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組織が現在の労働問題を
契機に働き方を再構築、
再活性化、再考案する方
法を理解する

はじめに

新たな機会を求めて迷わず会社を去る従業員
がこれまでになく増えています。企業がコロナ禍
前の事業運営をより少ない数の従業員で再開
しようと苦慮する中、リーダーたちは労働力、職
場、そして仕事そのものを再考する機会を得て
います。本稿は、大退職時代に関する一連の
記事を最新版の抄録にまとめたものであり、従
業員が離職する理由、ならびに、仕事を再構
築し、労働力を再活性化し、職場を再考する
方法について模索するものです。これらの洞察
は、組織が顧客とステークホルダーに卓越した成
果を提供するのに役立つでしょう。また、テクノロ
ジーの効果的な利用を促し、従業員をエンパ
ワーし、全ての従業員により良いエクスペリエンス
を提供するにあたり、組織の一助となるでしょう。
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ここ2年あまりの大混乱期は落ち
着いてきているのかもしれません。
直近で実施した
Fortune/Deloitte CEOサーベイ
では、CEOの6割が新型コロナウ
イルスによるパンデミックは年末ま
でに収束すると予想しています。
しかしながら、リーダーたちは、自
らが抱える労働問題の解決につ
いては楽観視していません。サー
ベイ対象のCEOのうち約4分の3
が、今後12カ月における事業戦
略に対する最大のディスラプター
として、労働力とスキルの不足を
挙げました1。

離職者が大幅に増えているこ
とから、リーダーたちが不安に感
じるのも自然なことです。さらに、
2021年初頭に実施した31カ
所のグローバル市場を対象とし
た調査では、労働者の40％
以上が離職を検討しているこ
とが分かっており2、実際に、例
を見ないほどの数の労働者が
離職しました。2021年には、
米国だけで7,530万人の雇用
に対し6,890万人が離職しまし
た。また、これらの離職者のうち、
4,740万人は自主退職でした3。

このような現象が米国外にも広
がっていることは4、当社の地域
別調査でも明らかになっていま
す5。2021年デロイト ミレニアル
調査6によると、全世界のミレニ
アル世代の回答者の36％、お
よび同Z世代の回答者の53％
が、2年以内に現在の職を辞め
る予定であると回答しました。さ
らに、フランスでは53％、日本と
ドイツでは55％の労働者が、
来年には新しい仕事を探すこと
に前向きであると回答していま
す。このような傾向はオーストラ
リアでは64％、英国では60％
とさらに高くなっています。
より広く見れば、労働者約9,000
人を対象としたLinkedInのサーベ
イでは、ヨーロッパ人の58％が
2022年に転職を考えているとの
回答が得られました7。経済学者
の多くが示唆しているように、労
働移動は革命であるというよりは、
むしろ急激な経済回復の想定内
の副産物であるとしても8、全世
界の組織はその影響に備え、対
応する必要があります。
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表１：G-7加盟国別労働参加率

労働参加率（NSA（国家統計局）、％）
85   
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出所：各国の国家統計局。Haver Analyticsからのアクセスによる。

グレートリセットの
時期なのか？

表1は、数カ国における労働参加
率を示しています。本稿では、企
業が今後のロードマップを策定す
る一助となるべく、労働者が離
職する理由を模索していきます。
また同時に、新入社員を惹きつ
ける（あるいは元社員を呼び戻
す）戦略ばかりでなく、労働力
移動をリセットの機会として利用
するうえで企業が検討できる戦略
を探っていきます。

リーダーたちは、一歩下がっ
て運営を包括的に見直し、
遂行中の仕事が期待する
成果に直結するよう、徹底
する必要があります。
当社は、リーダーが新たな機会
と野心を生み出し、仕事を再
構築し、労働力を再活性化し、
職場を再考案するための支援
の提供を目指しています。

グレートリセットは、全ての従業
員により良いワークフォース エクス
ペリエンスをもたらすばかりでなく、
卓越した顧客・ステークホルダー・
クライアント価値を実現するため
に、組織がテクノロジーの活用と
ともに前進する機会をもたらしま
す。
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図2：アジア太平洋地域における労働力の動向
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労働問題
問題は世界規模で起きているが、地域、
産業、人口統計上の差異がある
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地域別の考察
世界の労働参加率は2019～2020年に
約2パーセント下落し、2022年にはその半分だ
け回復すると予想されています。経済学者は、
世界の失業率と合計失業者数は、少な
くとも2023年までは2019年を上回る程
度にとどまると予測しています9。

どの国も地域も、それぞれ異なる労働力
の動向と問題に直面しています。しかしな
がら、どの地域の労働者も、様々な状況
のもとで選択肢10を追求していくことに興
味を示しています（図2を参照）11 。

