されます*1。この方法によって、時系列での推移だけでなく、

地域的および人口統計学的集団ごとの比較が可能になります。

2021年の指数は、2年連続で期待感が低下していることを示しています。昨年のパ

ンデミック前の指数では、ミレニアル世代は世界全体で、初回の調査から2ポイント

減少の37ポイントを付けていました。Z世代は39ポイントでした。今年、何か月にもわ

たる前例のない混乱を経て、両グループの指数はさらに3ポイント減少しました。ロッ

クダウン、変異株の発生、公衆衛生への影響が大きかった国で、減少幅が広がり

ました。

24%

27%
21%

15%

13%

ミレニアル世代

24%

47%

21%

15%

13%

Z世代

Millz Mood Monitorにおける各領域の寄与度：環境と企業の影響に対して

楽観的な見方が多くなっています
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2019年から、世界や自身の状況は「良くなる」とのミレニアル・

Z世代の楽観的な見方を年次でスナップショットするための

指標を算出し、回答者の心情を測定し始めました。

指数は、5つの質問に対する回答に基づいています。

経済

今後12か月間で、総合

的な経済状況は改善す

る、悪化する、変化しな

い、のいずれになると考え

ますか。

社会／政治

今後12か月間で、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

と考えていますか。

個人の経済状況

今後12か月間で、あなた

個人の経済状況はどの

ように変化すると考えて

いますか。

環境

地球の健全性を保護し、

持続させるための取り組

みの有効性に関して、お

おむね楽観的／悲観的

のいずれですか。

企業

企業は、事業を展開して

いるより広範な社会に対

して、どのような影響を及

ぼしていると思いますか。

*1：5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から合計値を求め、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は総合指数40ポイント

