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コロナ禍の中の希望

今 年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・
トレンドレポートのプロローグの中で
「2010年代は不確実な時代の幕開けでし

たが、2010年代が終わろうとしている今、私たちは
再び不確実な世界に戻ろうとしているようです」と書
いた際、まさかこれが現実となるとは思ってもいませ
んでした。2020年の幕開けとともに新型コロナウイ
ルスの感染が拡大し、パンデミックによって世界中が
揺れる中、これまでの生活が一変するのを、私たち
は目の当たりにしてきました。3月には、人類の3分
の1以上が都市封鎖状態にある中、自粛生活を強い
られるようになり1、 4月末までに、16億人が生計を
立てる手段を失う危機に直面していました2。

しかし、そんな不確実で先が見通せない状況の中で
も、希望の光は消えずに、しっかりと私たちの中で灯
され続けています。危機的状況においても、個人や
組織は互いに協力し合い、一緒にこの危機を乗り越
えようと力を合わせています。一時的に人員削減や
職場のシャットダウンと言う処置を取らざるを得な
かった組織も、従業員の健康と安全を守りつつ、必
要不可欠なサービスを継続して提供し、従業員をリ
アルタイムでサポートするための事業戦略を展開す
るなど、危機的状況に応えるために、迅速な対応を
取ってきました。個人、組織、そして社会全体として、
受け入れる他なかった変化を意味ある変革としてい
けるよう、互いの知識や経験を用いて結束し、立ち向
かっています。これは、ソーシャル・エンタープライズ
が機能していることを示す、成功例です。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-human-capital-trends-2020-all.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-human-capital-trends-2020-all.pdf
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テクノロジー主導の世界で
人間的であり続ける

ソーシャル・エンタープライズは、我々が
2018年のグローバル・ヒューマン・キャピ
タル・トレンドレポートで定義したとおり、

個人と企業、企業と社会の関係を人間中心に再構築
する�new social contract� （ 「新しい社会契約」） 
を明確化したものです3。2018年以降、変化のスピー
ドと規模は加速し続けており、技術の進歩により、短
期間で、より大きな、大胆な変化がもたらされていま
す。しかし、新たな技術とデジタル変革が取締役会で
の議論を支配するようになると、人々の関心事は、
技術の進歩と直接的に対立するもの、もしくは対立
とまではいかなくとも、別のものとみなされるように
なりました。

今年のレポートの中で、私たちは、人間とテクノロ
ジーが本当に対立関係にあるのかどうかを再検証し、
テクノロジー主導の世界で明確に人間的であり続け
る方法を見つけると言う一見矛盾しているように見
える問題を解決するにはどうすればよいのかを考え
ることを組織に求めています。各章では、パーパス 
（存在意義）、ポテンシャル （可能性）、パースペクティ
ブ （展望）の3つの視点を組織のデザイン、および運
営に組み込むことが個人、組織、そしてひいては社
会全体の長期的な成長につながっていくことを強調
しています。

新型コロナウイルス は、人間がテクノロジーの進歩
を脅威ととらえず、むしろテクノロジーと人間の可能
性を融合させることが重要であることを証明するき
かっけとなりました。

この危機的状況に対応するための方法を組織が模索
する中、多くの国や地域において、テクノロジー自体
は大きな課題でないことが分かりました。テクノロ
ジーが課題となっている国や地域では地域間の情報
格差が浮き彫りになった一方で4、既にテクノロジー
が普及している地域においては、テクノロジーと人々
を融合させ共存しながら日々生活し、働きながらも、
働きがいや幸せ、成長、倫理観の遵守など、人間ら
しさの象徴を追求するための方法を見出すことが最
大の障壁となっていることが分かりました。

今回の事態は、人間と機械は別のレール上で存在す
るものと言うこれまでの概念を打ち破り、ともに成長
やイノベーションを生み出していくためのつながりを
構築するためのまたとない機会としてとらえることが
できます。また、人間とテクノロジーが共存できず、
組織が真のソーシャル・エンタープライズとして機能
することができなくなった先の未来を予想するための
機会とも言えます。新型コロナウイルスの状況下、世
界が劇的に変化していく今だからこそ、リスクはつき
ものとはいえ、人間と機械の共存と言うパラドックス
を組織は乗り越え、その先にある可能性の探求に乗
り出すことができるのではないでしょうか。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-hc-trends-2018-ver2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-hc-trends-2018-ver2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-human-capital-trends-2020-all.pdf
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希望を最大化する
Future of Work （新しい仕事のあり方）を前提とした
仕事への復帰