例えば、ある調査では、米国の労働者
の42％は長期的にリモートワークの選択
肢が与えられなければ辞職する可能性
があるという報告がなされています12。図
3は、米国人労働者の月別および業界
別の離職率を示しています。さらに、調
査対象のインド人労働者の68％が他
業界への転身を検討しています（図
2）13。一方、ヨーロッパでは、労働者の
多くにおいて、離職を真剣に考える前に
長年の願いである賃上げを待つ傾向が
見受けられます14。このような傾向は、
従業員の38％が今後半年から1年の
間に離職を計画していると答えた英国
およびアイルランドの調査によってさらに
裏付けられています15。

インド人労働者の68%
が他業界への転身を検討しており、
2021年には離職率が10％から20％に
上昇しました。

中国人労働力の

25%
は単発／フリーランス労
働者であり、その数は
2016年以降、3,000万
人から2億人に増加して
います。

オーストラリアの頭脳労働者の

60%
が今年中の離職を計画しています。

オーストラリア人労働者は、リモートワークで最も
高い生産性を実現しています（85％）。一方、
燃え尽き症候群に陥るケースも最多です。

シンガポールのZ世代の

46%
は、伝統的な雇用形態を選ん
でいません。また、ミレニアル世
代の勤続年数は3.05年であり、
勤続年数の低下は過去最低水準
です。

コロナ禍における日本人失業者の73%
は女性です。
自分の仕事はリモートではできないと答える日本人
労働者の数は他国の倍にのぼるようです。

ベトナムでは40%
の労働力不足が生じています。出稼ぎ労働者が都
市部を離れて田舎に帰省したため、2021年第3四
半期のGDPは6.2％縮小しました。

フィリピンの雇用主の60%
が、雇用条件が合えば他業種から従業員
を雇用することに前向きであると回答してい
ます。

マレーシア企業の85%
は、社外からの雇用よりも社内異
動に重点を置いており、問題解決
力、コミュニケーション能力、戦略
的思考力といったソフトスキルを重
視しています。

ニュージーランド人の肉体労働
者および工場労働者の

64%、
医療・支援サービスの55％、営
業・カスタマーサービスの52％が
現在の職を退職することを計画
しています。
現在の職を離職することを検討
している労働者数は、2021年
には50％増加しました。

バンコクで働く労働者の

80%
は、デジタルインフラストラクチャが
不足しているために出社勤務して
います。タイ政府はYouTubeを利
用して国民にデジタルスキルを習得

させています。



図3： 離職する米国人労働者

11.2

52

131

146

196.2

203.2

307.2

607.8

745.2

920.2

1005.2

200 400 600 800 1000 1200

貿易、運輸、公益事業

観光・ホスピタリティ

専門・ビジネスサービス

教育・医療サービス

製造業

政府関係

建築業

その他サービス

金融サービス

情報

鉱業・林業

0

月平均離職者数（2021年8月～2021年12月）
アメリカ合衆国労働統計局（単位：千人）

0.9%

1.5%

1.7%

1.8%

2.5%

2.5%

2.5%

2.6%

3.5%

3.6%

5.9%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

観光・ホスピタリティ

貿易、運輸、公益事業

専門・ビジネスサービス

建築業

教育・医療サービス

その他サービス

製造業

情報

鉱業・林業

金融サービス

政府関係

業種別平均離職率（米国）（2021年4月～12月）
（アメリカ合衆国労働統計局データ）

大退職時代から大再考時代へ |  労働問題大退職時代から大再考時代へ |  労働問題

8 9

出所：各国の国家統計局。Haver Analyticsからのアクセスによる。

業界別の考察
地域別の大退職時代に関する当社の
一連の調査で取り上げている通り、パン
デミックによって旅行、ホスピタリティ、観
光等の特定の業界に影響がありました。
最も印象的なのは、コロナ規制により世
界中で旅行、屋内での飲食およびエン
ターテイメントが中止に追い込まれたこと
であり、これにより大量のレイオフが発生

しました16。これらの業界では、企業が従
業員を職場に呼び戻した直後に最も高
い離職率を経験することになりました17。



図4：G7経済圏における女性の労働参加率
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出所：各国の国家統計局。Haver Analyticsからのアクセスによる。

人口統計的な考察：
パンデミックの影響を極端に
受けた女性たち
最近の調査結果では、労働者のうち、転
職を考える傾向が最も高いのは、女性、
非白人従業員、および低賃金労働者で
あることも明らかになっています18。デロイト
グローバルが実施した「Women at 
Work」調査19、およびより直近で行われた
当社のエコノミクスチームによる調査20にお
いても、この傾向を裏付ける結果が示され
ており、世界的にも女性がパンデミックから
極端に負の影響を受けていることは明白
です。G7経済圏における女性の労働参
加率は、2020年に劇的に低下しました
（図4）21。