になります）。回答者が5つの各質問に対して等しく楽観的な見通しを示した場合、それぞれが等しく総合指

数に寄与することになります。したがって、上のグラフに示されるように、相対的に楽観的な見方が多い分野が

総合指数でより大きなセグメントを占めています。



行動を起こす

第4章



55%

44%

40%

35%

34%

33%

28%

26%

26%

25%

21%

52%

49%

40%

40%

40%

36%

31%

30%

33%

26%

24%

慈善事業に寄付した

自らの個人的な倫理観に基づいて、

仕事の種類や働く組織を選択した

自分が読んだニュース記事に関して

オンラインでコメントを投稿した

コミュニティの組織、慈善団体または非営利団体に

メンバーまたはボランティアとして参加した

環境、人権、政治または社会問題に関連した

ソーシャルメディアコンテンツを作成した

スポンサーとして、または募金の企画などの方法で、

慈善事業の資金を集めた

会談／討論会などの政治的イベントまたは

地域の問題に関する公開会合に参加した

デモ活動、抗議運動または

デモ行進に参加した

国、地域、地方レベルの活動に

積極的に関与した

意見を伝えるために

公選された議員に連絡を取った

新聞、出版物、テレビまたは

ラジオのニュース番組に寄稿した

慈善事業に寄付した

自らの個人的な倫理観に基づいて、

仕事の種類や働く組織を選択した

自分が読んだニュース記事に関して

オンラインでコメントを投稿した

コミュニティの組織、慈善団体または非営利団体に

メンバーまたはボランティアとして参加した

環境、人権、政治または社会問題に関連した

ソーシャルメディアコンテンツを作成した

スポンサーとして、または募金の企画などの方法で、

慈善事業の資金を集めた

会談／討論会などの政治的イベントまたは

地域の問題に関する公開会合に参加した

デモ活動、抗議運動またはデモ行進に参加した

国、地域、地方レベルの活動に積極的に関与した

意見を伝えるために公選された議員に連絡を取った

新聞、出版物、テレビまたは

ラジオのニュース番組に寄稿した

世界に変化を起こすため、彼らは行動を起こしています

この2年間で、以下のことを行った割合（%）

消費者として、彼らは自分にとって価

値を感じるところにお金を使います。企

業がどのように環境問題に対応してい

るか、どのように個人データを保護して

いるか、そしてどのように自社を社会・

政治問題と関連付けているかによって、

新たに関係を結んだり、取りやめたりし

ているのです。今年、回答者のほぼ3

分の1は、企業のCOVID-19危機への

対応に基づいて、その企業との関係を

始めたり、深めたりしました。一方、約

4分の1は同じ理由で、関係を取りや

めたり、浅くしたりしました。

彼らは自らの価値観を頼りにキャリア

を選択しています。この2年にわたって、

ミレニアル世代の44%およびZ世代の

49%は、「自らの個人的な倫理観に基

づいて、仕事の種類や働く組織を選

択した」と回答しました。そして、今年の

回答者の約15%は、パンデミックや自ら

の価値観や志を顧みた結果、仕事を

辞め、新しいキャリアをスタートしたと回

答しました。

彼らは政治にも関与しています。約10

人に3人は、この24か月の間に、「地域

の問題に関する政治的イベントや会

合に参加した」と回答しました。約4分

の1は、「自らの意見を伝えるために、

公職者に連絡」を取りました。そして、

それよりやや多数の回答者が、「自分

が重要視する問題に関して、国、地

域、地方レベルの活動に積極的に関

与した」と回答しました。そして、今年

の回答者のミレニアル世代の4分の1

（26%）およびZ世代の3分の1は、こ

の24か月の間に、「デモ活動、抗議運

動またはデモ行進に参加した」と回答し

ました。

それゆえ、ミレニアル・Z世代が、環境

問題、格差、差別など自分が重要視

する問題に関して、積極的に政策や

企業の行動に影響を及ぼそうとしてい

ることは意外なことではありません。彼

らは、これらの社会問題が転換点にあ

り、変化を起こすため、機関がアカウン

タビリティ（改善に向けた行動を意思

表明・実践すること）を持つ後押しを

したいと熱望しています。

過去の調査結果からも今年の調査結果からも、ミレニアル・

Z世代は消極的ではないことが示されます。

Q1B：あなたにとって最大の関心事である問題を以下から3つ選んでください。

設問対象者：全ミレニアル世代13,715人、全Z世代4,711人。中国は除く

●ミレニアル世代

● Z世代
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環境保護のために自らの役割を果たす

世界的なパンデミックの数少ない功績としては、必要

とあれば、個人・組織・機関が素早く変化できると認

識されたこと、そしてロックダウンによる炭素排出削減

への一時的な影響6で汚染が減り、地球環境回復の

可能性が見いだされたことです。このことにより、変化

は可能であることが実証されました。

ミレニアル・Z世代の3分の2強が、「パンデミック中に見

られた環境変化（汚染減少、水質改善など）によっ

て、気候変動を反転できるとの楽観的な見方をするよ

うになったか」という質問に対して、そう思うと回答しま

した。また、約40%は、パンデミック後、「人々は環境・

気候問題に対する行動をコミットする」と考えています。

そして、約40%は、パンデミックによって、「個人が環境

問題に対してより積極的に行動できる未来が来る」と

考えています。

昨年の調査では、ミレニアル・Z世代は、環境への影響

を低減するために、リサイクルや公共交通機関の利用

を増やすことから衣服購入や食習慣を変えることまで、

様々な行動を取っている」と述べていました。約60%は、

「何人子供を持つかを決める際に、環境のことを考慮

に入れた／考慮に入れる予定である」とも述べました。

今年の調査では、全回答者の28%が、「環境に良い

商品やサービスを提供する企業と消費者としての関係

を始めたり、深めたりした」と回答しました。ほぼ同数は、

反対に、「地球に害を与えているとみなした商品やサー

ビスを提供する組織との関係を取りやめたり、浅くした

り」しました。
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パンデミックによって、気候変動に対する見方が

