デジタルテクノロジーが変える日本の働き方
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１
エグゼクティブサマリー

1 エグゼクティブサマリー

専門性の高い従業員獲得と
多様な人材が働き続けられる
労働環境の構築に
デジタルテクノロジーを活用
イノベーションと事業の成功に欠かせない専門性
の高いプロフェッショナルが減少している。人材獲
得競争に勝ち抜くことができなければ、企業の将来
は危うい。
日本における少子高齢化、
日本企業のグ
ローバル化への流れは不可避であり、
今後人材獲
得においてさらなる競争の激化が予想される。
この
ような環境変化の中で、
これまでの人材獲得のやり
方を踏襲していては有能なプロフェッショナル人材
の獲得がおぼつかないのは自明であろう。
又、現職の従業員も、現在の職場の勤務時間につ
いて問題意識を持っている。
そのような状況下にお
いて、
デジタルテクノロジー
（特に、
本レポートでは
ノートPC、
スマートフォン、
タブレットなどのモバイ
ルテクノロジーに着目）
を積極活用することは、勤
務時間に制限がある有能な人材の活用のための、
柔軟な労働環境構築において期待されている。
本レポートは、
日本のフルタイム従業員を中心に、
パートタイム従業員・専業主婦・学生なども合わせ

て500人超を対象に実施したアンケート調査に基
づくものである。本論の流れとして、
まず日本にお
ける少子高齢化、長時間労働と低労働生産性の現
実、及び企業のグローバル化への動きを紹介する。
こうした動きにより、企業は労働環境の整備への
対応を迫られている。
そして、
そのような状況に直面しているにもかかわ
らず、企業は新しいテクノロジーの導入に遅れを
取っており、職場のIT環境は私生活で進んだデジタ
ルテクノロジーに慣れている従業員の足かせとな
っている。私生活での先端デジタルテクノロジーの
使用は、職場へ変化をもたらす原動力となるととも
に、従業員の不満の原因にもなっている。多くの従
業員にとって職場のIT環境は、
自宅で慣れ親しんだ
IT環境から後戻りしていることが多い。例えば、
自
宅と職場のIT環境を比較する項目では、
自宅のIT
環境の方が進んでいると感じている事が分かった。
従業員は、
自宅のIT環境の使いやすさ
（51％）、新
しさ
（45％）、
インターネットの接続速度（43％）
と
いう3つの点で、職場のIT環境より優れていると感
じている。
（図表1.1参照)
本レポートで紹介する複数の日本企業の事例から
も、
多くは未だ職場の基本的なIT環境を整えるの
に苦労している段階にいる事が分かる。又、今回の
調査対象者の多くが、
コンピューターが遅すぎる、
インターネットが遅すぎる、
コンピューターやモバ
イル機器が古すぎるといった、職場の基本的なIT
環境が整備されていない事に不満を感じている。

図表 1.1: デジタルテクノロジーに関する評価：自宅と職場の比較

人材獲得競争に挑み、従業員が期待するIT環境を
提供する為には、企業は先ず高速インターネット接
続、適切なデジタル機器といった基本的なインフ
ラに投資する必要がある。
そして、
「ITポリシー」構
築などによる職場でのデジタルテクノロジー活用
の環境を整え、柔軟なIT環境の整備を進める必要
がある。
従業員の中で、育児や介護により仕事をする時間
が限られる層が増えている。今回の調査で従業員
全体の14%が、介護や育児のために仕事の時間が
限られていると回答した。
（図表1.2参照）
そこで、
デ
ジタルテクノロジーを活用し、離れた場所から働く
事が出来るような勤務環境の整備を強く求める人
は、働く時間の限られている従業員であるという仮
説のもと、
この層に着目した。時間に制約のある人
は、
デジタルテクノロジーが生産性に貢献すると、
よ
り強く感じていた。
デジタルテクノロジーの積極的
な導入が、育児や介護に時間を取られている優秀
な従業員の活用に繋がる事が明確になった。
デジタルテクノロジーの活用による「期待する効
果」
として、
コラボレーション、生産性、
イノベーショ
ンの３つの視点があると考えられる。
コラボレーシ
ョンは、
ビジネス実績の向上やイノベーションに繋
がる重要な活動である。
デジタルテクノロジーはコ
ラボレーションを促進するツールとして期待されて
いる。同僚とコラボレーションをすると答えた人は
全体の25%程度であるが、年収の高い層（今回調
査では年収600万円以上・以下を判断軸として適
用）
では45%の人がコラボレーションすると回答し

図表1.2: 時間の制約
「現在介護や育児などのために仕事をする時間が限られていますか？」

14%

86%

はい
いいえ
DTC調べ (2014)

ており、
それ以外の従業員の17%と比べると大き
な差異があった。
（図表1.3参照）
年収の高い層には、他部門との協業、管理責任、
そ
して専門性の高い職種の従業員が多く含まれてい
るとの前提のもと、
デジタルテクノロジーの効果に
ついてはこの層に着目した。
このグループを本レポ
ートにおいては専門性の高いプロフェッショナル層
と定義する。専門性の高いプロフェッショナル層は
その他の従業員に比べ、職場で個人の機器を使え
ないことに不満をより強く感じている。有能なプロ
フェッショナル人材を獲得するうえで、益々デジタ
ルテクノロジーの整備が重要になってきていること
がわかる。

図表 1.3: 職場でのコラボレーション
「同僚と一緒にプロジェクトに取り組んでいる」
と回答
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今回の調査にて従業員同士のコラボレーションを
妨げる最大の障壁として挙げられたのは、職場の
体制やカルチャーといった組織上の問題だった。一
方、IT環境や通信システムの不備がコラボレーショ
ンを妨げていると答えた人は、20％程度にとどま
っており、職場の体制やカルチャーへの回答と２倍
以上の差があった。
（図表1.4参照）
コラボレーショ
ンを促そうとしている企業にとって、
テクノロジー
の整備も重要ではあるが、同時に組織的な問題も
解決する必要がある。

度多く生産性の向上を感じていると回答した。
ま
た、育児や介護に携わっている人の回答にも同様
の傾向があることがわかった。
（図表1.5参照）
さらには、
イノベーションに関しても、
デジタルテク
ノロジーの活用が変革につながると考えられてい
ることがわかった。調査結果は、製品やサービス、
そ
してそれらの提供方法におけるイノベーションはデ
ジタルテクノロジーの利用を通じて起きており、
高
年収の専門性の高いプロフェッショナルたちはそ
れ以外の層と比べ、1.4倍その変化を評価している
と示している。