パンデミックの前は、米国の労働力の
50％以上を女性が占めていましたが、
パンデミック以降に300万人もの女性が
労働力から離脱し、そのうちの160万人
は復職していません22。

上の世代よりも経済的に不安定であるZ
世代やミレニアル世代の半数以上が
2022年に転職を考えている可能性があり、
その数は前年に比べて3％増加して
います23。労働参加率は、出稼ぎ労働者、
地方移住の動き、デジタルインフラ
ストラクチャの不足、リモートワークの機会と
いった外的要因からも影響を受けています。



職場文化と社会的影響
米国の食品・宿泊、運輸、ウェ
アハウジング、公益事業は、労
働者の離職の影響を最も被っ
た業界です。賃金を最大限に
引き上げて対応したものの、ほと
んど効果がありませんでした27。
より若い世代の労働者は、世
論調査会社に対し、給料は就
職先を決めるうえで重要な要素
の1つにすぎないと長年回答して
きましたが、売り手労働市場に
より彼らにその信条を貫くチャン
スが巡ってきたのです。デロイト
グローバルのミレニアルサーベイで
は、給料と同様に職場文化と
雇用主の社会的コミットメントに
対する不満も、離職を考える際
の重要な理由となっていることが
示されています28。

新たな進展が選択肢を増やす
多様性を強く求める従業員が
抱える不安を、魅力的な文化
や給料により取り除けるとは限
りません。特に様々な世代の労
働力を擁する組織においては、
1つのやり方が万人に当てはまる
とは限りません。

したがって、雇用主は社員の
様々な要望に応えられるよう、
適応していかなくてはなりませ
ん29。従業員たちは、自分の
職務を通して学習し、成長す
ることを望んでいます。そしてさ
らに重要なことには、自分たち
にとって重要である分野に貢
献したいと思っています。組織
がこれに対応していくためには、
提供する機会の幅を広げる必
要があることから、社内にオポ
チュニティマーケットを構築する
ばかりでなく、モビリティ（社内
異動）を推進し、奨励してい
くことになるでしょう。

フレキシブルな勤務スケジュール
は、ゆとりを持ちたい従業員にも、
もっと忙しくしたいと考えている従
業員にも魅力的に映るでしょう30。
組織によっては、従業員に職場
における付加的なオートノミー
（自律性）を与えています31。
組織は、職場の環境改善を図る
にあたり、オポチュニティマーケットプ
レイスに注目しています。これは、
組織内の人材をより幅広く利用
することにより雇用を守るとともに、
忠誠心を醸成し、企業が優先事
項やマーケットプレイスにおける変
化を管理する一助になります32 。
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パンデミックの前か
ら、世界中のミレニ
アル世代の約半数
が、今の仕事を辞
める理由として給
与への不満を挙げ
ていました。
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従業員が辞める
理由は？

不安感に襲われた、新たな職に就きたい、通常の雇用による働き方を
辞めたい24。動機は何であれ、いたるところで労働者が離職しています。
今の仕事を辞めるか、働くこと自体を辞めてしまおうと考えています。

その原因とは・・・

報酬を提示してほしい
特にミレニアル世代にとっては、
主なモチベーションは、給与のよ
うに単純なものなのかもしれませ
ん。パンデミックの前から、世界
中のミレニアル世代の約半数が、
今の仕事を辞める理由として給
与への不満を挙げていました25。
当社が実施した2022年ミレニア
ルサーベイでは、ミレニアル世代が
この2年以内に離職した理由の
第1位は引き続き給与でした26。
売り手市場においては、労働者
がより給与の高い仕事に転職す
る機会がもたらされました。

リーダーは、給与だけではな
く、ハイブリッド勤務手当、
交通費支給、ウェルビーイン
グ インセンティブ等の形でイ
ンセンティブや報酬を支給
することが、優秀な人材の
維持や惹きつけにつながる
ことを認識しなければなりま
せん。
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ワークライフバランス
パンデミックとそれに伴う隔離期
間は、多くの人々にとっては生活
のペースを落とし、今までの時間
の過ごし方を振り返る機会となり
ました。昨年実施したデロイト グ
ローバルのミレニアル調査では、
リーダーたちが収益の増加よりも
優先すべきだと思う分野を、回
答者に選んでもらいました。その
結果、従業員のワークライフバラ
ンスの向上、心と体の健康への
サポート、研修やメンター制度を
通した人材開発支援が最上位
に選ばれました33。

インドでは、パンデミックの前と
比べて従業員の半数以上が仕
事よりも健康とウェルビーイング
を優先させる傾向が強くなって
いることが現在の調査によって
分かっています34。
様々な地域の様々なグループ
において、労働者が期待するこ
とに変化があらわれています。