楽観的になりました

「パンデミック中に見られた環境変化によって、より楽観的な

見方をするようになった」かという質問に対して、非常に／あ

る程度そう思うと回答した割合（%）

0%

0%

100%

100%

67%

69%

ミレニアル世代

Z世代



平等に関する法制化を支持

富・所得の格差改善は、個人レベルでは解決するのが

より困難な課題です。環境保護に役立つように電気

自動車を買ったり、ごみをコンポストしたりするのとは異

なり、個人に富裕層と貧困層の格差を縮める力はほ

とんどないからです。それでも、ミレニアル・Z世代は、公

平性を追い求めて、自分たちができることを行っていま

す。

回答者の約4分の1は、「人々が識字能力や初歩的

な計算能力を高めるのを手伝うボランティア活動を

行っている」、または「自分より年少の人のメンタリング

活動を行った」と述べました。それより若干多くの回答

者が、「慈善事業や学校に本やIT機器などの教育物

資を寄付した」と述べました。そして、それより多数の回

答者、特に自分は社会のほとんどの人よりも裕福だと

考えている回答者が、「慈善事業や社会的弱者の集

団に金銭の寄付」を行いました。

ほぼ5人に1人は、「相応の税金を納めていないとみな

す企業に対して、ボイコットやその他の抗議活動を積

極的に行った」と回答しました。民族性マイノリティ集

団や自らを異性愛者／ストレートだと自認していない

人の間で、この小さな反抗行為が見られる傾向が若

干高く、これらのグループは富の平等への制度的障壁

をより感知しやすかったり、敏感であったりするのかもし

れません。

根本的な改善には政府の介入が最も効果的な方法

であると多くの人は考えており、3分の1近くが最も一

般的な行為、つまり「所得格差の低減に努めている

政治家への投票やその他の方法での支持」を表明し

ました。回答者のおよそ60％は、「企業の経営層と一

般従業員の報酬の差を縮める法律は、労働者に生

活賃金7を支払うことを企業に求める法律と同等に、

大きな効果をもたらす」と述べました。同じ割合のミレニ

アル・Z世代が、格差を縮める理想的な方法として、

「低所得層におけるスキル訓練の支援を目的とした

政府の資金提供」を支持しています。

また、回答者の半数超は、ユニバーサルベーシック

インカム、つまり全ての成人に対して最低限の

生活費を毎月一定額支給する仕組みが効果的だろ

うと述べています。このことは必ずしも彼らがこの議論を

呼ぶ取り組み8を支持しているということではありません

が、上の世代は、その潜在的効果すら思いもよらない

ことでしょう。
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3分の1近くは、所得格差の

低減に努めている政治家に

投票やその他の方法で

支持を表明しました



差別撤廃への直接的な取り組み

Q36A：以下のうち、自国において、制度的人種差別に関して根源的変化を起こせる可能性が最も高いと思うものはどれですか。3つまで選

んでください。

Q36B：また自国において、制度的人種差別を低減するために最も尽力していると思うものはどれですか。3つまで選んでください。

設問対象者：全ミレニアル世代14,655人、全Z世代8,273人

●ミレニアル世代 ● Z世代
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48%

47%

36%

26%

21%

20%

19%

50%
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46%

36%

23%

20%

25%

20%

個人・国民

教育機関

政府・政治家

法機関

企業・

ビジネスリーダー

宗教的機関

政治活動家・

抗議団体および運動

慈善団体・

非政府組織

根源的変化を起こせる可能性が最も高いもの

41%

35%

28%

23%

18%

22%

40%

38%

44%

40%

26%

23%

18%

21%

44%

38%

個人・国民

教育機関

政府・政治家

法機関

企業・

ビジネスリーダー

宗教的機関

政治活動家・

抗議団体および運動

慈善団体・

非政府組織

根本的な変化をもたらすために最も尽力している

個人・国民

教育機関

政府・政治家

法機関

企業・ビジネスリーダー

宗教的機関

政治活動家・

抗議団体および運動

慈善団体・非政府組織

制度的人種差別撤廃に向けて、「変化をもたらす可能性が高い」と考えられる集団と

「尽力している」と考えられる集団は同じではありません

以下の集団が次の各文に該当すると回答したミレニアル・Z世代の割合（%）
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この1年間の出来事によって人種差別問題