デジタルテクノロジーの活用は、
コラボレーション
の他に生産性の向上にも繋がると考えられている
ことが今回の調査で判明した。特に専門性の高い
プロフェッショナルは、全体の回答に比べ1.5倍程

デロイト トーマツ コンサルティング(以下DTC)は、
職場のIT環境境整備の遅れにより、
経済価値の創
出機会を逃しているのではないかと考え、
「デジタ
ルテクノロジーが職場に導入されることにより、
従
業員が生み出す価値がどの程度の経済効果につな
がるか？」
という問いに対して、
考えられる2つのセ
グメントに対して定量的試算を実施した。

最後に、世界の傾向として同様の調査を実施した
オーストラリアと日本のデータを比較する。職場で
のデジタルテクノロジー環境及び、ITポリシーに関
する柔軟性などの点において、
日本は他の先進国
に遅れを取っていることが改めて明らかになった。

その結果、
デジタルテクノロジーがあれば働く事が
出来るようになる人材が生み出す経済効果は約
1兆5,202億円、
デジタルテクノロジーがあれば定
年後も継続して働き続ける事が出来るようになる
人材が生み出す経済効果は約４,711億円、合計約
1兆9,913億円と２兆円規模の経済効果が見込め
る事が判明した。

図表 1.4: 職場でのコラボレーションの妨げとなっている原因
職場の体制・カルチャー

デジタルテクノロジー活用の経済効果
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図表 1.5: デジタルテクノロジー * による生産性の向上についての認識
(ノートPC、スマートフォン、タブレットにより「生産性が大幅に向上する」「生産性が少し向上する」と
回答した人の合計。全体を1 として比較)

4,711億円
1兆9,913億円

介護や育児などで働く時間に制約がある

全体

× 1.4

1兆5,202億円

デジタルテクノロジーがあれば、定年後も継続して働く事が出来るようになる人材の活用

専門性が高いプロフェッショナル

1

デジタルテクノロジーがあれば働く事が出来るようになる人材の活用

× 1.5

*デジタルテクノロジー：ノートPC・スマートフォン・タブレットの活用を指す
DTC調べ (2014)
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労働環境の変化

2 労働環境の変化

労働生産性の向上は、少子高齢化による労働力人
口の減少が進行する状況下で、企業や国家が持続
的に成長していくために避けて通れない課題であ
る。
しかし、公益財団法人の日本生産性本部の調査
によると、わが国の労働生産性は、OECD加盟34
カ国中20番目、先進7カ国と言われる国々(米国、
フランス、
イタリア、
ドイツ、
イギリス、
カナダ)の中で
は最低の7番目との結果であった。
（図表2.2参照）

労働人口の減少や
グローバル化が進むにつれ
労働生産性や労働環境の
改善が急務となる
2.1 日本における少子高齢化と労働生産性
   の現状

図表 2.2: OECD加盟国の労働生産性

日本企業のグローバル化への動きが活発化してい
る。
その中でも製造業をはじめとした企業は、欧米
諸国、新興国マーケットへの進出を牽引している存
在である。例えば、
日本の製造業の海外現地生産比
率は上昇傾向で推移している。2011年には過去最
高の34％まで上昇しており、
この傾向は続くと予想
される。
（図表2.3参照）
このような統計調査の例からも、
グローバル化に
向けた流れの中で、外国人従業員、海外の取引先
やビジネスパートナーなどとの業務における生産
性の向上やコラボレーションを促進するワークスタ
イルなどの環境構築が、企業経営においてもさら
に重要になってくることが考えられる。

米国
イタリア

日本は今後ますます深刻化していく少子高齢化に、
世界に先駆けて直面している。政府の統計データ
によると、
日本における65歳以上の比率は2013
年時点で25%を超えており、今後さらに高齢化が
加速していくと予想されている。対して15歳未満の
人口比率は約13%へと下降し、生産人口である15
歳～64歳においても約62%へと下降傾向が続い
ている。
（図表2.1参照）

2.2 日本企業のグローバル化の現状

フランス
ドイツ
カナダ

（原題：Where is Your Next Worker?）
」
という
報告書では、労働市場が売り手市場になりつつあ
る例として、人材の問題ならびにそれに対処するた
めに企業が何ができるかについて概説している。
職場から離れた場所にいながらウェブ経由で働く
従業員の採用を国内外で進めるのも戦略の１つだ
ろう。柔軟な労働条件を設けることによって、仕事
と家庭を両立させようとしている人たちの就業を
促すこともできる。
どちらの場合にも、会社へ出社
せずに仕事を進める事が出来るような勤務環境の
整備を急ぐ必要がある。
しかし本調査結果からも、
現状のワークスタイルの柔軟性や生産性を向上さ
せる為の職場の環境整備は未だ限定的であり、大
きな課題があることがうかがえる。

「幸運な国の構築（原題：Building the Lucky
Country）」
シリーズ の第1弾としてデロイトが
2011年に発表した「次なる従業員はどこに？

英国
日本
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単位:購買力平価換算USドル
出所：公益財団法人 日本生産性本部
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図表 2.1: 年齢別人口推移

図表 2.3: 製造業の海外生産比率と海外売上高比率の推移
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出所：総務省統計局
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このような事実はメディアを通じて度々語られる内
容でもあるが、今後予期される環境変化に対して、
何らかの行動を始めている人や企業は圧倒的に少
数派ではないだろうか。長期的に人材獲得競争が
弱まることは考えにくく、少子高齢化に伴い、専門
性の高いプロフェッショナルの不足は将来ますます
深刻化すると見られている。今後企業が差別化を
図る上では「人材吸引力」が鍵を握ってゆく。優れ
た人材を引き付けて定着させ、革新的で利益率の
高い企業経営を行う経営者が、競争を制すると想
定される。

34.2％

30％

20％

10％

1989
海外生産比率

1995

2000

2005

2011

海外売上高比率

出所：国際協力銀行『我が国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告』
各年度版より富士通総研が作成したものを参照
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3 人材獲得競争