コロナ禍の中、ビジネスリーダーは職場復帰
への準備、緊急事態に対応するために取っ
た処置の活用方法の検討、そして新たな成

長戦略の策定と、3つのことを同時に行うよう求めら
れています。職場への復帰準備を進めるだけでは、
この数か月間に経験し学んだことを最大限活用する
ことはできないため、New York Timesのコラムニス
ト、Thomas Friedmanが「加速の時代に適応しよう
とする人間は �dynamic stability�（劇的な安定性）
を発達させなければならない」と話すように、組織
は今、避けられない変化の嵐を止めようとするので
はなく、むしろ、嵐とともに動き、そこからエネルギー
や可能性を得ながら、その中で安定性の基盤を構築
していくことが求められます5。 

そして、実際に多くの企業が上記のような行動に出る
ことが期待されます。迫り来る変化の嵐から身をすく
めたり、戦いに行くのではなく、その嵐からエネルギー
を得て、可能性を見出していくでしょう。

ポストコロナの世界では、緊急時の対応を重ねてき
た中で築き上げた教訓や経験などを生かし、これか
らの仕事のあり方 - Future of Workを考えながら、
職場復帰を実現していくこととなります。これ以降は、
今年のレポートで取り上げたトレンドを切り口に、未
来の仕事のあり方をデザインするプロセスに触れて
いきます。この新たな働き方・仕事のあり方をデザイ
ンするプロセスは新型コロナウイルスによるパンデ
ミックから復活するために、組織にとって重要なス
テップであると私たちは考えています。なお、ここで
ご紹介するプロセスやフレームワークはすべてを網羅
するものではなく、むしろここ数週間と数カ月に起き
た変化を意識的に振り返るための出発点です。そし
て、その振り返りを始めることが、未来につながる、
希望を最大化するための第一歩と言えるのではない
でしょうか。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-human-capital-trends-2020-all.pdf
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コロナ禍の新たな可能性

ウェルビーイング実現に向けた仕事の 
デザイン：仕事も人生も健やかに

コロナがもたらした変化：感染が拡大する中、身体
的、精神的、そして経済的な安全を確保することが
人々の最優先事項となったため、必然的に組織にお
ける優先事項としてウェルビーイングに関心が集ま
りました。パンデミックの影響で職場とプライベート
の空間が切り離せなくなった今、労働時間が長くなっ
ている一方で、キャリアとプライベートの両立を多く
の人が強いられていることが原因で身体的、そして
精神的なストレスが急増し、疲労の蓄積や燃え尽き
症候を引き起こさないか懸念されています。実際、多
くの人々がコロナ禍の中で燃え尽き症候群を経験し
ていると話しており7、コロナ禍を経て職場復帰を検
討する組織にとって、ポストコロナ以後も従業員一
人一人の健康を守るウェルビーイングは最優先事項
となるでしょう。

新たな可能性：職場復帰を段階的に進める中で、組
織はウェルビーイングを促進する取り組みを検討す
るだけでなく、その取り組みをさらに一歩進め、個人
の仕事の中にウェルビーイングが感じられるよう仕
事の「あり方」そのものを見直すことが求められます。
そうすることで、従業員は充実感を得るだけでなく、
最高のパフォーマンスが発揮できるようになり、それ
が、組織のパフォーマンス向上にもつながります。

パーパス（存在意義）：単に存在
意義を論じるだけではなく、日々
の業務のあらゆる場面で存在意
義を組み入れる組織

帰属意識：「安心」から「一体感」に、そして
「貢献」へ

コロナがもたらした変化：今回の事態によって、人々
は自身が取り組んでいる仕事をより大きな目標や
ゴールに結び付けることができたとき、もっともモチ
ベーションが高まることが改めて分かりました。メー
カー企業に勤める多くの人々が、消毒液など、今必
要とされている物を生産することにやりがいを感じた
と話しています6。人々は、自身が持つユニークな才
能や強みがどのような形でより多くの目標やゴール
に影響をもたらしているか自覚できるようになると、
モチベーションが高まり、組織への貢献度が高まる
のです。

新たな可能性：職場復帰を段階的に進める際、組織
は冷静に、個々の仕事、チームの目標、そして組織の
ミッションの間に明確なつながりがあるか改めて確
認する必要があります。帰属意識と組織のパフォーマ
ンスの関係を強化するには、組織は一人一人が尊重
され、公正に扱われていると実感できるようにするだ
けでなく、自身の働きが、組織や社会全体の共通目
標にどのような影響を与えているか目に見える形で
結びつけることで、より深いつながりを生み出すこと
ができます。
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はできるが、従業員が機械に取って代わられること
はないことを改めて証明しました。今回のような感
染症が引き起こす人類への脅威と向き合うには、人
間とテクノロジー、双方の力が必要であると言うこと
を人々に認識させたのです。遠隔医療、製造、教育、
さらには食料品配達の現場において、かつてないほ
ど人間と機械による協働が見られたことはその大き
な証拠と言えるでしょう。

