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ると、この認識は意外なものです。確かに、EUにお
いては、いくつかの取り組みが始まっています。2019
年2月に欧州議会は、テクノロジーにおける「倫理
性ある設計」を推進する法律の制定を目指して、AI
とロボティクスに関する欧州の産業政策を規定する
決議案を採択しました1。また、アメリカでも州や市
レベルでの対応が進められており、2019年にカリ
フォルニア州では企業がギグ・ワーカーを雇用する
場合、契約社員としてではなく正社員として処遇する
ことを義務付ける法律が制定されています。しかし、
こうしたいくつかの動きを除けば、政策変更は遅々と
して進んでいないのが現状です2。

一方、職場への急速なAIの導入によって発生する
倫理への圧力は、はるかに分かりやすいものとなっ
ています。テクノロジーが普及したことで仕事そのも
のの再定義が進んでいることから、AIやその他のテク
ノロジーは、Future of Workにおける倫理を私た
ちにとって特に身近なものにしています。この点に関
してもっとも注目されている問題は、テクノロジーが
仕事における人間の役割にどのような影響を及ぼす
かという点でしょう。私たちの調査では、従業員と置

Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1

調査回答者が示したFuture of Work（労働の未来）においてますます高まる
倫理の重要性を左右する主な4つの要因
Future of Workに関連する倫理課題を管理する重要性を左右する要因は何ですか？2つまで選択してください。

法規制に関する要件

職場への急速なAI技術の導入

労働力人口構成の変化（例：代替的労働力の増加）

外部ステークホルダーからの圧力（例：投資家、顧客、特別利益団体など）

従業員からの圧力

自社の取締役会やリーダーからの指針

38%

34%

32%

29%

18%

12%

き換えるためにロボットやAIを使用していると回答
した組織はほんのわずかでした。しかし、来るべき「ロ
ボットが人間の仕事を奪う」という見出しは引き続き
世界の注目を集め、また懸案となり続けます。効率
化の加速に向けてテクノロジーを導入している組織
では、人員を再配置して別の場所で戦略的価値を付
加するかどうか、そうする場合には、どのように再配
置するか、雇用を削減する場合には、解雇された従
業員を支援するために何を行うかについて、意思決
定することが求められます。

テクノロジーが仕事により深く組み込まれるにつ
れて、その設計と利用に際しては公正性と公平性を
評価していく必要があります。テクノロジーを用いる
ことで差別的バイアスが減少あるいは増加するかど
うか、従業員データのプライバシーを保護するため
に必要な手続きは何か、テクノロジーによってなされ
た意思決定は透明性があり説明可能なものか、それ
らの意思決定結果に対して人間に最終責任を負わせ
るにはどのような方針が必要かといった問題を、組
織は検討しなければなりません3。
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代替的労働力に黄色信号

2020年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドでは、代替的労働力が急成長しているにもかかわらず、
組織がその重要性を認識できていない可能性があるという重大な問題を明らかにしました。25%の組織が、代
替的労働力の処遇をもっとも優先的な倫理課題ととらえている一方で、自社のウェルビーイング戦略に代替的労
働力が含まれていると回答したのは全体の21%のみでした。また、仕事の性質の変化が報酬戦略に与える影響
という点では、規制されていない仕事の増加がもっとも大きな影響を与えると考えている回答者はたった13%で、
代替的労働力の成長がもっとも大きな影響を与えると回答したのは21%のみでした。

今年の調査 では、今後10年を見越して、80％の回答者が「AIや新しい雇用モデルに起因する仕事、キャリア、
業務内容のスピーディな変化」を重要と評価しました。しかし、こうした変化に対する備えがあると回答したのは
45%に過ぎず、今後10年間で重要性が増すであろう課題として挙げられたいくつかのテーマに対する準備状況
の中では最低水準でした。

昨年の調査では、組織が代替的労働力の利用を単なる業務処理的な観点から、この重要かつ成長を続ける人
材供給源を可用化・最適化するための、全体的で戦略的なアプローチへとシフトするよう訴えました。今年は、
この成長の真っ只中にある 労働力の存在にきちんと着目しておくことが、 人材戦略にとって極めて重要であるこ
とを強調しています。組織は、代替的労働力を効果的に活用する能力を有することにより、スピーディに変化する
労働市場や雇用市場において、自組織に不足している能力を持った人材を活用することが可能になります。同様
に、代替的労働力に対する組織のアプローチ は、雇用ブランドにポジティブな（もしくは逆にネガティブな）影響
を及ぼすでしょう。