デジタルテクノロジーの活用は
多様な人材の雇用・定着に
つながると期待されており
今後の人材獲得競争を
勝ち抜く為の鍵となる
少子高齢化による労働人口の減少、事業のグロー
バル化といった環境の変化に伴い、人材の雇用定
着や柔軟な勤務環境の整備が、企業経営上極めて
重要な問題として認識され始めている。職場でのデ
ジタルテクノロジーの活用は、高い専門性を持った
プロフェッショナルの雇用、
従業員の定着の向上、
そして時間の制約から働く事が出来ない人材の活
用をも可能にするものとして期待されている。
しか
し日本での企業のデジタルテクノロジーの活用レ
ベルは低く、職場のデジタル環境は、従業員が自宅
で利用しているデジタル環境に大きく遅れをとって
いるのが現状である。

今回の調査を通じて、DTCは職場に対する従業員
のニーズを、
「デジタルテクノロジー以外の関心事
項」
「ITインフラとしての勤務環境の整備」
「先端テ
クノロジーの利用」
と、3段階に分類した。下図は、
職場に対するニーズをヒエラルキー図で表現した
ものである。最下層には、
デジタルテクノロジーに
関係の無い、基本的な職場環境に関する問題が来
る。
その上位には職場のIT環境や勤務環境の整
備、
そして先端デジタルテクノロジー利用へと続く。
特に上位のニーズへ対応する事により、時間に制
約がある従業員の雇用の継続、及び高い専門性を
持つプロフェッショナルの活用につながると考える
事が出来る。例えば、介護や育児などにより働く時
間に制約がある人の数は年々増えてゆくと予想さ
れるが、
デジタル機器の支給やデジタルテクノロジ
ーを活用した勤務環境の整備により仕事の継続が
可能になると考えられる。
さらには最新のデジタル
技術の利用などさらに進んだデジタル環境の整備
により、高い専門性を持つプロフェッショナル層の
ニーズにも応える事ができる。

3.1 職場と個人のデジタル環境比較

テクノロジーの新しさ、使いやすさなどのデジタル
環境においても、
自宅の方が快適な環境にあると
の結果が出ている。45%の回答者が、
自宅のデジタ
ルテクノロジーの方が最新であると回答しており、
使いやすさにおいては半数を超える51%が自宅の
方を選んでいる。
自宅でのインターネット接続につ
いても、半数近くの43%が自宅の方が速いと回答
している。
これらの結果より、職場のデジタル環境
が自宅での使用環境に後れを取っている現状がう
かがえる。
（図表3.2参照）

図表3.1は、個人的な用途に使用するデジタル機器
と、職場でのデジタル機器の使用状況を表してい
る。特にスマートフォンの個人的な用途での使用は
進んでおり、18-49歳のセグメントでは75%と約8
割に届いているが、職場での業務用途で使用して
いると回答した人は8.8%にとどまっている。
タブレ
ットに関しては、同じく18-49歳のセグメントで約
20%が個人的な用途に使用しているが、職場での
業務用途で使用していると回答した人は僅か3.1%
である。
図表 3.1: 個人的な用途に使用する機器と業務での使用状況比較
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職場に対する従業員のニーズ

図表 3.2: デジタルテクノロジーに関する評価：自宅と職場の比較
使いやすい

例
先端
テクノロジー
の利用

IT インフラとしての
勤務環境の整備

最新のデジタル技術を利用できる

最新のテクノロジーである

ノート PC・携帯電話・タブレットの支給
インターネットが速い

社外での業務・電子メールや
ファイルへの遠隔接続
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職場の文化

デジタルテクノロジー以外の
関心事項
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給与
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職場のデジタル環境は
個人使用や自宅の環境に
遅れをとっており従業員は
不満を持っている

さらに、従業員は職場の基本的なIT環境にも高い
不満を感じている。調査対象者のほぼ半数が、職場
のコンピューターが遅すぎる、
インターネットが遅
すぎる、職場から支給されたコンピューターまたは
モバイル機器が古すぎると考えている。
（図表3.3
参照）
今後の職場は、
ますます私生活で最新のデジタル
機器に慣れ親しんだ世代が中心となる。優秀な人
材を獲得するには、企業は個人が使い慣れた機
器を使用できる環境（"BYOD"Bring Your Own
Devise)を整備するなど、職場でのデジタルテクノ
ロジーの活用環境を整備する必要がある。

3.2 介護や育児などによる労働時間の制約
優秀な従業員の流出を防ぐことは極めて重要だ
が、企業はその為に何が出来るのだろうか。本調査
では現在働いている人のうち14%が、介護や育児
などのために仕事をする時間が限られていると回
答している。
（図表3.4参照）

時間の制約によって
働く事ができない
人材の活用

インターネットが遅すぎる
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個人所有の機器をネットワークに接続できない
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時間に制約のある従業員は、
時間の制約の無い従
業員に比べ、
勤務環境について約4倍の問題意識
を持っている。
（図表3.5参照）
勤務時間や環境の融
通がきかず、
もしくは時間の制約のために希望する
時間帯に働く事の出来ない従業員が多いと推察で
きる。
なんらかの対策を打たなければ、
従業員が時
間の制限を理由に離職してしまう可能性は十分考
えられるだろう。
勤務時間に関する問題を解決する１つの方法とし
て、在宅勤務についての意識調査を行った。
（図表
3.6参照）
グラフが示すように、
在宅勤務にメリット
を感じているとの回答が集まった。現在時間の制
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86%

はい

コンピューターが遅すぎる
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14%

冒頭に述べたように、少子高齢化の傾向はさらに
進むと思われる。介護に時間が取られる従業員は、
ますます増えていくことだろう。労働人口の減少が
進む中、
育児や介護などにより働く時間を制約され
る従業員の活用も、企業にとって無視できない課
題である。

図表 3.3: 職場のデジタルテクノロジーに関する問題

0

図表 3.4: 時間の制約
「現在介護や育児などのために仕事をする時間が限られていますか？」

いいえ
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約がある人は無い人の約2倍、働きながら育児や
介護が続けられると回答している。在宅勤務制度
の構築により、働く時間に制約のある人の雇用の
継続や、現在時間の制約によって働く事の出来な
い人の復職のきっかけを作る事が出来ると想定で
きる。
また時間に制約のある人は、
デジタルテクノロジー
があれば、生産性に貢献すると、他の従業員よりも
1.6倍程強く感じている事が分かった。育児や介護
で時間を取られている従業員の活用には、
デジタ
ルテクノロジーの積極的な導入が重要な役割を果
たすことが明確になった。
（図表3.7参照）
雇用主側に視点を移した設問でも、
在宅勤務のメリ
ットに注目が集まっている。
オフィス管理費の節約
といったハード面でのメリットに加え、働く時間に
制約のある人材など多様な人材の雇用や雇用継
続率の上昇も期待されている。
（図表3.8参照）
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図表 3.5: 現在の職場で直面している問題