新たな可能性：職場復帰を進めるにあたって、組織
にはこれまで以上に機械をチームに統合する戦略を
推進することが求められ、従業員が機械にとって代
わられると言う従来の考え方から、機械はむしろ、人
間とともに働き、力を合わせるコラボレーションツー
ルと言う考え方にシフトしていく必要があります。こ
のような視点のシフトは企業が新たな価値と意義を
創造する可能性を秘めています。

ナレッジマネジメント：コネクテッドな世界
におけるコンテキストの形成

コロナがもたらした変化：パンデミックの中で、人々
は情報に飢え、 �knowledge is power.�（「知識は
力である」）と言う言葉が正しいことが証明されまし
た。世界中の人々が、ウイルスの感染率、医療情報、
ワクチンの開発状況、各国の対策、事業の休業をは
じめとする情報を求める中、組織はこれまで蓄積し
てきたあらゆるナレッジを活用して緊急事態に柔軟
に対応し、新しい役割や、ときには新しい組織まで生
み出すことができました。

新たな可能性：ポストコロナの職場復帰を段階的に
進める今は、組織はAIの力を活用して、実践的なナ
レッジ共有とナレッジ創造の文化を構築する最適な
機会と言えます。そして、このように、知識を共有し
て個人と組織の刷新に貢献することが混乱や不確実
な世の中にも耐えられる、持続性の高い組織への成
長につながっていくのです。

未来の労働力：ミレニアル世代からペレニアル
人材へ

コロナがもたらした変化：組織はこれまで、従業員
の年齢や世代ごとに、人材戦略を区分し浸透させて
きましたが、コロナ禍の中、年齢と言う1つの属性に
頼った見方には限界があると言うことが改めて浮き
彫りになりました。今回の新型コロナウイルスも、当
初は高齢者だけに深刻な影響が出る感染症ととらえ
られていましたが、すぐに年齢に関係なく感染する可
能性があることが分かりました。パンデミックが拡大
するにつれて、研究者たちは年齢と言う限られた属
性情報ではなく、より広い視点での属性情報、つまり
居住地域や生活環境、疾患の有無などの視点から調
査研究を行い、ウイルスに対する知見や理解を深め
ていきました。

新たな可能性：職場復帰を段階的に進めるうえで、
組織は年齢と言う限られた属性のくくりを超えたアプ
ローチを取ることが重要で、詳細なデータを活用し
ながら、従業員一人一人の異なる特徴やニーズを理
解し、把握することが求められます。そこで働く従業
員一人一人をより深く理解することができれば、より
その人に合った取り組みや施策を打ち出すことがで
き、その人のウェルビーイングを守りながら、能力を
最大限引き出していくことができます。

ポテンシャル（可能性）：機械が溢
れかえる世界の中で、人間が考え、
創りだし、実行するあらゆること
を最大限に生かせるようにデザイ
ンされ、構築された組織

スーパーチーム：AI をグループに加える

コロナがもたらした変化：新型コロナウイルスは
人々に、テクノロジーは仕事を補強し、補足すること
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に役員報酬を削減する企業も出てきたりするなど9、
再び報酬のあり方に注目が集まっています。

新たな可能性：ポストコロナの職場復帰を進めるにあ
たって、組織は改めて、報酬制度の基盤となっている価
値観や企業方針と向き合うことになるでしょう。そして、
市場価値と言う指標だけでなく、人間的な要素である
意義や公平性、透明性、成長などと照らし合わせて報
酬制度を見直し、検討することが重要になってきます。

人材戦略の手綱を握る：より良い結果を 
導く、新たな問いかけ

コロナがもたらした変化：コロナ禍の中、今後の成
長を予測するうえで必要となってくる従業員データや
情報により簡単にアクセスできるようにする必要性
が生まれました。従業員の能力や健康状態に関する
データをはじめとし、組織文化の評価指数まで、あり
とあらゆるデータを迅速に入手することが可能なテ
クノロジーを多くのベンダーが開発しています。

新たな可能性：ポストコロナの職場復帰を進めるう
えで、組織はテクノロジーの力を利用して、リアルタ
イムに従業員の情報を得るために必要な重要な質
問をまとめ、組織やそこで働く人々のデータを収集し
なければなりません。今はこれまで組織が本当に重
要なデータを集めるために適切な問いかけを従業員
にしてきたのか、そして組織にとって意味ある形で
データを活用できる基盤をこれまで構築してきたか
が判明する過渡期と言えるでしょう。

