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リモート環境でハイタッチコラボレーションを成功させるために
～人間らしい触れ合いが感じられるコミュニケーションを実現するテクノロジーとは？～
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ンデミックの影響は、当初想定していたよりもは
るかに長引いています。企業は、各チームがいかに
してリモートでもコラボレーションしていくのか再考を
余儀なくされています。広く使われているデジタル

ツールの中には、資料の共有や編集など、一部の形式的なコ
ラボレーションを容易にしてくれるものもあります。しかし、リモー
トワークで同僚同士が物理的に同じ空間にいない、または同
じ時間帯で働いていない場合のハイタッチコラボレーション、つ
まり、人間らしい触れ合いが感じられるコラボレーションには課
題が残ります。最近ではこの課題に対応するため、新しいタ
イプのツール（一部はまだ試験段階にあります）が出てきてい
ます。これらのツールを活用し、リモート環境でも効果的なハイ
タッチコラボレーションを行う工夫をすることが可能となっていま
す。

「いま私が言ったこと、彼に聞こえたかな？」「今のは作り笑い
かな？」「彼女、下向いているけど、メールでも打っているのか
な？」

日中の終わりのないビデオ会議中に、こうした疑問が多くの労
働者の頭をよぎってもおかしくはありません。バーチャルでインタ
ラクションを図る際に必要となる集中力を保つことは大変で、
労働者は疲れ果てています。しかし、パンデミックにより、多数
の労働者が在宅勤務をしている中、リモートで働く労働者が
効果的にコラボレーションできる方法を企業が見出すことは必
要不可欠であり、新たなテクノロジーがその要求に応えてくれ
ます。カジュアルなインタラクションを容易にする没入型AR/VR
環境からバーチャルオフィスまで、企業は、各チームがリモートで
も効果的にコラボレーションが行えるよう、近いうち多くの選択
肢を持てるようになるでしょう。

コラボレーションが鍵を握るが、リモートワークでは
大きな制約がある
効果的なコラボレーションは、高いパフォーマンスを発揮するた
めに必要不可欠であることを大半の企業が認めています。
Apple社の経営陣は、コラボレーションが非常に重要であると
考え、創造性とコラボレーションを促す環境へと本社ビルを設
計しました6。2014年の調査では、コラボレーションして業務を
遂行しているという認識を労働者が持つだけでも、彼らのパ
フォーマンスを向上させることができるという結果が示されまし
た7。したがって、現代の職場では、コラボレーションしながら業
務を遂行することが広く浸透しています。実際に、近年、管
理職と非管理職がコラボレーションして業務を遂行する時間
は1.5倍以上に増えています8。「コラボレーション力」が、雇用
主が最も求めるソフトスキルの中の一つだとしても不思議では
ありません9。

近年、業務の遂行にあたっては、ハイタッチコラボレーション（人間らしい触れ合いが感じられる
コラボレーション）が必要なことがほとんどです。多くの人が在宅勤務をする中で、ハイタッチコラ
ボレーションを効果的に行うことが課題となっており、新しいツールの活用が注目されています。
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• 近年、管理職と非管理職がコラボレーションをして業務を
遂行する時間が1.5倍以上に増えています1。

• 2020年6月時点で、米国人労働者の40%以上がフルタ
イムで在宅勤務を行っていました2。

• 平均すると、各企業のCEOは、2022年1月には自社の労
働者の36％がリモートで働いていると予想しています。この
数字は、パンデミック前より13%増加しています3。