米国では、高所得者
（52％）において、労働時
間とコミットメントを減らした
いと考える傾向が低所得者
（34％）に比べて強くなっ
ています。シンガポールでは、
ミレニアル世代において転職
の頻度が高く35、Z世代の
労働者の46％は非伝統的
なキャリアパスを選択してい
ます36。

フレキシビリティへの願望
労働者は、何時間働きたいかだ
けではなく、どこでどのように、どの
雇用主のもとで働きたいかを考え
直しています。世界中の労働者
の約10人に6人が、今の仕事で
リモートワークができなくなったら確
実に転職を考えるとのことです37。
このような心情は米国でも同
様にみられ、フレキシブルな
働き方とリモートワークを継続
して欲しいと述べた労働者は、
70％を超えました38。
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対面型就労の通知を撤回しな
ければならなくなった企業は、
「職場」の定義が劇的に拡大し、
ハイブリッドやリモートという戦略
が定着したことを学びました。先
の記事にも示した通り、労働者
はフレキシビリティを求めているの
です39。

総じてこのような理由から見
てとれることは、労働者が働
くことや職場エクスペリエンス
ということについて、自身の価
値観により合致していること、
よりフレキシブルであること、
新たなエクスペリエンスの機
会が得られることなどの点に
おいて、一層強い発言力と
権限を求めているということで
す。労働者の影響力が強ま
る中で、実際に、労働者と
雇用主の関係が変化してき
ています。

大退職時代から大再考時代へ | 従業員が辞める理由は？

アジア太平洋地域
のワークライフ
大再評価時代
図2に示す通り、アジ
ア太平洋の全地域の
労働者において、人
生で重要なこととは
何か、それは何を意
味するのか、そして自
分の仕事に何を求め
期待するのかを再評
価するにあたり、各国
の社会的、政治的、
教育的、産業的な
構造が決断の根拠に
なっています。

オーストラリア人労働者は
世界で最も高い生産性を
誇っていますが、同時に燃
え尽き症候群も最多となっ
ています（図2）。中国で
は、フリーランス業が人気を
博し、寝そべり主義
（tang ping）という精神
論が台頭していますが、こ
れは、就職してわずかな報
酬で長時間働き、良い成
果を上げるように圧力をか
ける社会に対して、多くの
若者が辟易していることの
表れだといえます40。ベトナ
ムでは、都市部のロックダウ
ンによって多くの出稼ぎ労
働者が田舎の実家に帰省
し、その後戻る気配がない
ことから、田舎の村々がア
ジアのワーキングプアを養っ
ているいう社会的セーフティ
ネットが浮き彫りになりまし
た。

一方、インドの労働者は、新しい
キャリアパスを模索しており、経
験がほとんど、あるいは全くない
業界に転職しています。日本で
は、転職を考えている労働者が
多いにもかかわらず、伝統的な終
身雇用制度の名残、デフレ思考に
より企業が給与の引き上げに消極
的になっている、賃上げを躊躇して
いる、あるいは総じて賃上げの機
会が少ない等、複数の要素が要
因となって労働者がリスクを回
避したいと考えがちです。また、
転職するインセンティブにも欠けて
います41。
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大再考時代

労働者たちは、自分たちの考えを
大きく変容させてきました。企業
のリーダーたちもまた、一歩下がっ
て、労働力と職場の再考に向け
た方策について検討しなければな
りません。労働者の惹きつけ、維
持、エンパワーメントだけでなく、
仕事そのものの再考を目標とする
必要があります。組織は、より優
れた方法でテクノロジーを駆使し、
労働力を活かし、職場を再考し
ていくために、仕事を振り返り、再
検討し、再考案することで改善と
繁栄を達成することができます。

当社のファンダメンタルリサーチが
示している通り、仕事の未来は
単にプロセスを改善するだけでな
く、既存のプロセスを再検討する
ことにもかかっており、そのプロセ
スは本当に必要か、それは期待
する成果をもたらすのか、最善の
道筋を立てているか、そして機械
と人間の両方を適正に活用して
いるかを判断する必要がありま
す42。

仕事の方向転換：
成果vs業績
既存のプロセスを改善させると
いっても、中核的な仕事の質、つ
まり顧客に向けて実現する価値
を向上させる以上のことはできま
せん。
重要なのは、既存の業務やシス
テムを再評価・再考し、それらが
本当に最も効果的な方法かどう
かを判断することです43。組織は
何百万人もの従業員を対面か
らバーチャルに迅速に切り替える
ことができましたが、Eメールや会
議に費やす時間はパンデミックの
初期以降、増加し続けています
44。これは非効率の表れであり、
労働者が燃え尽きを感じている
もう1つの理由でもあります。

労働者の多くは使用しているテ
クノロジーツールの効率の悪さに
言及しており、調査回答者の
43％はツールの切り替えに時
間がかかりすぎるため、生産性
に影響が出ていると述べていま
す。また、回答者の62％が、現
代的で分散型のリモートな職
場ではコラボレーションの機会が
不足していると感じる、と回答
しました45 。