が注目を集め、全回答者の55%が、「社会

は転換期を迎え、これから先は好ましい変化

が見られる」と回答しました。

富の格差と同様に、若い世代は政府などの機関に変化

を起こすことを期待するだけでなく、問題に対処するために

自分たちができることを行っています。

回答者の半数が、制度的人種差別に関して根源的変

化を起こせる可能性が最も高いのは、1人1人の個人であ

ると述べました。その一方で、回答者の5人に3人が、「好

ましい変化はトップダウンで、権力者の態度や行動からも

たらされる」という考えに対して、そう思うと回答しました。

そしてこの世代は、各機関は変化を起こすための行動を

起こしていないと考えています。調査結果でも、制度的人

種差別を低減するために最も尽力しているものの順位付

けを問う質問では、個人および政治活動家が第1位で、

教育機関、法機関および政府機関よりも上位となりまし

た。
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この課題における企業の役割は不確かで、ミレニアル・

Z世代に軽視されている可能性もあります。調査結果

でも、企業のポテンシャルは個人、教育機関、政府の

ポテンシャルの半分程度だと見なされています。そして、

制度的人種差別撤廃のために誰が最も尽力している

かというと、企業およびビジネスリーダーは8つの選択肢

のうち最下位でした。

多くの人が、これは世代にとって重要な問題だと認識

しています。約60%が「差別や格差に対処するために、

自分の世代が他のどの世代よりも多くのことを行って

きた」 という考えに対して、そう思うと回答しました。半

数超（ミレニアル世代の53%、Z世代の55%）は上の

世代が進歩の邪魔をしていると考えています。

好ましい変化をもたらすことに関して、各機関は期待

外れの結果しか出せないとみなされている一方、ミレニ

アル世代および、とりわけZ世代は、人種と差別問題

について自ら学んだり、他の人を教育したりしています。

約3分の1は、「人種問題について熱のこもった会話を

した」、および／または「周りの人を教育して、彼らの見

解を変えようと試みた」と回答しました。

それよりも少数ですが、「ソーシャルメディアプラットフォー

ムで役に立つコンテンツを共有する」、「進歩的な政治

家に投票する」、「差別に関して価値観が自分と異な

る企業やブランドをボイコットする」と回答した人もいま

す。「差別は問題だと考えているが、その問題に対処す

るために具体的には何もしていない」と回答したのは、ミ

レニアル世代の13%およびZ世代の12%に過ぎません。

どちらのグループも、「職場で差別に遭遇した時は声を

上げる」と主張しています。就労中かつ職場で他の人

が差別を受けているのを目撃したことがある回答者の4

分の1強は、「前回差別を目撃した際、その場に直接

割って入り、標的となっている人を助けた」と述べました。

5人に1人超が「人事やシニアマネジャーに問題を

提起した」と述べる一方、ほぼ同数の回答者が

「匿名または秘密厳守のチャネルを使って

違反を報告した」と述べました。



困難な1年を経て、ミレニアル・Z世代は、

これまで調査が実施されてきた10年間で

最も悲観的な姿を見せました。しかし、

パンデミック、平等、環境、企業の役割に

ついての質問に対する彼らの回答から、

社会アジェンダの改善に向けて、（彼ら

の意見では）行動を起こさない人たちか

ら主導権を奪いたいという熱意が読み取

れます。

彼らは変化を待つこと良しとせず、周りの人たちにア

カウンタビリティを持たせるための行動を起こし始めて

います。しかし、気候変動を元に戻したり、賃金や

富の平等を創出したり、人種差別や偏見を終わら

せたりすることに関して、個人としての自分たちの行

動に限界があることも理解しています。彼らは、政府、

教育機関、企業といった組織が協働し、はるかに広

い範囲で変化を推進することを望んでいます。