(複数回答)

図表 3.8：雇用主にとっての在宅勤務のメリット
（複数回答）
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採用機会が増え、現在働くことが
できない人材にもアクセスできる
メールやオンラインテクノロジーの利用により
紙の消費を削減できる
自然災害があった際にもビジネスを継続できる
離職が減り雇用継続率が高まる
情報伝達が速くなる
0

図表 3.6: 在宅勤務のメリット
（複数回答）
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3.3 職場におけるデジタル環境の改善点
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在宅勤務などの柔軟な勤務環境の構築には、
デジ
タルテクノロジーの活用が不可欠である。
デジタル
環境の整備により、特に働く時間に制約のある従
業員の離職を抑える事が出来ると考えられる。
しか
しデジタル機器の活用は、働く時間の制約を取り払
うだけでなく、従業員の満足度や職場に留まる動
機をも高める。
図3.9に示した、従業員のデジタル機器の活用と従
業員の定着についての調査結果では、職場でノー
トPC、
スマートフォン、
タブレットといったモバイル
機器を活用している従業員は、使用していない人
に比べ現在の職場で働き続けたいと回答している

図表 3.7: デジタルテクノロジー*による生産性の向上についての認識
(ノートPC、
スマートフォン、
タブレットにより
「生産性が大幅に向上する」
「生産性が少し向上する」
と回答した人の合計)
介護や育児などにより

割合が高い事が分かった。
モバイル機器を活用し
ている人の72.9%が現在の職場で働き続けたいと
回答したのに対し、使用していない人は63.1%で、
モバイル機器を活用している人の方が、
それ以外
の人に比べ9.8％高く現在の職場で働き続けたい
と回答している。
一般に、
デジタル機器活用の効果は生産性や効率
への貢献といった尺度で測る場合が多いが、人材
の定着という見過ごされている側面でも見返りが
ある。

働く時間の制約あり
図表 3.9: デジタル機器の活用と従業員の定着
（「現在の職場で働き続けたい」
と回答した人の割合）
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さらに、職場におけるデジタル環境の現状を把握
する為に、職場でのテクノロジー利用規程（ITポリ
シー）
について、以下の項目に関する企業の方針を
調査した。
・職場のコンピューターの個人的な目的への使用
・職場でのソーシャルメディア利用
・個人所有の端末の持ち込み
・デジタルテクノロジーを利用して自宅で仕事
・週1日以上の在宅勤務契約

図表3.10のグラフが示すように、
従業員に柔軟な
テクノロジーの使用を認めている企業は少数であ
り、上記の項目のような柔軟なIT使用をどれも認め
ていないと回答した企業は67％にのぼる。
自宅で
の勤務環境は、働く時間に制約のある人材の活用
を進める上で欠かせない条件である。
しかし、企業
側による対応が進んでいない現状がうかがえる。
自宅での仕事がある程度認められるような環境や
在宅勤務制度などの柔軟な勤務環境の整備は、雇
用機会の拡大のみならず従業員の定着にも影響
を与えると見られている。企業はデジタル技術を活
用し、柔軟な就労環境の整備を早急に進める必要
がある。

図表 3.10: 職場のITポリシー
%
100

80

60

40

20

0
いずれも
該当無し

職場のPCを
個人用途で
使用可

ソーシャル
メディア
使用可

デジタル機器を
個人所有の
週 1日以上の
使い自宅で
端末持ち込み可 在宅勤務契約可
仕事可

DTC調べ (2014)

22

23

4
デジタルテクノロジー活用による期待効果

4 デジタルテクノロジー活用による期待効果

図表 4.1: 職場でのコラボレーション
（「離れた場所にいる同僚などと一緒にプロジェクトに取り組んでいる」
と回答した人の割合）

コラボレーション、
イノベーション、生産性の向上は
デジタル変革の実施を検討する企業経営者が共通して期待する成果である
しかし、
テクノロジー導入の際には職場のカルチャーをはじめとする
テクノロジー以外の側面へも同時に対応を進める必要がある

日本国内の別の都市・地域

同じ都市の別オフィス

海外

0

専門性の高いプロフェッショナルの獲得には、基本
的なデジタル環境や勤務環境の整備に加え、先端
テクノロジーの提供が鍵を握る事が分かった。本章
では、年収600万円以上の従業員を専門性の高い
プロフェッショナルと位置付け、
テクノロジー導入
効果として期待される生産性の向上といった分野
にどのような特徴が表れているか分析した。

4.1 コラボレーション
複数の従業員が何らかのプロジェクトに共同で取
り組むのがコラボレーションである。例えば打ち合
わせ、
ワークショップ、問題解決など、
さまざまな活
動が含まれる。2章(労働環境の変化)でも述べたよ
うに、海外市場でのビジネス比重は年々高まる傾
向にある。海外市場の比重が高まるにつれ、海外の
拠点とのコラボレーションも、
ますます不可欠なも
のとなるだろう。直接打ち合わせを持つ事の出来
ない相手とのコミュニケーションを助ける役割を担
うのがデジタルテクノロジーである。
ここでコラボレーションをうまく進めるために必要
な要素を3つ挙げる。
まず第1に、独自の管理ルー
ルを持つコミュニティが必要である。第2に、
チーム
のメンバーが文書を共有し協力できるようにする
ためのテクノロジーも必要でもある。
そして第3に、
コラボレーションを進めるうえで最も肝心な事でも
あるが、活動内容そのものがコラボレーションに適
していなければならない。

さらに、
コラボレーションは、
クラウドをはじめ
とするデジタルテクノロジーによって強化する
ことができる。たとえば、McKinsey Global
Institute（2012）
は、従業員のコミュニケーション
手段としてソーシャルテクノロジーを導入した企
業では、高い専門性を持つ従業員の生産性が20
～25％上昇していることを明らかにした。
また、企
業内ソーシャルメディアを従業員同士のコミュニケ
ーションに活用している企業は、従業員が社内情報
を探す時間を約3分の1削減することができると述
べている。
現在、
コラボレーションのほとんどは日本国内の他
の都市や同じ都市の別オフィスの従業員同士で行
われている。(図4.1参照)専門性の高いプロフェッ
ショナルのグループは、概してコラボレーションに
関わっている割合が高く、約半数が日本国内でのコ
ラボレーションを常時行っている。
しかし同時に、専門性の高いプロフェッショナルの
グループは、職場でのデジタル環境が他の従業員
と仕事を共有しにくいものであると感じており、個
人所有の機器を職場のネットワークに接続出来な
い事にも強い不満を感じている。
（図表4.2参照)
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図表 4.2: 職場のデジタルテクノロジーに関する問題
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他の従業員と仕事を共有しにくい