新しいスキルの獲得を超えて：不確実な未来
に対するレジリエンス（強靭性）への投資

コロナがもたらした変化：今回の事態は、従業員が
これまでどういう仕事をしてきたかと言うより、これ
からどういう仕事を進めて行く能力があるか考えるこ
とが重要であると言うことを示しました。この危機的
状況を通じて、多くの人々が短期間で新たなスキル
を身につけ、これまでと違った分野においても貢献す
ることができる適応力とレジリエンスを持ち合わせて
いることが明らかになりました。 

新たな可能性：ポストコロナの職場復帰を段階的に
進める中で、組織は、既存のスキルや資格だけでなく、
潜在能力にもとづいて従業員が成長し続けられる機
会をどのように生み出し、提供するか考える必要が
あります。こういうときこそ従業員の成長戦略の優先
順位を下げるのではなく、むしろ、絶え間ない変化に
適応できる柔軟性とレジリエンスの高い従業員を育
成することに集中すべきです。

パースペクティブ（展望）：今日の
改善ではなく、未来の価値の創造
を求める、未来指向の発想を奨
励し徹底する組織

報酬の難問：より人間的なアプローチの 
ための原則

コロナがもたらした変化：今回の事態は、報酬は企
業の文化や価値の指標であると同時に、市場価値の
指標でもあることを示しました。また、このパンデミッ
クは、これまで低賃金で、社会から注目されることが
少なかった職業こそ、生活を維持するうえで必要不
可欠である「エッセンシャル・ワーク」であると言うこ
とを明確にし、既に第一線で活躍する人々の賃金を
見直す動きが出てきていたり8、雇用を維持するため
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HRへのメッセージ：焦点を広げ影響力を 
高める

コロナがもたらした変化：2008年から2009年の不
況時にCFOや財務機能を担当する人が注目された
ように、今回のパンデミックは、CHROとHR組織に
スポットライトを当てています。この数カ月の間で、
HRは職場の士気を維持することから、組織のリー
ダー、従業員、そしてチーム間の結束を固める役割
を担ったり、ウェルビーイングを高めつつ、これから
の仕事のあり方の再構築に至るまで、ありとあらゆる
場面で必要とされる役割であることが分かりました。 

新たな可能性：この危機的状況から回復する中で組
織は、HRが企業全体にとって必要不可欠な影響を
与えることができる位置づけにあるかを見直す必要
があります。HRは、組織および従業員が変化する組
織およびビジネス要件に適応するための支援をリー
ドする立場にあるべきで、組織が今後10年間の間に
成長し続けるための支援をHRができる立ち位置に
あるかを考えることが重要となってきます。

倫理と労働の未来：「～は可能か？」から 
「～をどのように行うか？」へ  

コロナがもたらした変化：今回の事態は雇用をめぐ
る倫理的な問題を前面に押し出しましたが、これは
多くの人がこれまでも懸念してきた問題で、組織の
決定が従業員の日常生活に与える影響を改めて浮
き彫りにしています。雇用に関する懸念はどの業界
にも影響をもたらしていますが、特に組織と言う保
証がないギグ・ワーカーと呼ばれる人たちは減少す
る需要とそれによって引き起こされる経済的な影響
をもっとも強く受けており、2020年4月の調査では、
ギグ・ワーカーの70%がコロナ禍において、雇用者
から満足のいく保証や支援を受けられていないと答
えていることが分かりました10。

新たな可能性： ポストコロナの職場復帰を進める中
で組織は、ビジネス上の意思決定がもたらす倫理的
な影響を認識し、実際にその影響に備えるために、
自ら考え、どのように対応していくかを考える必要が
あります。その一環として、政府が打ち出す対策を注
視し、状況が刻一刻と変化する中でもこれからもど
のようにギグ・エコノミーを活用していくかを考える
ことが重要になってきます。
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もはや未来に焦点を当てたものではなく、今現在、
私たちが向き合い、考えるべき視点となっています。
組織には今、昨日より少しだけ状況がよくなった社
会か、それとも先を見据え、持続性と創造性を持ち
合わせたポストコロナの社会を構築していくのかが
問われています。未来に向けた舵取りにリスクはつき
ものですが、挑戦し、その過程で躓くことはあっても、
挑戦すらしなければ、そこから生まれるものは何も
ないと言うことを組織のリーダーたちが認識すること
がより一層重要になってきています。

パ ンデミックの状況下において、多くの企業
がこれまでに経験したことのないようなス
ピードで、Future of Workへの第一歩と

なる、人間と機械を融合させた仕事のあり方を考え
る方向性に舵を切り始めました。しかし、緊急事態
に陥ったとき、人々は前例のない、勇敢な行動を取
ることができますが、意味のある変革を見出すと言う
目的を持ってこのような行動を継続して取っていける
かが、真の回復への道筋につながっていきます。

ポストコロナの世界において、パーパス （存在意義）、
ポテンシャル （可能性）、パースペクティブ （展望）は、

ポストコロナの持続可能な
未来の構築
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