• 労働者の大半を永続的に在宅勤務にするという方針を
実施している企業も複数存在します4。

• 2020年の最初の8カ月で、リモートコラボレーションを可能
にするデジタル製品が少なくとも100以上、発売または改
良されています5。

リモートでのコラボレーションの重要性を
示す兆候

連絡は取れても、分かりあうことは困難パ



何百万人もの人々が在宅勤務を余儀なくされているパンデ
ミックにおいて、コラボレーション力が以前にも増して課題となっ
ています。リモートワークでは、ボディランゲージが伝わりにくく、
趣旨を理解するのに重要となりうる言語的なサインが誤って
伝わってしまう可能性があります。予定された公式なビデオ会
議、あるいは頻繁にショートメッセージやメールを送ることは、迅
速かつ自然な情報交換の代わりとはなりません。即座に連
携を図るインタラクションが不可欠である営業、カスタマーサー
ビス、管理業務、設計などの仕事に就く人々は、特にその課
題に直面しています。中には孤立していると感じている人もい
ます。管理職は、新入社員が職場に溶け込めるようサポート
し、職場の規範を教えるのに苦労しています。組織文化の構
築・維持がこれほど難しかったことはありませんでした。

たとえコロナ危機が去っても、リモートでのコラボレーション強化
は必要であり続けるでしょう。

最高のアイデアや事業は、その場の思い付きや同僚とのイン
タラクションから生まれることがあります。
Sensory（感覚的）とは、相手と対話している際に無意識
に読み取っている非言語的なコミュニケーションやボディラン
ゲージのことを指します。腕の位置、姿勢、口調は、相手が自
分といつ、どのように関わったり反応したりするかに影響を及ぼ
します。

経営者は、これらシンプルな3つのSから、自社のリモートワーク
で難航している可能性があるハイタッチコラボレーションを特定
することができます。よくある例は以下のとおりです。これらの
活動は、自社の業務や多くのクライアントにとっても重要であ
り、コラボレーションの相手と画面上で顔を合わせるだけでは、
実施するのが難しいこともあります。

構造的でインタラクティブなセッション：デザイン思考などの
手法を用いて行う一部のワークショップまたはラボは、複雑な
問題を解決したり、指定されたテーマについてグループのコンセ
ンサスを得ることを目的としています。通常、熟練したファシリ
テーターが必要となるだけでなく、参加者は、その場の空気を
読み、グループでの理解・整合性・関与度を評価する必要が
あります。例えば、ラボは、新たな全社的なイニシアチブのビ
ジョンについての合意形成に利用されることがあります。

アイディエーションと共創：参加者が自発的にアイデアを出し
合ってブレストを行う必要があり、通常は、ホワイトボードや付
箋などの視覚ツールがある共有スペースで行われます。例えば、
共創は、今後のリリースに追加される予定の製品の新機能を
ブレストする際に役立ちます。

自発的な情報交換：労働者は、公式に予定されたミーティ
ング以外でも、直接情報交換を行う必要がある場合があり
ます。ちょっとした時間に相手のオフィスに顔を出して、気軽に
簡単な質問をするといった具合です。例えば、同僚との自発
的な情報交換は、クライアントへの大事なプレゼン資料を最
終化させる際に役立ちます。
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もちろん、ほとんどのコラボレーション業務で対面でのインタラク
ションは必要ありません。さまざまなデジタルコミュニケーション
ツールやプロジェクト管理ツールが、ファイルの共有、資料の編
集、プロジェクトの進捗状況の共有をサポートしてくれます。

しかし、ソフトウェア開発の調整を行うスクラムミーティングや製
品アイデアを生み出すブレストセッション、有益な情報を即座
に交換できる廊下での会話といったコラボレーションは、対面
でのインタラクションに依存してきました。こうした活動を人間ら
しい触れ合いが感じられるコラボレーション、すなわち「ハイタッ
チコラボレーション」と呼んでいます。

人間らしい触れ合いが感じられるコラボレーション活動は、通
常、synchronous（同時的）、 spontaneous（自発的）、
sensory（感覚的）です。
Synchronous（同時的）とは、活動の際、複数の人がその
場にいて、自然な流れでの情報交換が可能であることを意
味します。
Spontaneous（自発的）とは、公式に予定されたミーティン
グの範囲外で、予定外かつ負荷の少ないインタラクションが
生じることを意味します。