リサーチによると、毎週実施され
る会議の時間は148％増加し、
会議時間の平均は35分から45
分に増加しました。2021年2月
のEメール件数は、2020年2月よ
りも406億件増加しています。
Microsoft Teamsでの会議に費
やした時間は世界中で2.5倍も
増加し、平均的なユーザーが1週
間に送信するチャット数も45％
増え、1人当たりでは42％増と
なっています46。

リーダーは全体目
標を整理し、それ
に注力することで、
仕事のやりがいと
魅力を高めること
ができます。

ニュージーランドの矯正省
（Department of 
Correction）が掲げる全体目
標は、国民の安全を守り、被収
容者の生き方を変え、人生をよ
り良い方向に矯正することです。
リーダーたちは、主要な職員の
時間を自由化し、価値の低い
業務から配置転換することで、
被収容者との関わりに充てる
時間を増やし、更生の職務を
遂行してもらうことを目指してい
ます47。

INGオランダは、個人の成果より
もチームの成果に基づいて仕事
を定義付けすることで従業員の
積極的な関与を引き出していま
す。同組織の土台を構成してい
るのは、マーケティングスペシャリ
スト、商品・商業のスペシャリス
ト、ユーザーエクスペリエンス デザ
イナー、データアナリスト、ITエンジ
ニアからなる部門横断のチームで
あり、その全ての人々が成果の
共有に重点を置いています48。
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仕事の再検討：
不必要な業務の廃止
労働者を失った組織の多くは、
単に残った労働者により多くの
仕事を託すことで業務を継続し
ようとします。しかし、ビデオ会議
を立て続けに8件も終えたばかり
の社員には、効率化や仕事の
質に対する多くの意見はありま
せん。意見があるとすれば、企
業がルーチンで行っている業務の
大半は、もはや本質的に不要
であるか、少なくとも不可欠で
はないといったことかもしれません。
リーダーは、業務活動を再検討
し、優先順位を付け、優先度の
最も低い仕事を廃止することも
視野に入れる必要があります。

業務をルーチンから高価値のもの
に移行させることで、従業員の積
極的な関与を引き出すことがで
きます。組織はそれを実現するた
めに、AI（人工知能）やML
（機械学習）、およびソフトウェ
アテクノロジーの利用を強化してい
ます。
当社の調査によると、既に回答
者の4分の1以上が、ここ18カ月
の間に5種類以上のAIアプリケー
ションを社内で本格稼働させて
います49。

2021年の調査によると、現在、
金融サービス業界の社員の62％
がデータの並び替えや分類、デジ
タルデータの入力、課題のフラグ
立て、事務作業などの業務にソ
フトウェアロボットと呼ばれるデジタ
ルワーカーを使用しています50。

新型コロナウイルスのパンデミッ
ク下で、企業は適応力を早急
に高める必要性に迫られました。
システムを導入した10人のうち8
人は、自社組織ではパンデミッ
クによって従来のITから
「Everything-as-a-Service
（XaaS）」への移行が加速し
たと実感しています51。

デロイトとFortuneが2021年
初頭にCEOを対象にパンデ
ミック時期のリーダーシップに関
する調査を実施したところ、コ
ロナ危機の間に自社のデジタ
ルトランスフォーメーションを大
きく加速させたと回答したCEO
は85％にのぼりました52。

UPSでは、求職者に応募
書類を全てオンラインで送
付してもらい、面談を省くこ
とで、季節採用プロセスに
かかる時間を2週間から30
分に短縮しました。
求職者は提出後1～2日後には
もう就労を開始することが可能で
す。また、過去3年間では、荷物
処理業務に季節採用された人
員の約3分の1が、のちに正社員
として雇用されています53。

日本の最大手銀行である三菱
UFJファイナンシャル・グループは、
ロボットスキャナーを導入して何
百万件もの書類をデジタル化し
たことで、顧客のIDを迅速に確
認することが可能になりました。
当該機械を使用すれば、これま
でファイルをコピーする際の邪魔
になっていたホッチキスの針さえも
AIで制御されたアームを使って除
去できるため、これまでかかってい
た手間が省けます54。

仕事の再構築：
人間による仕事の
高度化と、異なる
分野におけるテク
ノロジーの活用
組織は、保険引受55や保険査
定56などの既存の役割にテクノ
ロジーの活用を広げることとにお
いて大きな進歩を遂げてきまし
た。
機会は増え続けるばかりです。
企業はさらにテクノロジーを活用
して新たな業務を行うことで、顧
客関係に一層大きな付加価値
をもたらすことができます。そして、
従業員が自分の仕事により大
きな意義を見出すうえでの一助
となることが理想です。つまり、
人間が行う作業を高度化し、
本当の意味での人間と機械の
コラボレーションを実現することで、
社員が潜在能力を発揮できる
ようにするということです。

