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ポストコロナにおける「職場」の構築

2020年以前は、「職場」という言葉は一般的
に従業員が一緒に仕事をするための専用のオ
フィススペースを意味していました。これまで
もリモートワーク化の傾向はあったものの、新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）によっ
てその動きが加速し、企業はインターネット接
続の力だけで繋がっている従業員で構成され
る分散型ネットワークに依存せざるを得なくな
りました。そこで生じるのが、危機収束後の職
場の姿はどうなっているのかという疑問です。

ここで重要なのは以下の点です。突然リモート
ワークを余儀なくされた従業員にとって今年
は試練の年でしたが、ほとんどの従業員はそ
の環境に慣れてきており、もう戻りたくないと
感じています。New York Timesと米調査会
社Morning Consultが1,100人以上のリ
モートワーカーを対象に行った最近の調査で
は、86%のリモートワーカーが現在の状況に
満足していることが判明しました1。彼らはな
ぜ食卓で仕事をしたいと思っているのでしょう
か。通勤時間がない、柔軟性が高い、外で過
ごす時間が増えるなど、理由を挙げればきり
がありません。

このような状況を一時的なものとして見てい
るビジネスリーダーは考え方を変える必要が
あるかもしれません。失われたものに焦点を
当てるのではなく、職場の現実が永遠に変化
したら何が得られるのかを検討し始める時が
来たのです。例えば、Zoomミーティングは、
かつては物理的な会議の妥協手段とみなされ
ていましたが、今では至る所で利用されてい
ます。こうしたコミュニケーションによってチー
ム内の絆が深まり、家族やペットが背景を通り
過ぎる世界への新しい扉が開かれました。

仕事の進め方の劇的な変化は、世界中のファ
ミリービジネスにとってこれまで享受してきた
人材開発・育成における優位性を脅かすもの
に見えるかもしれません。ファミリービジネス
は、経営幹部との直接的なつながりを通じて
メンタリング機会を提供することで知られてい
ます。また、事業活動とサービス提供を行って
いる地域に深く根差していることが多く、それ
が物理的なプレゼンスを示す本質でもありま
す。しかし、十分に検討し注意を払うことで、
これらのファミリービジネス本来の特性をポス
トコロナの職場でも維持し、さらには強化して

いくことが可能です。そして、この移行を可能
にする上でファミリービジネスはすでに有利な
立場であることが分かっています。

信頼の優位性
ビジネスにおいて、私たちは競争優位性の源
泉を見出すことに多くの時間を費やしています。
高品質の製品、優れたイノベーション、スマー
トなマーケティング、強固な文化。これらは、
価値を提供するものとして一般的に挙げられ
る項目です。しかし、パンデミックの発生以前
から、企業は信頼がこうした差別化要因の創
出に与える影響を理解しようとしてきました。
当然の流れとして、企業は信頼を、忠誠心を
構築し、信用を獲得し、さらには新しいことに
挑戦する許可を得るための通貨とみなすよう
になりました。

>



従業員は、雇用主が危機に効果的に対処し、
会社だけでなく従業員にとって
最善の利益となる意思決定を行っていると
信じる必要があります。

COVID-19によって、仕事環境、特に労使関
係における信頼の重要性が浮き彫りになりま
した。雇用主は、従業員が家族からのプレッ
シャーを受けながらも新しい仕事環境で生産
性を発揮することができると信じる必要があり
ます。そして従業員は、雇用主が危機に効果
的に対処し、会社だけでなく従業員にとって
最善の利益となる意思決定を行っていると信
じる必要があります2。

この点において、ファミリービジネスは有利な
立場にあります。他の組織と比較して、ファミ
リービジネスの従業員は雇用主を信頼してい
る傾向が強いことが分かっています。多くの人
にとって、それはつまり会社の存在意義です。
2019年Edelmanが調査を実施した大手ファ
ミリービジネスの従業員の64%が、自分が働
く会社は自社の価値に基づいて行動している
と回答したのに対し、ファミリービジネス以外
の大手企業で同様の回答をした従業員は
54%にとどまりました3。さらに、社会問題や
その他の重要事項に関する情報源として、大
手ファミリービジネスの従業員の68%が雇用
主を信頼しているのに対し、ファミリービジネ
ス以外の大手企業ではその割合が62%でし
た4。