ハイタッチコラボレーションは、
やはり対面で行うのが最も効果的



カジュアルなつながり：エレベーター、給湯室、その他共有ス
ペースでよく行われる会話は、つながりとコミュニティの感覚を
育むことができます。同僚やクライアントと廊下を歩くことは、
彼らとの関係を深めることにつながります。ただし、こうしたカ
ジュアルなつながりは、リモートでは得難い感覚や文脈の解釈
に頼る部分が大きい傾向にあります。例えば、ストレスを感じ
る時期に、マネジャーがチームとのインフォーマルな会話を通して、
健康やエンゲージメントの度合いを把握しようとすることがあり
ます。

リモートワークで働く労働者同士が連携を強めるためには、こ
うした活動をさらにサポートしてくれるツールが必要となります。

何百社ものベンダーが提供する製品やサービスを調査し、その
うち十数社と話したところ、こうしたツールのケイパビリティにつ
いて、より多くのことが分かりました。

ビデオ会議：新型コロナウイルスのパンデミックにより、何百万
人もの人々が在宅勤務を余儀なくされた際、多くの企業がビ
デオ会議の利用を大幅に増やすことで対応しました。Google、
MicrosoftおよびZoomのいずれも、自社のビデオ会議プラット
フォームの利用が急増したと報告しています11。

同僚、クライアント、ビジネスパートナーが画面越しにお互いに
顔を合わせることで、一部のリモートワーカーが感じている孤立
感を軽減したり、コラボレーションの取組みに不可欠な信頼
関係を構築・維持することができます。ビデオ会議における最
近の革新的な機能としては、人工知能を使って発信者の顔
を加工したり、相手の気が散らないように背景をぼかしたり、
アバターを使ったりするものがあります12。

しかし、ビデオ会議にも欠点があります。すべての業務上のや
りとりが、公式なミーティングの場で行われるわけではありませ
ん。どのビデオ会議でも、非言語的なサインが誤って伝わりか
ねないタイムラグや、背景の雑音といった音声や映像の品質
問題が少なくとも一度は発生する可能性が高いのです。ビデ
オ会議の参加者が、配偶者や子供との共有スペースにいる
場合は、特にそうした問題が起こりがちです13。また、画面上
で格子状に並んだ相手の顔に注意を向けることに神経を集
中しなければならないため、終日、多くのビデオ会議をこなし
た日は、非常に疲れを感じるという報告があります14。
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リモートワークを行っている企業のニーズに応えて、新たなデジタ
ルコラボレーションツールが登場しています。2020年の最初の8
カ月で、リモートコラボレーションを可能にするデジタル製品が
少なくとも100以上、発売または改良されています。2019年
の第4四半期でリリースされた新製品の数は24でした10。コラ
ボレーションツールのベンダーは、ユーザーの要望に応じて、新機
能を急速にリリースしています。マーケットシェアを獲得するため
に製品の無料版を提供しているベンダーもあります。

提供されているものの中には、ビデオ会議などの馴染みのある
ツールの他、デジタルホワイトボード、バーチャルオフィス、没入
型AR/VR環境といったツールもあります。これらはビデオ会議ほ
どは馴染みがないかもしれませんが、 synchronous（同時
的）、spontaneous（自発的）、 sensory（感覚的）な3
つのSのコラボレーションに非常に重要なサポートを提供してく
れます。

コラボレーションツールの急速な普及



アイディエーションとホワイトボード：アイディエーションは、問題
解決、設計および戦略的プランニングに役立つため、非常に
重要なコラボレーション活動といえます。従来の環境では、何
も書かれていないホワイトボード、マーカー、そしてアイデアを共
有するチームが特徴です。Microsoft、Miro、Muralなどのベン
ダーは、リモートにおいてアイディエーションを行うことを目的とし
たデジタルツールを提供しており、一般的に、視覚重視のアイ
ディエーションや問題解決のために設計されたインタラクティブ
なワークスペースを特徴としています。これらは共創やアイディ
エーションの活動に最適なツールですが、ラボなどのセッション
を円滑に進めるためのツールとしても活用することができます。