0

10

20

専門性の高いプロフェッショナル

30
その他の従業員

DTC調べ (2014)

しかし今回、
クラウドサービスの使用に関する調査
を実施したが、
クラウドサービスを使っていない、
ま
たはクラウドサービスを自身が使用しているか分
からないとの回答が79%をも占めた。従業員のク
ラウドサービスについての認知度の低さがうかが
え、職場での新しいデジタルテクノロジーの導入が
進んでいない事が判明した。
（図表4.3参照）

図表 4.3: クラウドサービスの使用状況

21%

近年のIT活用の新たな手法として、企業のクラウド
導入が活発化している。
クラウドベースにすること
で、
より効率的でコストの安いアプリケーションの
利用が可能になる。
クラウドは、
ビジネスプラットフ
ォームやインフラとしても活用でき、公共サービス
のようにITサービスを提供する方法である。

79%

クラウドを使っていない・分からない
クラウドを使っている
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コラボレーションを妨げる
最大の障壁は
職場の体制とカルチャー
コラボレーションを促す為に企業は何が出来るの
だろうか？離れた場所でのコラボレーションには、
デジタルテクノロジーの活用が不可欠である。
しか
し、
システムの不備などのテクノロジー面の問題
は、
コラボレーションの妨げとなっている原因のほ
んの一部でしか無い。
では何がコラボレーションの
大きな妨げとなっているのか。今回の調査では、最
大の障壁として職場の体制やカルチャーといった、
古くからの組織的な問題が挙っている。

図表4.4のグラフが示すように、IT環境や通信シス
テムの不備といたテクノロジーに関わる問題につ
いての認識が約20%だったのに対し、職場の体制
やカルチャーについては、
その約2倍もの回答が集
まった。
コラボレーションを促進する為にはテクノ
ロジー面の配備とともに、社内体制やカルチャーの
変革も非常に重要な要素である。
どちらか一方の
対策のみでは結果には結びつかない。経営者は、
新しいテクノロジー導入の際、
そのテクノロジーを
最大限活用できるよう、社内の体制やカルチャーも
併せて意識する必要がある。

図表 4.4: 職場でのコラボレーションの妨げとなっている原因
職場の体制・カルチャー

IT環境・通信システムの不備
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ケーススタディ1:長時間労働大国日本の進む道

世界ワースト2位
ILOによると、現時点で日本は先進国のなかで韓
国に次いで、世界のワースト2位の長時間労働
大国である。
多くの日本企業はグローバルスケールでのビジ
ネス展開の加速、厳しいコストダウン競争、労働
生産性向上要求が求められている。
その実現に
むけて、
いまの延長線上でWork Harder（もっと
長く働く）
は不可能だ。Work Smarter（もっと賢
く働く）
に転換することが求められている。DTC
ヒューマンキャピタルのワークスタイル実態調査
2013はデジタルテクノロジー活用と生産性向
上にはポジティブな相関関係があることを明ら
かにした。
スマートワーク、
つまりノートPCやタブレットを
活用し、
いつでも社外（サテライトオフィスやカフ
ェ等）
で勤務可能な働き方を全社的に認めてい
る企業は同業他社より残業時間が長いと回答す
ることはなかった。
しかし一部の従業員にだけ
認めている企業では21％、一切認めない企業で
は31%が同業他社より残業時間が長いと回答し
た。(*)デジタルデバイスを活用したスマートワー
クを認めることは労働時間を抑制することにつ
ながるのである。
また、
スマートワークの浸透度
は外資系日本法人と日系企業で格差が大きい。
外資系企業は80%が全員または一部の従業員
に認めているのに対して、
日系企業では一切認
めない企業が65%にものぼる。
スマートワーク導入に関して２つの俗説がある。
１つは日本の労働条件に関する法規制が厳しい
ので対応が難しいという見解。
もうひとつは日本
人の伝統的な価値観・文化になじまないという
見解である。今回の調査結果をみればそれが誤
った認識であることがわかるだろう。外資系日本
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法人であっても日本の法規制のもとでビジネス
を展開しており、従業員の多くは日本人で構成さ
れており、
日系企業となんら環境は変わらない。
日系グローバル自動車メーカーのIT本部長は、
北米赴任から数年ぶりに日本本社に戻って驚い
た。北米では当たり前のように高頻度で使われ
ていた社内SNSによるチャット形式のスピーディ
なコミュニケーションや在宅からのWeb会議参
加が日本ではほとんど活用されずにメール、電
話、
オフィスでの会議中心のコミュニケーション
ばかりだからだ。時間と手間がかかる毎日で、
タ
イムマシーンで一昔前に舞い戻ってしまったと感
じている。
このエピソードの示唆は日本人も海外赴任のよ
うに環境が変わればスマートワークにすぐに順
応できること及び一度便利さや快適さを実感す
るとそれがなくなった環境に舞い戻るとフラスト
レーションを強く感じるということだ。
グローバ
ルビジネスが拡大すると日本で働いていても時
差のある国々の従業員や顧客とスピーディにコ
ミュニケーションをとらざるを得なくなる。
またデ
ジタルネイティブといわれる若者世代はプライ
ベートでデジタルデバイスやソーシャルメディア
の利便性や快適性をすでに知っている。
デジタル
テクノロジーを上手く職場で活用することは“で
きたら嬉しい”という段階でなく、
”ないと不満”
という段階に来ているのだ。
出典：
国際労働機関（ILO）調査
DTC ヒューマンキャピタル ワークスタイル実態調査2013
*図表：スマートワークの浸透度と残業時間に対する評価
スマートワーク
適応状況
残業時間が長いと
感じている割合

認めて
いる

0％

一部
認めている

21％

認めて
いない

31％
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4.2 生産性

向上につながると考えている割合が高い事が分か
る。
モバイル機器活用が、
それぞれのセグメントで
勤務環境の多様化やコラボレーションの活性化を
促し、生産性の向上へと繋がる為と思われる。