このような信頼の高さから、ファミリービジネ
スは現在の環境における仕事の進め方の改革
を優位に進めることができます。絶好のタイミ
ングと言える分野の一つとして、チームの協力
体制をリアルタイムで確認できるテクノロジー
ソリューションの活用が挙げられます。仕事上
の物理的な関係の制約の一つとして、従業員
がどのように協力しているかを追跡できるデー
タの欠如があります。現在、バーチャルでの連
携が必要とされているおかげで、組織ネット

ワークの分析ツールは、デジタルでのやり取り
を通じて一部のチームがいかに組織化されて
いるかについて、興味深い洞察を明らかにし
ています。ますます多くのビジネスリーダーが、
この情報を使ってチーム間の相互のつながり
を生み出しています。自身の受動的なデータを
「収集」しようとする試みを耳にした従業員は、
疑念を抱くかもしれません。しかし、従業員と
の信頼関係を築いている雇用主は、従業員の
賛同を得て、より良い従業員体験を創出でき
る可能性がはるかに高いといえます。

企業のトップとチームリーダー
このような全社的な効率化に取り組むイニシ
アチブは、企業トップのリーダーシップの意思
決定に相当します。しかし、多くの場合、チー
ムリーダーレベルの日常の小さなイニシアチ
ブのタスクに効果的に対処することで、企業の
トップレベルとは言わないまでもそれと同等
の高い評価を受けることができます。ここでは
むしろリーダーシップの取り方が重要になりま
す。危機に見舞われた直後、チームリーダー
が多くの組織にとって重要な接点であり、従業
員との重要なつながりを維持し文化を大切に
する役割を担っていることが明らかになりまし
た。しかし、チームリーダーの中には、従業員
に対して厳格な人事評価面談を実施して支配
的な環境を確立したり、あまりにも多くの
Zoomミーティングを設定したり、また一般的
に、生産性を向上させるための手段としてカ
レンダーを使用したりして、過度なリーダー
シップを発揮した人もいました。多くのリー
ダーが得た教訓は、従業員は、仕事以外の
ニーズにも対処しながら独立して仕事を進め
ることができる決められた時間、しかも十分な
時間を必要としているということです。ドイツ
のSiemensは、モバイルワークを「ニューノー

マル」戦略の中核的な要素としてとして確立し
たことで、大きな注目を集めました5。CEOの
Roland Busch氏は声明で、Siemensは 
1）オフィスで過ごすではなく成果を重視するこ
と、2）従業員を信頼し、エンパワーメントする
こと、という二つのアプローチを採用すると述
べています6。Siemensをはじめとする多くの
企業が今年認識したのは、優秀な従業員は、
点と点を結ぶ支援さえすれば、どのような環境
でも生産的に働くことができるということです。

ファミリービジネスは、この新しい現実の中で
従業員と築いてきた信頼関係を活用しようと
していますが、その関係を維持するためにはコ
ミュニケーションの取り方が重要です。期待に
関する明確な目標と対応についてのガイドラ
インを設定したら、一歩引いてみましょう。大
量のZoomミーティングや人事評価面談を設
定する代わりに、人間的な側面に焦点を当て、
生産性を発揮するために必要なスペースと洞
察を各従業員に与えます。彼らを信頼しましょ
う。コロナ禍ではさまざまなレベル設定が求
められ、従業員もビジネスリーダーも同様の
課題や懸念に直面しています。そして、パンデ
ミックという共通の経験を中心とした本物の
コミュニケーションの機会が生まれました。定
期的に開催される対話の場にCEOやその他
の上級幹部が自宅から参加し、パンデミック
への対処方法についての洞察を共有するだけ
でなく、従業員が効果的に業務を遂行するた
めに必要な情報も伝えたりすることで築くこと
のできる信頼関係の大きさに驚くことでしょう。

この危機の中で培われた職場の絆は、物理的
な仕事とバーチャルの仕事のハイブリッドが定
着するポストコロナの環境で役立つでしょう。
駐車場は月曜から金曜まで満車にはならない
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かもしれませんが、従業員は引き続き決まっ
た時間に集まって連携や交流を行った上で、
各自のスケジュールに合わせて自由に仕事を
する環境に戻っていくでしょう。ファミリービジ
ネスにとって、これは人気のある雇用者の特
徴を維持しつつ新たな洞察を得ることができ
る絶好の機会といえます。信頼関係がある限
り、ファミリービジネスは、よりつながりが強く、
よりレジリエンスの高い組織としてこの危機か
ら抜け出すことができるでしょう。
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