チューリッヒ・インシュアランス・グ
ループは、フィールドアジャスターを
現場で支援するためのスマートグ
ラスを導入することによって、フィー
ルドアジャスターが業務進捗のリ
アルタイムな記録、専門家とのリ
モート会議、サイトプランニングな
どのケイパビリティを活用できるよ
うにしました57。

役員の約80％が、自社では
何らかの形でロボティックプロ
セスオートメーションを導入し
ていると回答しています58。

ファーマーズインシュアランスは、
現場における災害保険請求処
理や災害によらない建物損害
の調査を支援するために、デジ
タル制御されたモバイルロボット
を活用し、安全性と効率の双
方の向上を促進しています59。

シェブロンの工場労働者は、
ハイテクゴーグル型のホログラ
フィックコンピューターを使用し
ているため、ビデオ電話に参
加したり、石油精製所での
問題の評価に現場に出向
かずともリアルタイムに対応
したりすることができます60。
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労働力の再活性化

全てのリーダーは、在職者の再
活性化を最重要に近い最優
先課題または目標に掲げる
必要があります。それは、既存
の社員モデルを再検討し、再
構築することで、新たなキャリ
ア構成やキャリアパスの設計を
支援することかもしれません。
売り手労働市場の場合、組
織は人材の優秀な経歴にこ
だわらず、より大きな網を張り
巡らせることでタレントプールを
拡大していく必要があるかもし
れません。

意外な場所での人材
発掘
オンラインで、以前と同じような
ペースでは応募者が押し寄せ
なくなった場合には、他のリ
ソース源にも当たってみる価値
があるかもしれません。

香港の保険代理店3社は、顧
客サービス業の経験があることか
ら、元フライトアテンダントと航空
会社の元グランドスタッフを雇用
しました。その結果、新規の保
険契約の成立は25％増加しま
した61。

ニューロダイバーシティな人々にも
目を向けてみましょう。6人に1人
が何らかのニューロダイバーシティ
であると推計されていますが、
ニューロダイバーシティな人々の失
業率は80％と高くなっています62。
ある世界的な大手金融サービス
企業は、「Autism at Work」と
いう自閉症者就労支援プログラ
ムを運営しており、役割によって
はニューロダイバーシティな人々の
方が健常者の同僚に比べて48
～140％も高い労働生産性を
達成しています63。

ボーイング社は、メサコミュニ
ティカレッジと提携して、飛行
機のいわゆる「中枢神経系」
を造る機器の組み立てとその
テスト方法を学生に教えてい
ます64。

労働力のエコシステムを
駆使した、適材適所で
のスキル活用の徹底
仕事の再検討とは、理想的
な労働力の構成と、適材を
惹きつける人材モデルを再考
案することを意味します。必
要に応じて契約社員や派遣
社員を利用するなど、より幅
広いエコシステムを活用するこ
とが重要です。リーダーは、AI
スクリーニングやワンクリック採
用といった新しい採用ツールを
活用すべく、採用プロセスを
再考する必要があります。

フルタイムの職務全てをフルタイ
ムの社員が担当する必要はなく、
上級職やより戦略的な役割に
代替要員を充てることを検討す
るべきでしょう。

ユニリーバでは、社内のタレント
マーケットプレイスにおいて2020年
末までに50万時間以上が解放
されました65。

THE BODY SHOPでは、自社
流通センターの季節採用ス
タッフを雇用するにあたってオー
プンな採用プロセスを導入した
結果、定着率が上昇し、利用
していた派遣会社を3社から1
社に減らすことができました66。
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在職者への新たな機会
創出
リーダーは、新入社員の惹き
つけに目を向ける一方で、会
社にとどまり、離職者の分も
引き受けて労働力を埋め合
わせてくれている在職者をな
いがしろにしたり、当然のよう
に扱ったりしてはいけません。
足元で常に変化しつつある
職場環境で彼らが必要とす
る時間、リソース、およびサ
ポートを提供していく必要が
あります。不安を抱える従業
員の心を満たすために、組織
は社内で成長できる機会や
異動の機会を増やしたり、新
たな学習の場やジョブローテー
ションを提供したりすることが
できます。

ヒューレットパッカードを親会
社とするMphasiSは、近年
離職したばかりの元従業員
を雇用する「ホームカミング」
と呼ばれるプログラムを開始
しました。企業に慣れ親しん
でいる元従業員たちを雇い入
れることで、オンボーディングの
短縮化やより迅速な価値提
供を目指しています67。

ハイアットホテルでは、ハウスキー
ピング部門の従業員の平均勤
続期間が12年以上にのぼりま
す。
その理由の1つは、社内の在職
者の中から潜在的なリーダー候
補者を見出して起用するという、
同社の社内雇用方針にありま
す68。