デジタルテクノロジーはさまざまな形で生産性を
向上させる。今回の調査では従業員に、
ノートパソ
コン、
スマートフォン、
タブレットなどモバイルテク
ノロジーの利用が生産性にどのような影響がある
と思うか尋ねた。下記のグラフは、
それぞれのテク
ノロジーを活用することにより生産性が上がると
思うと回答した従業員を合算したものである。
（図
表4.5参照）

デジタル環境の整備は、時間に制約のある従業員
の生産性、
そして専門性の高いプロフェッショナル
の生産性を高めると期待される。時差などの制約
により時間がかかるとされていた海外とのコミュニ
ケーションも、
デジタルテクノロジーの活用により
円滑に進むようになる。

全体の回答を専門性の高いプロフェッショナル層
と介護や育児によって働く時間に制約がある人の
グループの回答と比較すると、専門性の高いプロ
フェッショナル、時間に制約があるグループともに
約1.5倍、
デジタルテクノロジーの活用が生産性の

多様な人材の獲得が急務

ワークスタイル変革を行う目的は何か（複数回
答可）
との問いかけに対し、
“多様な人材の獲
得・維持”と回答した日本企業は72%にのぼり、
コスト削減、
イノベーション創出、
コミュニケーシ
ョン活性化等の理由を抑えてダントツのトップ
であった。

政府の各種レポートからも明らかなように、少子
高齢化が著しく進行することで若手労働者不足、
介護ニーズの増大による労働人口の更なる減少
の可能性も無視できない。特に会社の中核を担
っている団塊ジュニアやその上の世代が親の介
護を迫られ、女性だけでなく男性社員のワークラ
イフバランス問題が深刻化する兆しもある。
現場業務中心の業界では既に若年層の人材不
足が深刻化している。国力が相対的に低下し、労
働人口が不足するなかで、今後は代替人材を容
易に確保できる前提の『去るもの追わずのフロ
ー型から、優秀な人材を採用・育成・確保するス
トック型』への転換が求められている。
それゆえ、
多様な人材の獲得・維持は日本企業にとって至
上命題なのである。

専門性が高いプロフェッショナル

介護や育児などで働く時間に制約がある

全体
1

× 1.4

× 1.5

*デジタルテクノロジー：ノートPC・スマートフォン・タブレットの活用を指す
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72%

日本は2020年頃にはGDPシェアで中国やイン
ドに引き離されるだけでなく、
ブラジルにもほぼ
追いつかれる。

図表 4.5: デジタルテクノロジー * による生産性の向上についての認識
(ノートPC、スマートフォン、タブレットにより「生産性が大幅に向上する」「生産性が少し向上する」と
回答した人の合計。全体を1 として比較)

DTC調べ (2014)

ケーススタディ2:「すぐに変えなくていいですか？」

残念ながら多くの日本企業で対策が遅れてい
る。ある日系総合電機メーカーは売上高の70%
以上を海外売上が占めるグローバルカンパニー
である。
そのような先進的な会社であっても日本

本社の就業規則や働き方には多くの制限事項
があり、柔軟性がない。
例えば在宅勤務は週１日しか認められていな
い。親の介護で実家に戻る必要が生じた場合で
も週4日は親の住む地方都市から東京本社に通
わないといけないのだ。硬直的な就業条件では
介護問題を抱える優秀な管理職層がより柔軟な
環境を求めて、外資系企業やベンチャー企業に
移ってしまうリスクが高まる。
この問題を回避するためには働き方の柔軟性を
認める就業規則変更が必須であるが、
もうひと
つの鍵はデジタルデバイスを活用したワークス
タイル変革である。現在の進化したテクノロジー
を活用し、在宅勤務であっても会議参加、社内決
裁手続き、社内情報へのアクセス等、社内と同じ
職場環境を再現することができれば、本社勤務
でしかできないことは圧倒的に減るはずである。
企業の経営者や人事部長、情報システム部長は
ルールやインフラを整備することに躊躇したり、
時間をかけている間に優秀な人材が社内からど
んどん失われていくリスクにさらされていること
にもっと敏感にならないといけない。

出典：
OECD: Economic Outlook No 91
Long-term baseline projections
DTC ヒューマンキャピタル ワークスタイル実態調査2013
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4.3 イノベーション
デジタルテクノロジーによってコラボレーションが
拡充されればされるほど、生産性の向上や多くの
イノベーションとビジネス実績の向上がもたらさ
れる。
イノベーションの提唱者であるシュンペーターによ
れば、
イノベーションとは、物事の「新結合」
「新機
軸」
「新しい切り口」
「新しい捉え方」
「新しい活用
法」を創造することにより新たな価値を生み出し、
社会的に大きな変化を起こすと定義している。
イノベーションは、大別すると、従来製品・サービス
の改良による「持続的イノベーション」
と、従来製
品・サービスの価値を破壊する「破壊的イノベーシ
ョン」
との2種類に大別される。同時に、
イノベーシ
ョンを起こす手法として、新製品の開発により差別
化を実現する「プロダクトイノベーション」
と、新た

な方法の実施により差別化を実現する「プロセスイ
ノベーション」
とに大別できる。
（総務省ICT による
イノベーションを推進する研究開発報告書）
図表4.6は、従業員がデジタルテクノロジーによる
業務改善をどの程度感じているかを示す調査結果
である。専門性の高いプロフェッショナルは、
その他
の従業員に比べて1.4倍程度多く、
デジタルテクノ
ロジーによる業務改善を感じていると回答した。
これは、企業がデジタルテクノロジーを活用してイ
ノベーションを促進することができると示唆する結
果である。
同時に、
専門性の高いプロフェッショナル
は、
デジタルテクノロジーによるイノベーションをよ
り敏感に感じ取っていると示している。従い、企業
にとっては、
デジタルテクノロジーの有効活用をビ
ジネスの成果につなげるという視点がますます重
要になってきている。

図表 4.6: デジタルテクノロジーによる業務改善

たった6.6%
ソニー、
トヨタ、
ホンダ、
キヤノン、任天堂。
イノベ
ーティブなテクノロジーやアイデアを駆使し、世
界的企業にまで成長した日本企業は多い。
しか
し今はどうか？
イノベーションを測る指標として，直近事業年度
の連結売上高として、過去3年内に市場に投入し
た新商品/サービス，新規事業（新規領域）の占
める割合をみると米国企業の平均が11.9％、中
国企業が12.1%であるのに対し、
日本企業は約
半分、6.6％と劣っている。
伝統的に製造業、
ものづくりを強みとする日本に
おいて、
イノベーションの源泉は徹底した現場主
義であった。現場、現物、現実の三現主義と呼ば
れ、生産現場での試行錯誤と検証によってイノベ
ーティブなテクノロジーやアイデアは生まれてき
たのである。
しかし、
ビジネスがグローバル化した現在では
主要関係者が同じ場所にそう簡単に集まること
ができない。
そこでデジタルのテクノロジーを駆
使して、バーチャルな環境下であってもそのよう
な働き方を実現させることが求められている。