ここ数年間で、ミレニアル調査では、これらの若い世

代が利益を超えた存在意義を持つ企業、つまり自

分達と同じ価値観を持つ企業で働くことを望み、組

織の一部として変化を創出することで自信を得てい

くことが明らかになりました。このことを知ったからには、

ビジネスリーダーは、ミレニアル・Z世代が彼らの追い

求める未来をつくる手助けを積極的にするべきです。

つまり、従来にも増して、地球に対する責任を持ち、

世界中の人々に共感し、平等な未来をつくる手助

けをするのです。このように、企業が社会へのポジティ

ブなインパクト創造に注力し、従業員が社会で還元

する手段を与えることで、人材は企業に惹きつけら

れ、定着が実現されるでしょう。

まとめ
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ビジネスリーダーのための今年の重要ポイント

01
パンデミックの働く女性への

影響を認識する

パンデミックは、女性に不均

衡に影響を及ぼしました。彼

女たちは男性よりも多くのス

トレスを感じ、家庭でより多

くの責任を担い、経済状況

をより深刻に心配し、平等

や差別に関してもより大きな

懸念を抱いています9。女性

を支援するために、雇用主

は直近では彼女たちに必要

なリソースや柔軟性を提供し、

長期的には職場における女

性特有の問題や偏見を軽

減することができます。

02
ダイバーシティとインクルー

ジョンを推進するために、

採用・リテンション手法を

再評価する

リーダーは、性別や人種にと

らわれない制度やプロセスを

利用し、経験や資格につい

て従来とは異なる考え方を

取り入れるべきです。例えば、

特定のスキルセットではなく

探求的なマインドセットに基

づく採用をすることや、アジリ

ティを持ち、曖昧さを苦にせ

ず、逆境を乗り越えることが

できる人材の追求が含まれ

ます。

03
景気の不確実性や家計に

ついてストレスを抱える

従業員のために企業が

果たせる役割を検討する

これまでの調査レポートや他

の情報源でも指摘されるよ

うに、ミレニアル・Z世代は富

を貯めることに上の世代より

も後れを取っています。そして、

この問題はパンデミックの影

響で一層悪化しました10。

社会や組織内で所得や富

の格差を無視するリーダーは、

組織が成功するために必要

な従業員を遠ざけるリスクを

有しています。

04
環境を優先事項の

上位から外すのは短期間に

留めておく

現時点では、ビジネスリー

ダーがパンデミックからの回復、

レジリエンス、従業員の安全

を優先するのは、適切なこと

です。しかし、気候変動に対

して意義のある対応を行うこ

とは、資源を保全し、長期

的に持続可能な価値を創

出し、若手従業員を惹きつ

け定着させるために極めて重

要です。

05
メンタルヘルスのサポートや

リソース提供を優先し、

ストレスが認められる

職場風土文化を作る

リーダーは、職場でメンタルヘ

ルスについてオープンに会話

出来る環境を整え、従業員

がニーズを率直に発言できる

ようにする必要があります。こ

のことは最終的に、従業員

の健康や幸福感の向上、そ

して生産性の向上につなが

るでしょう。
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多くの人が自分の家族の健康や

将来を心配している中、ミレニアル

世代やZ世代が世界を変えることは

困難です。しかし、そのことが彼らの

努力を妨げることはありません。

彼らは高いレジリエンスと確固たる

意思の両方を持っています。そして、

明るい未来のビジョンを彼らと共有

するビジネスリーダーは、同世代の

特徴を理解し、彼らが志を実現する

ためのあらゆる支援を行うでしょう。
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