これらのツールは思考を活性化するあらゆる機能を有していま
す。例えば、スクラムミーティングやデザイン思考セッションといっ
たさまざまなタイプのミーティングに応じたテンプレートや枠組み、
グループの集中力を維持するための時間管理機能、アイデア
をメモするバーチャル付箋、意思決定プロセスを効率化する投
票機能などを利用することができます。

しかし、こうしたツールでは、ユーザーが発する文脈が伝わること
がほとんどないため、ファシリテーターがその場の空気を読み、
出席者の関心を高めるための最善の方法を決定することが
困難です。画面上でわかりやすく表現することが難しい場合
もあるため、労働者は自分の能力を最大化するために、タッ
チスクリーンやタッチペンなどの周辺機器を検討する必要があ
るかもしれません。

バーチャルオフィス：自分のパソコン画面上にオフィススペース
を再現するツールもあります。バーチャルオフィスは、オフィスの
平面図をデジタルで上から眺めたり、アバターの利用や3Dの
世界を通じて、周りがいま何をしているのかリアルタイムで知る
ことができ、バックグラウンドで継続的に動作することを意図し
ています。

（3Dの仮想世界を実現するコミュニケーションアプリやコラボ
レーションアプリに関する記述については、A brave new world 
with virtual worldsをご参照ください15。）また、バーチャルオ
フィスは相手の肩をたたいて質問するというような、現実の職
場でよく起こる自然かつ迅速なインタラクションをまねることを
目指しています。こうしたプラットフォームにより、「彼は今、クラ
イアントと会っているのだろうか？」、「音楽を聴いているのだろ
うか？」といった相手の状況がわかり、同僚同士が非公式に
つながることができる手段を提供してくれます。バーチャルオフィ
スのベンダーには、Pragli、Sococo、Virbela、Wurkrなどがあり
ます。

バーチャルオフィスは通常、大規模なカスタマイズ（例：アバ
ター、フロアのレイアウト、ブランディング）が可能で、仕事中
は一日中使われることも多いMicrosoft Teams、Slack、
Spotifyなどのソーシャルアプリやコラボレーションアプリと連動し
ます。また、これらのベンダーは、ハイタッチやダンスの動きなど、
デジタル上で感情を表現するジェスチャーによってカジュアルな
インタラクションを実現しており、ユーザーがお互いをタップして
バーチャル会議室にすぐに入れるようにしたり、よりプライベート
な会話をするためにスペースをロックする機能を提供していま
す。また、画面の共有やファイルのアップロードを可能にしてい
るベンダーも多くあります。

現在、一部のバーチャルオフィスには、GoogleやMicrosoftなど
の一般的なオフィスソフトウェアと連動する機能がなく、ホワイ
トボードなど、アイディエーションを行う手段がない場合がありま
す。また、ツールによっては、3Dオフィスを表示させる際にノート
パソコンの処理能力の大半を使ってしまい、他のアプリに影響
を与える可能性があります。
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https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/emerging-technologies/virtual-world-for-business.html


没入型AR/VR環境：没入型AR/VR環境とは、拡張現実
（AR）や仮想現実（VR）の技術により、労働者同士がつ
ながり、体験を共有し、シミュレートされた現実のシナリオに参
加することを目的とした新しいツールです。ある研究では、 VR
はリモートでのコラボレーション業務において、将来有望な手
段であることが示されています16。ユーザーは、自分や同僚の
分身が見える3D共有環境を体験し、ミーティングを行うことが
できます。

没入型AR/VR環境は、インタラクティブなセッションや共創／
アイディエーションに最適です。

Arthur、HoloMeeting、Spatialなどのツールが提供する仮想
環境には、ベーシックな部屋から、創造的な可能性を広げる、
建築的に複雑な立方体でないスペースまで、さまざまなものが
あります。ユーザーが自撮りをして、その画像をアバターに合わ
せてアップロードし、パーソナライズされた実物そっくりの自分を
作れるようにしているベンダーもあります。
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注：尺度は、縦軸と横軸で互いに関連するソリューションの適合性に基づいており、対面による活動との比較を示したものではありません。
出所：デロイト内部の分析および実験に基づいています。
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アイディエーション／共創
ができる一般的な機能
（例：ホワイトボード、注
釈）がないものが多い