製品・サービスが向上した
社内の管理、組織または
経営に関するプロセスが向上した
製品・サービスの提供方法が向上した

また、
ビジネス側だけでなく、間接部門の業務に
おいてもDigital Disruption(デジタルによる破
壊的イノベーション)が起こっている。例えば教育
研修である。

社内でのコラボレーションが
促進され生産性が向上した
0

10

20

専門性の高いプロフェッショナル
DTC調べ (2014)
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ケーススタディ3:日本のイノベーションは米・中の半分

30

40

50

その他の従業員

60

70

販売製品の標準機能、営業トーク、FAQ、
すべて
の内容を大胆に短期間で刷新する必要があっ
た。
しかし、集合研修のやり方では時間とコスト
がかかりすぎる。
しかもトレーニング対象者は
20代の若手中心で、分厚い文字情報中心のテキ
ストや座学学習が元来苦手である。
また、従来の
e-learning は便利ではあるが、内容が退屈で
効果性に疑問があった。
ではどうすれば膨大な
営業知識を短時間で身につけ、新しい営業のや
り方を覚えることができるようになるか？
答えは暗記ではなく、
ゲーム感覚で体感的に理
解・実践していくゲーミフィケーションとデジタ
ルを活用した新しいトレーニング方法であった。
アニメーション、
クイズ、
ロールプレイシーンの
再現を中心にしたデジタルトレーニングコンテ
ンツが開発されて、
スタッフは隙間時間をつかっ
て、
オフィスや自宅でその動画コンテンツを見な
がら新しい営業知識・スキルを覚えていったの
である。
このように、
ビジネスにとって緊急性の高いこと
が、従来のやり方では実現不可能と思われるよ
うなリードタイムで実現できる環境になりつつあ
る。
日本がかつて得意としていたイノベーション
の力を再び取り戻すために、今こそデジタルを
上手く取り込むことが求められている。

出典：
DTC 日本企業のイノベーション実態調査2013

80
%

ある日系大手通信企業は販売主力表品を従来
の携帯電話からスマートフォンに移行するタイミ
ングで、全国3,000店舗、2万人のケータイショッ
プ店員に対して、短期間で実効性のある営業ト
レーニングを行わねばならなかった。

33

5
デジタルテクノロジー活用による
経済効果

5 デジタルテクノロジー活用による経済効果

デジタルテクノロジー導入による
人材活用により、2兆円規模の
経済効果が見込まれている
「失われた20年」
と言われて続けて久しい日本経
済であるが、引き続き低成長が続いている。
これま
での考察からも職場のIT環境は、個人のIT利用状
況に遅れて整備されており、従業員の生産性やコ
ラボレーションに影響を及ぼしている。生産性の向
上やコラボレーションの促進に向けた職場のIT環
境整備が、職場のマネジメント体制やカルチャーに
よって遅れていることは、多くの日本企業がかかえ
ている問題である。
例えば、職場におけるモバイルテクノロジーの活用
をはじめとしたIT環境の構築における柔軟性の欠
如が、有能な従業員が生み出すことが可能な経済
価値の創出を失っているのではないかとの仮説が
成り立つ。
そこでDTCは、
「デジタルテクノロジーが職場に導
入されることにより、従業員が生み出す価値がどの
程度の経済効果につながるか？」
という問いに対し
て、考えられる2つのセグメントに対して定量的試
算を実施した。
その結果、約2兆円の経済効果が見
込める事が判明した。

5.1 デジタルテクノロジーがあれば働く事が
出来るようになる人材
   
まず、
デジタルテクノロジーが職場に導入されるこ
とにより働く事が出来るようになる人材が生み出
す、経済価値を試算した。
総務省統計局の平成25年度の労働力調査による
と、現在は働いていないが就業意欲のある就業希
望者数は428万人である。
今回DTCが実施した調査では、現在働いていない
と答えた人のうち、12%が「職場からのモバイルテ
クノロジーの支給があれば仕事ができる」
と答えて
いる。結果として、
モバイルテクノロジーの利用環
境が整備されることにより、約51万3千人の「潜在
雇用者」を生み出す事が出来ると考えられる。
その
「潜在雇用者」が、仮に一般労働者の平均賃金額
296万円(平成25年賃金構造基本統計調査より)の
経済価値を創出するとする。

図表 5.1:デジタルテクノロジーがあれば働く事が出来るようになる人材が生み出す経済効果

就業希望者数					

428万人
(平成25年度労働力調査)

12%

「職場からのモバイルテクノロジー*の
支給があれば仕事ができる」
と回答
(2014年DTC調べ)

（51万3千人）
*本調査では、
ノートPC・スマートフォン・タブレットに限定

一般労働者の平均賃金額				

296万円

(平成25年賃金構造基本統計調査（全国）)

それらを掛け合わせると次の図表にもあるように、
約1兆5,202億円の経済効果を生むと算出できる。

1兆5,202億円

試算セグメント
下記2つのセグメントの人材活用により生み出され
る経済効果
・デジタルテクノロジーがあれば働く事が出来るようになる人材
・デジタルテクノロジーがあれば定年後も継続して働き続ける事
が出来るようになる人材
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5.2 デジタルテクノロジーがあれば定年後も
   継続して働く事が出来るようになる人材
次に、定年を迎えるが継続して働く意思がある人材
に対して、
モバイルテクノロジーが職場に導入され
ることにより働き続ける事ができるようになる場合
の、経済効果がどのくらいになるか試算した。
総務省の国勢調査の推計値によると、2013年の定
年退職者数の見込みは144万人程度であり、翌年
以降も140万人台で推移すると試算している。

これらの結果からもわかるように、企業内における
デジタルテクノロジーの導入が労働力の維持、強
化に大きく貢献し、
その経済的効果は日本経済全
体の視点から見ても、大きなインパクトをもたらす
規模と考えられる。

図表 5.2:デジタルテクノロジーがあれば定年後も働き続ける事が出来るようになる人材が生み出す経済効果

定年退職者数のうち

				