調査回答者の5人に1人が、今後12カ月から18カ月の間に代替的労働モデルがHRモデルにもっとも大きな
影響を及ぼすと予想していることから、リーダーはこの分野にもっと注意を払うべきだと言えます。

調査回答者が挙げたFuture of Workにおける倫
理の重要性に関する3番目の要因は、変化する労働
力人口構成についてであり、個人と組織、組織と社
会の間の社会契約の進化に関する問題を提起してい
ます。こうした懸念の要因となる1つの大きな現象が、
代替的労働力の増加です。アメリカにおける自営業
者は今年4200万人に達すると予測されており4、イ
ギリスにおいては2016年から2019年にかけてギ
グ・エコノミーで働く労働者数が倍増し、470万人
に達しました5。Mary GrayとSiddarth Suriはその
最新の調査「Ghost Work: How to Stop Silicon 
Valley from Building a New Global Underclass
（ゴーストワーク：シリコンバレーが全世界に新たな
貧困層を作り出すのを止める方法）」の中で、この「見
えざる労働力」の存在を明らかにしています。同調査
では、自動化やAIに投入するためのハイテク系出来
高作業（データラベリング、画像のキャプション生成、
アダルト・コンテンツへのフラグ付けなど）に従事す

る多くの労働者が、好ましくない労働条件のもとで働
いている事実に言及しています6。この労働力セグメ
ントの急成長は、公正な賃金、健康管理、その他潜
在的利益に関する代替的労働力の権利も含めた倫
理課題に関する注目を喚起しています。

Future of Workにおける倫理の重要性を高める
最後の要因は、顧客や投資家、その他外部のステー
クホルダーからの圧力であり、医療へのアクセス、不
平等の拡大、気候変動などが組織の事業運営に影
響を与えなくても、こうした倫理的な問題に対して組
織が責任ある行動を取るよう彼らが求めていること
です。組織は、Future of Workの観点から、こうし
た問題を改善するのに役立つイノベーティブな方法
で仕事を設計することで、これらの課題に取り組むこ
とを求められています。
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また、興味深いことに、主なステークホルダーの1
つである取締役会は、一般的にこれらの問題に重き
を置いていません。本調査において、取締役会や経
営陣からの圧力がFuture of Workにおける倫理に
焦点を当てる原動力になったと感じている回答者は、
わずか12%でした。この結果は幾分不安を感じさせ
るものであり、取締役会や経営陣は、組織にとって
Future of Workにおける倫理を優先事項にするた
めに適切な「経営トップの姿勢」を示さなければな
りません。

2020年の展望

これらの推進要因は、Future of Workに関連す
るいくつかの具体的な倫理課題を形作っており、これ
らの課題に対処するための実行可能なアジェンダを
提示しています。しかし、回答者の圧倒的多数は、自
組織はこれらの課題に対処する備えができていない
と回答しており、自組織はどのような問題に対しても
「準備万端である」と回答したのは8～19％程度に
過ぎませんでした。

組織的なレディネスに対する回答者の見解を詳し
く見てみると、興味深い事実が浮かび上がりました。
それは、人とテクノロジーが交差する領域において、
組織は倫理的なジレンマに対処する準備がほとんど
整っていないという点です。これまでのところ、多くの
組織ではプライバシーの維持や従業員データの管理
など、テクノロジー中心の問題に対処する備えはで
きていると回答しています。続いて、賃金の公正性、

持続可能な職務デザイン、代替的労働力への処遇な
ど、明白に人間に関する問題が挙げられています。し
かし、自動化、AI、アルゴリズムの利用といった、人
間とテクノロジーとが交錯する問題に対しては、多く
の組織において極度に準備が遅れている様子がうか
がえます（図2）。

こうしたギャップは、組織がテクノロジーと人間を、
それぞれ独自のプログラム、プロセス、およびソリュー
ションを持つ全くの別物として扱っているという傾向
と大いに関係があると考えています。現在、人間と機
械との境界はつけにくくなってきていますが、組織は
この2つを同様のものとして扱う準備ができていませ
ん。個人はどのように監視されているか、個人のた
めにどのように意思決定がなされているか、個人の
仕事がどのような影響を受けたり、また排除された

グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド における「倫理」の歴史
過去10年間、HRと組織のリーダーたちは、Future of Workがもたらす難しい倫理課題にますます積極的

に取り組むようになりました。私たちの2011年の調査「Leading in a regulated world: All risk, all the 
time」では、リスクマネジメントの文脈の中で倫理について論じ、従業員に倫理課題を提起してもらうための明
確なプロセスを組織が示し、倫理的行動を支援する組織文化を創り上げる方法について議論しました。2019年
の調査では、リーダーたちは倫理に関するより幅広い視点を身につけており、調査回答者の37%が、組織がス
テークホルダーとの間で信頼を築くことができるか否かを懸念し、60%が組織の透明性に関する従業員の認識
について不安を感じていました。今年の倫理に関する議論はさらに広がり、仕事における人間とテクノロジーの
交差に関係するうわべのトレードオフの解決を促すための新しい視点を考慮するようリーダーたちに働きかけて
います。
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注：回答者が倫理的懸念として挙げた上位3項目に対してのみレディネスを質問した
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図2

組織は人とテクノロジーが交差する領域における倫理課題に対してほとんど
備えができていないと感じている
回答者が自組織において「対処する備えができていない」と回答した項目ごとの割合

プライバシーと従業員データ管理の維持

賃金の公正性

代替的労働力の処遇

風土と持続可能性を考慮した職務デザイン

労働力に対する自動化の影響のマネジメント

個人と職場を監視するためのAIとデータの利用

意思決定に影響を及ぼすアルゴリズムの利用

10%

15%

16%

19%

20%

31%

37%

りする可能性があるかといった、人間とテクノロジー
の交点にあるこれらの問題は、非常に個人的なもの
です。そして、一度課題が個人的なものになると、組
織はそれに対応する準備ができていないことに気が
つきます。

倫理課題が増加している今、組織は意図的で大胆
な選択をしなければならないと私たちは考えていま
す。そして、これらの選択には、新しい倫理課題に対
処する際に「～は可能か？」という視点だけでなく、
「～をどのように行うか？」という視点も考慮すること
が求められます。組織は、個人とビジネスの成果に
対するテクノロジーの影響を検討する中で、チーム、
個人、そしてテクノロジーを「どのように」融合する
かという、より広い意味合いと焦点を考慮することに
より、技術的な実行可能性という視点を超えて、
Future of Workへの倫理的なアプローチを進化さ
せることができるでしょう。
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される可能性があります。しかし、Drishtiではそうし
た懸念に真っ向から対処するため、従業員に早い段
階で議論に参加してもらい、カメラのアングルを見せ
て、管理したいのは個人ではなく作業プロセスである
ことを強調しました。同社によると、従業員はこの取
り組みが始まるとすぐに「テクノロジーの価値と、彼
らの生活が改善され仕事が保障される可能性を感じ、
取り組みに対して乗り気になっています」15。プロセ
ス分析、測定、そして洞察をとおして人間の経験を
向上させることがテクノロジーの目的であり、明確で
倫理的な使用事例や組織や現場の従業員に利益を
もたらす事例を提供してくれています。

未来を見据えて

正しい行動をするために、政府やNGOなどの非
政府組織、メディア、さらには世間一般の事業主より
も自らの雇用主をより信頼する人々が増えている今 16、
Future of Workのあらゆる側面における倫理課題
に取り組むことは、企業の責務になっています。倫理
的なジレンマが発生した際にそれに対処するのでは
なく、この分野でリーダーシップを発揮したいと考え
るのであれば、企業内外のステークホルダーにどの
ような影響を与えるかに焦点を当てつつ、戦略やミッ
ションの一環として倫理課題を予測、計画、そして管
理することが大切です。倫理の問題はトレードオフと
競合を引き起こすという従来の見方を超えて動くこと、
および、チームとして働く人間、機械、アルゴリズム
の組み合わせをいかに操作、統制するかに焦点を当
てることが課題となります。これにより、組織がソー
シャル・エンタープライズとして真に機能するために、
人間とテクノロジーの力を融合することが可能にな
るのです。
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