アイディエーション／共創
が必要となるミーティング
を開催するための基本的
なツール（例：ホワイト
ボード、付箋）が備わっ
た3D会議室をカスタマイ
ズして実現する

即座に情報交換を行い
たいときには役に立たな
いが、構造的なセッション
では役に立つ

自発的な情報交換が可
能だが、出席者は（通
常、予定された）ミーティ
ングにすでに参加している
必要がある

チームを俯瞰し、つながる
ための選択肢（例：ワン
クリック・コミュニケーショ
ン）が複数あり、自発性
を引き出す

自発的な情報交換が可
能だが、出席者は通常、
予定されたセッションに参
加しているか、人前にいる
必要がある

同僚やクライアントとつな
がりを深める機能は備
わっていない（例：音声、
映像、文脈情報の表
示）

個人的なチャットでカジュ
アルな会話が可能だが、
公式に予定が組まれた
ミーティングの中でのみ可
能となっている

カジュアルなつながりをサ
ポートする豊富な文脈情
報を示す（例：現在の
活動状況、音楽を聴くこ
と）

カジュアルなつながりが可
能だが、個別のやり取り
というより、一定の規模を
想定している
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空間オーディオや、口や手の動きが見える技術とうまく組み合
わさることで、こうしたテクノロジーは、相手と同じ空間にいるか
のような印象を与えることができます。手やコントローラーを使っ
た環境とのインタラクションやメニューの選択は、直感的に使
いやすいものとなっています。一般的な機能としては、2Dまた
は3Dのホワイトボードオプション、3Dのプロセスフロー、画像など
のコンテンツにウェブからアクセスできる機能、3Dモデルなどが
あります。

スマートフォンやノートパソコンからアクセス可能なプラットフォー
ムもありますが、通常、AR/VRのヘッドセットを使うことでしか完
全な体験ができないため、短期的には導入が制限されてしま
う可能性があります。初期段階のツールは、以下の欠点があ
る場合があります。
• 気が散るレイテンシー（または表示を再読み込みする際

の遅れ）に悩まされる
• 他のアプリとの統合が不足しているためパワーポイントスラ

イドの共同編集など、できる仕事の種類が制限される
• バーチャルオフィスに比べて、ほとんどの場合収容人数が

少ない（通常20人以下）

る人物を透明化することで、（その人がホワイトボードの前に
立っていても、）他のユーザーは、画面越しにホワイトボードに
何が書かれているのか見えるようになる「インテリジェントキャプ
チャ」18や、リアルタイムで翻訳してくれる機能などがあります。
組織は、ツールを評価する際には、急速な進化のペースに注
意しながら製品のロードマップを検討する必要があります。

新たな手段と活用法：リモートコラボレーションツールは進化
しており、企業はさまざまな形でそのツールを試していると思わ
れます。例えば、Animal Crossing、Grand Theft Auto、
Minecraftなどの人気のビデオゲームを使ってミーティングを行っ
ている役員もいました19。コラボレーションのためにビデオゲーム
を使いたくない、あるいはその形式に慣れていない人がいる一
方で、ビデオゲームは人の考え方を変えたり同僚とつながりを
持つ助けになると考えている人もいます。教育分野も実験の
場となっており、世界中の教員、生徒および保護者がバー
チャルコラボレーションツールの活用方法を学ばざるを得ない状
況になっています。他の形式も今後登場してくるでしょう。

新たなインサイト：ソフトウェアによるコラボレーションでは、従
来の対面での会話では叶わなかった分析の応用が可能とな
ります。例えば、Gong社では、音声認識や自然言語理解の
テクノロジーを用いて、営業の電話内容を文字に起こし、注
釈を付け、データ分析することで、営業スタッフの成績が上が
るようコーチングしています20。 YVA.ai社では、人工知能を活
用して、燃え尽き症候群を予測し、従業員のエンゲージメント
を高めています21。人事責任者は、こうしたツールによるデータ
をいかにして人事戦略の周知または従業員のパフォーマンス
向上に活用できるか検討したいと考えています。