現雇用者と雇用契約を延長したいと考えている人

（定年退職者144万人 × 雇用を延長希望55%)
(2008年厚生労働省 高年齢者雇用実態調査)

「職場からのモバイルテクノロジー*の
支給があれば、仕事を継続することが
できる」
と回答

*本調査では、
ノートPC・スマートフォン・タブレットに限定

一般労働者の平均賃金額				

今回DTCの実施した調査では、現在働いていると
答えた人のうち、20%の人材がモバイルテクノロジ
ーの企業サポートがあれば仕事を継続することが
できると回答している。結果として、
モバイルテクノ
ロジーの利用環境が整備されることにより、15万
9千人の「潜在雇用者」を生み出す事が出来ると考
えられる。
その「潜在雇用者」数に図表5.1の試算にて設定済
みの一般労働者の平均賃金額296万円(平成25年
賃金構造基本統計調査より)を掛け合わせると約
4,711億円と試算できる。
  
「デジタルテクノロジーが職場に導入されること
により、従業員が生み出す価値がどの程度の経済
効果につながるか？」
という問いに対して、
2つのセ
グメントに対して定量的試算を合算すると、約1兆
9,913億円と2兆円規模もの経済効果が見込める
と試算できる。
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20%

（15万9千人）

(2014年DTC調べ)

又、厚生労働省の高年齢者雇用実態調査によると、
定年退職者のうち、55％にあたる79万2千人が少
なくとも１年以上は現雇用者と雇用契約を延長し
たいと考えている。

79万2千人

296万円

(平成25年賃金構造基本統計調査（全国）)

4,711億円
デジタルテクノロジー活用の経済効果
デジタルテクノロジーがあれば働く事が出来るようになる人材の活用

1兆5,202億円

デジタルテクノロジーがあれば、定年後も継続して働く事が出来るようになる人材の活用

4,711億円
1兆9,913億円
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6 世界の動向

ここまで日本国内の調査結果や企業事例を見てき
たが、
デロイトは海外でも同様の調査を実施してい
る。
例えばオーストラリアの企業はハード面での機
器の活用はもとより、職場のITポリシー整備にも積
極的に取り組んでおり、
日本国内でもこのようなよ
り高度なデジタルニーズへの対応を念頭に整備を
進める必要がある。

オーストラリアの調査結果
Deloitte Access Economics Report
（2012）
は、
デジタル経済の主要な動向について、次のよう
に概説している。
・社内外に向けたデジタルテクノロジー戦略の
一環として、
ビジネスに携帯端末を取り込もう
とする企業の動きがますます高まっている。調
査対象企業のほぼ半数が、今後3～5年のうち
に顧客向けモバイルアプリを提供するだろうと
答えている。
・消費者が変化を促す原動力となっている。消費
者のエンパワーメントは、
デジタル時代の重要
な要素の1つである。企業は、
コスト削減・収益
増大・競合他社との対抗よりも、消費者の期待
の充足を重視している。
・社内におけるデジタルイノベーションのもう1
つの重要な原動力は従業員である。従業員は、
消費者として新たなテクノロジーに慣れ親し
み、
そのテクノロジーを仕事の場に持ち込む事
により、職場のデジタル化を加速している。個
人所有の端末の持ちこみを認める企業が増え
ているという傾向に、
この様な動きが顕著に表
れている。
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こうしたデジタルテクノロジーを取り巻く環境の変
化は、職場での新しいテクノロジーの利用ばかりで
なく、仕事のあり方を変え、
より柔軟な職場と職場
環境を生み出していくと期待されている。
昨年、本調査と同様の調査を行ったオーストラリア
では、
オーストラリア企業は日本企業の3倍程度ス
マートフォンやタブレットなどのデジタル機器を活
用しているとの結果が出ている。
またその割合は、
過去2年間で1.5から2倍以上に増えていることが
判明した。
（図表6.1参照）
オーストラリアの調査では、
この2年でより柔軟なIT
ポリシーが採用される傾向が見られた。個人所有
の端末の持ちこみやソーシャルメディアの利用が
認められている職場で働いている人は4分の1ほど
増えた。一方、
デジタルテクノロジーを利用し自宅
で仕事をすることが認められているという回答は
増えているにもかかわらず、
在宅勤務を正式に認
められていると答えた回答者数は2年前とほとんど
変化が無く、
オーストラリアでも在宅勤務の導入に
は時間を要しているようである。
（図表6.2参照）
オーストラリアの結果に比べ、
日本は企業のデジタ
ルテクノロジー活用・IT ポリシー容認率のどちらに
おいても遅れをとっている事が分かる。2年前との
比較においても、
日本での2年間の伸びはオースト
ラリアの伸びの約3分の1足らずである。個人端末
の持ち込み"BYOD"などの柔軟なITポリシーの容
認、在宅勤務など社外からの勤務環境の整備にお
いて顕著に表れており、数値はオーストラリアの半
数以下であった。
日本企業は組織体制や制度の改
革も含め、対応を急ぐ必要がある。

図表 6.1: 職場でのデジタルテクノロジーの活用推移
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図表 6.2: ITポリシー容認の推移
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付録B
調査方法

今回の調査について補足する。

本レポートの範囲
デジタルテクノロジーとビジネス戦略は定義が広
範囲である。範囲を明確にするために、本レポート
に含まれないものを明記しておく。
本調査はデジタルテクノロジーに関するものであ
るが、
ウェブサイトを携帯端末で利用できるよう最
適化した方がいいのか、
モバイルアプリに投資し
た方がいいのか、あるいはその両方を行うべきな
のかというように、特定のテクノロジーが企業にと
ってどのような利益をもたらすかを評価するもの
ではない。
本レポートに記載するロードマップは、
サイバーセ
キュリティに関する方針を改善するにはどうすれば
良いかなどの専門的な助言など、
テクノロジー導入
に関する指針を提供するものではない。

調査項目の構成
調査項目の基本構成は、Google社およびスタンコ
ムリサーチ＆プラニングの助言を得ながら、
デロイ
ト・アクセス・エコノミクスが考案したものである。
本調査は、
日本市場においては2014年4月マクロ
ミル社がオンラインサーベイとして実施した、500
人超からの回答に基づく。
所得、学歴、職業、業種など回答者を分類するため
の質問に加え、
デジタルテクノロジー利用のさまざ
まな側面に関する質問や、
その他の職場環境に関
する質問も含まれている。
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