労働力の再教育
組織が全ての種別の従業員
に不足している学習機会の
問題を解決するには、リモート
とハイブリッドな働き方によって
生まれるギャップを埋めなけれ
ばなりません。企業は、世代、
場所、テクノロジーが従業員
の学び方に大きな影響を及
ぼすことを認識する必要があ
ります。学習機会に関する
ギャップを特定し、必要に応じ
て労働力を再教育するための
大胆なソリューションを支援す
ることが鍵となります。

学びの価値を過小評価していは
いけません。実際に、デロイトの
働き方調査においては、最適な
職場環境の創造には仕事を通
じて学ぶことができる能力が、非
常に大切であると答えた回答者
が、68％にものぼりました69。一
方、組織は職場環境の変革を
成功させるために、労働力の再
教育に十分な努力を払っている
でしょうか。

一般社員の55％が、自社
組織はリモートまたはハイブ
リッド勤務に移行する労働
者を開発し、育成するために、
適切に整備されたプログラム
を擁していると答えました。同
様の回答を行った経営幹部
は35％にとどまり、効果の認
識に大きな隔たりがあること
が明らかになりました70 。

Mastercardは、メンターとの
ペアリングに自社のタレント
マーケットプレイスを活用し、単
に年功序列に基づくのではな
く、能力とやる気を基準にし
たペアリングを実施しています。
これにより、従業員の開発を
進めるための、効果的な協働
プラットフォームが構築されてい
ます71。

グーグルは、社内の人員だけでな
く、外部組織や専門家たちにも
様々な教育機会を提供していま
す。同社のスキル向上と再教育
のイニシアティブは、「g2g」
（Googler-to-Googler）と呼
ばれるボランティアコミュニティが運
営しており、ボランティアが研修
コースとカリキュラムを構築したり、
社員のメンタリングや学習者の監
督を行ったりしています72。

スターバックスの「Starbucks 
College Achievement Plan」で
は、従業員の大学の学費を全
額支給しています。労働力のスキ
ル向上やソフトスキルの開発のた
めに、「スターバックス エクスペリエ
ンス」や「シフト勤務監督」といっ
た独自のカリキュラムやEラーニング
プログラムを構築しています73。
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デジタルワーク
プレイスの向上
リモートワークが定着しつつ
ある中、リーダーは、従業員
がデジタルな環境で働くう
えで生産性を上げ、積極
的に関与し、モチベーション
を保つために必要なツール
やリソースを検討する必要
があります。人間中心の設
計アプローチを用いて反復
的に強化することで、統一
性と一貫性のあるデジタル
ワークスペースを構築するこ

とを目標にする必要があります。
現在、非常に多くのリモート社員
（43％）とハイブリッド社員
（44％）が会議に参加させても
らえていないと感じており、疎外感
が目に見える形で生じています。
その一方で、ハイブリッドな会議プ
ロトコルを開発している組織は
27％にとどまります78。リーダーは、
対面でのコラボレーションの目的
を定義し、どのような時に対面で
会議を行うべきかについてガイド

ラインを策定すること、またハ
イブリッド会議のエチケットを
定義するほか、どのような会
議スペースが会議を成功に
導くかを検討する必要があり
ます79。結果として、デジタル
ワークフォース エクスペリエンス
において上位4分の1と下位4
分の1を占める企業とでは、
収益性に25％の開きがある
ことが当社の調査で明らかに
なっています80。
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職場の再構築

職場は、人々が働く場所という
意味よりももっと多くの意味を内
包しています。それは、組織の報
告ライン、意思決定の構造、企
業文化やコラボレーション機会な
どの意味合いも含んでいます。労
働者により多くの意思決定権を
与えることが、新たなテクノロジー
の採用、そして社員の信頼の醸
成やエンパワーメントにおいて成
功する戦略であることは、既に証
明されています。
ハイブリッドワークやリモートワー
クは、パンデミック以前から増
加し始めていました。2年以上
の調整期間を経た今、物理
的な職場がかつてのままの状
態に戻ることはもうないでしょう。
しかし、今でも資産ではあるで
しょう。

オフィススペースの
刷新と共同創設
組織は、新しい「Phygital」
（フィジタル：フィジカルとデジタ
ルの融合）な職場を労働者と
共同で創設し、職場を組織的
に、かつ文化的に機能させ、建
設的な労働力やクライエントエク
スペリエンスを助長していく必要
があります。事業の意思決定者
の66％が、ハイブリッドな職場環
境をより効果的に収容すること
ができるフィジカルなスペースの再
設計を検討していると回答して
いることは注目に値します74。

グーグルのオフィス再設計では、
デスクを何列も並べる代わりに
「チームポッド」や「キャンプファイ
ヤー」という会議室を設置して
います。また、「チャールストン」
と呼ばれる屋外の執務エリア
には、芝生やウッドデッキが整
備されています75。