新たな弱点：ツールの改善により、ビデオ会議による疲労問
題は解決されるかもしれませんが、新たなリモートコラボレー
ションテクノロジーにより、没入型AR/VR環境に付随して起こる
めまいや吐き気など、テクノロジーに起因する他の不快な副反
応を引き起こす可能性があります。コラボレーションツールを選
ぶ際、企業はこれらのことを踏まえて、該当する場合は利用
時間制限を設けるなど、軽減策を立てる必要があります22。
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上記は、移り変わりの激しい市場の一端を説明したものです。
AR/VRの基盤技術の進歩やますます手頃な価格となっている
ハードウェアにより、今後数年にわたって没入型AR/VR環境の
魅力が増していくことでしょう。リモートコラボレーションの領域に
おけるその他開発も、注目に値します。

新機能：パンデミックにより多くの労働者が影響を受ける中、
コラボレーションツールを提供するベンダーは、迅速にユーザーの
ニーズに応え、新機能をリリースしています。例えばMicrosoft
は、最近「Togetherモード」をリリースしました。これは、AIを活
用し、会議の出席者をバーチャルの講堂内で隣り合わせに配
置するものです17。他の進歩としては、ミーティングの出席者の
アプリが数秒間以上閉じたままの状態になっているとホストに
アラートが表示される「アテンショントラッキング」や、画面に映

注目すべき動向



新たなリスク：パンデミック発生後、労働者がホームネットワー
クや個人の端末の利用に移行したことで、企業はハッキング
行為の増加に直面し、多くが自社のサイバーセキュリティ体制
を強化しています。リモートコラボレーションツールにより生成さ
れる情報量やその種類は、特に機密扱いとなる可能性があ
るため、企業は、労働者のプライバシーに関する期待に応えな
がら、そうしたデータの安全性を確保するよう努める必要があ
ります23。

特にテクノロジー、金融サービス、ビジネスサービスや専門サービ
スなどリモートワークがすでに浸透している業界の管理職は、
特にsynchronous（同時的）、 spontaneous（自発的）、
sensory（感覚的）な3つのSのコラボレーション活動に向けて、
ハイタッチコラボレーションツールの活用を模索し始める必要が
あります。ツールが必要な場面や使い心地は人によって異な
るため、企業は効果的な研修や導入戦略、効果的な利用
方針を検討すべきです26。

リモートコラボレーションについて、単なるパンデミックへの対処
方法ではないと考えたほうがよいでしょう。確かに、パンデミック
によってリモートコラボレーションへの関心が急激に高まり、リ
モートコラボレーションツール市場が一気に活発化しましたが、
コロナ危機が収束した後でも、リモートワーカーにとって、人間ら
しい触れ合いが感じられるハイタッチコラボレーションをサポート
する必要性は残るでしょう。この傾向は、 働き方の新たな機
会を生むかもしれません。人材モデルに対する柔軟性が高ま
り、労働者が仕事とプライベートのそれぞれのニーズのバランス
をうまく取れるよう新たな機会が与えられ、業務で発生する
二酸化炭素排出量の削減にもつながり、全く新しいビジネス
モデルや業界が実現する可能性があります。リモートコラボレー
ションの発展により、いずれは驚くべき有益な形で、私たちの
働き方が変わっていくかもしれません。
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多くの労働者が今後、オフィスには戻らないか、または一部の
時間のみオフィスで仕事をすることになるかもしれません。
2020年6月に実施されたフォーチュン／デロイトのCEO調査に
よると、平均で労働者の36%が2022年1月になってもリモート
ワークをしていると各企業のCEOが予想しています。これは、パ
ンデミック以前に比べて、3倍も多い数値です24。またある予
測では、現在リモートワークを行っている労働者全体の約30%
が、2024年までの間に、永続的に在宅勤務になると示してい
ます25。今後多くの企業で、効果的なリモートコラボレーション
ツールやアプローチが必要となるでしょう。

さらなるリモートの未来への準備
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