BPでは、世界中のオフィス勤務
の従業員25,000人がハイブリッ
ドワークモデルに移行し、オフィス
勤務と自宅勤務の割合は6対
4となりました。会議やアイディア
の共有に向けたコラボレーション
を支援し、より一層フレキシブル
な職場環境を整えるために、オ
フィスを徐々に「変革し再構成
する」予定です76。

マイクロソフトは2022年、
「Mesh for Microsoft
Teams」という複合現実ソ
リューションを打ち出し、物理
的に異なる場所にいるユー
ザーが共同かつ共通のホログ
ラフィック エクスペリエンスに
参加することを可能にしまし
た77。
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調査によると、来年中には従
業員の52％が会議やチーム
活動にメタバースでのデジタル
没入型スペースを活用すること
を前向きに検討しており、従
業員の47％が会議にアバター
となって参加することに抵抗が
ないことが示されています81。

Metaは、メタバース構築のた
めにヨーロッパで1万人を雇用
する予定です82。
オーストラリアでは、複数の鉱
業会社がAR（拡張現実）
／VR（仮想現実）シミュレー
ションを使ったゲーミフィケーショ
ンを生徒の研修に採り入れよ
うとしています。来年中には、
オーストラリアの小中学校57
校が新たなゲームのパイロット
導入を計画しており、オースト
ラリアのテクノロジードリブンな
鉱工業で働く機会に対する
意識を高めようと励んでいます
83。

文化とコラボレーションの
向上
仕事の多く、しいてはその大半は
リモートで行うことが可能です。そ
れでも、従業員には集う機会が
必要です。当社が実施した調査
によると、回答者（経営幹部レ
ベルのリーダー、取締役、部長、
一般社員）の60％が人との結
び付きが薄れたと述べ、一般社
員の62％がバーチャル／ハイブ
リッドな環境で仕事をする中で同
僚たちとの関わり合いが減ったと
報告しています84。リーダーの43％
が、リモートワークとハイブリッドワー
クでは関係の構築が最も困難だ
と述べている点については、驚くに
当たらないでしょう85。組織は、従
業員それぞれに特有の性質、嗜
好およびニーズを認識し、それを
受け入れ、奨励する点において
進歩しています。社員全員がハイ
ブリッドな職場環境を快適に感じ
始める中で、チームとして協力して
仕事を行おうとするとき、そこには、
仮想か物理かによらず、社員たち
を再び集結させようと注力する機
会があることでしょう。正しく行わ
れれば、従業員たちはその文化
的かつ物理的な職場を拠り所に、
同僚やクライアントとより優れた

コラボレーションを行う機会を得
られるでしょう86。

バンクオブアメリカは、仮想現実
による研修を初めて実施した金
融サービス企業であり、従業員は
クライアントとのやり取りのシミュ
レーションから共感を伴う顧客対
応まで、様々なスキルを演習する
ことが可能になりました87。このよ
うに、同行はテクノロジーを駆使し
て従業員を引き込み、結束力を
強化しています。

ServiceNowは、その「仲間文
化」で知られており、包摂
（inclusivity）を意識した演
習を行っています。新入社員に
は、オンボーディングとしてカラオ
ケ、ボーリング、野球観戦等の
チームの課外活動に参加しても
らったり、新規顧客が本格稼
働した際にはケーキ作りを行っ
たりと、同社は従業員と顧客
のそれぞれが抱く興味の周囲
に文化を創り出すことに意義を
見出しています88。
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結論：再び社員が
団結できる職場へ

再考を効果的に行えば、現在の
大混乱の中から現実的な機会
を創出することが可能です。この
大退職時代、あるいは現在の
労働問題は、一部で示唆されて
いる通り、一過性の傾向か、も
しくはまもなく終了するビジネスサ
イクルに過ぎないのかもしれませ
ん89。組織は状況が落ち着くま
で待ち続けるか、少ないリソース

でより多くをこなすことに徹して
みることもできるでしょう。しかし
ながら、私たちはパンデミックに
よって再考し、振り返る機会を
得ました。そして各々が、それぞ
れのペースで元に戻りつつも、
異なる場所へと向かっています。

もたらし、仕事をどのように、どこ
で、誰が（または何によって）こ
なすのかを一歩下がって再検討
し、再考するときであると確信し
ています。
この機会に乗じて労働力と職
場の再考を行う組織は、長期
的には優れた業務成果を達
成することになるでしょう。当社は、今こそリーダーたち

が労働力と職場に変革を
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イアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取
り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以
来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that 
matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約345,000名のプロフェッショナルの活動の詳細につ
いては、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロ
イトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または
事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における
情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものでは
ありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した
人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メン
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