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本レポートは市場調査機関が実施した消費者意識調査に基づく。

本書で言う「デロイト」とは、DTTLの英国メンバーファームであるDeloitte LLPを指す。

本書のより詳しい内容は http://www.deloitte.co.uk/connectedworker に記載されている。

レポートについて

エンプロイー・エクスペリエンスをより良く理解するために、デロイトは市場調査機関にオンラインベースの消費者意識調査を委託し、 
英国の18歳以上の成人2013人を対象に調査を実施した。

レポート作成における方法論
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　デジタル・ディスラプションがあらゆる産業に変化を及ぼ
しつつある。本レポートでは、そのサービスセクターへの影
響を検討し、企業が取るべき対応策について提言する。
　サービス業は、法務から施設管理、建設まで、あらゆる領
域を網羅する産業である。
　しかし、文化的な業務慣習や、テクノロジー・プラット
フォーム、消費者の行動における変化に影響を受けやすい
という点では他の産業と同様である。サービス企業は、将来
も競争力を維持しようとするなら、こうした変化が事業に与
える影響を慎重に検討する必要がある。
　本レポートのタイトルを「コネクテッド・ワーカー」としたの
は、サービスセクターがほかの多くのセクターよりも人に依
存しているからである。サービスセクターは英国の労働人口
の13%を雇用し、大抵のサービス企業にとって競争力をも
たらすのは人である。
　そのためサービス業にとって、デジタル技術が労働力にど
のような影響を与えるかを検討することが必要不可欠だ。そ
の目的は、コスト削減、生産性の向上、離職の抑制、新たな
成長機会の発掘などがある。これらのトレンドが自社に与え
る影響を検討しない企業は、競争力を失うおそれがある。

　デジタル・ディスラプションやエクスポネンシャル・テクノ
ロジーが社会に与えるインパクトについての議論が活発化
する中で、製造業や社会インフラにおいては IoT、AI、
Roboticsの活用による各種の施策が話題になっている。
　一方、こうしたテクノロジーの進化がこれからの時代の労
働者にどのような変化をもたらすのか、また、各種の産業で
就労する個人としての労働者が現在において、もしくは、将
来に対してこのような変化をどうとらえているかといった個
人の意識に焦点を当てた議論はまだまだ不足していると思
われる。
　こうした状況において日本では、「働き方改革」やダイバー
シティ推進の議論が活発になっているが、欧米を中心とした
海外では主にサービス業においてギグエコノミーの進展に
対する正負のインパクトについての研究も盛んになってきて
いる。
　本稿では、サービス業が近年の経済発展を牽引してきた
英国において、デジタルとテクノロジーの発展やギグエコノ
ミーの広がりにより労働環境が変化していく個人を「コネク
テッド・ワーカー」と定義し、彼らへのさまざまな意識調査か
ら社会や企業が今後の労働環境変化に対してどのように準
備すべきかを考えるための考察を実施している。

　日本では、規制や言語などの様々な要因からギグエコノ
ミー（非正規雇用労働者が多い労働市場）の浸透や柔軟な
働き方の発展はこれからの段階と言われているが、先日発
表された「新産業構造ビジョン」の目的の一つにも「一人ひ
とりにとって、より豊かな社会を実現すること」が掲げられて
いる。これは本稿の調査と関連するところであり、デジタル
の浸透とテクノロジーの活用は企業や社会にとって効率的
化をもたらすのみではなく、就業する個人にとって仕事の柔
軟性をより高められる時代の到来を示唆している。
　このことは日本のサービス企業にとっても非常に重要な
課題となってくるため、サービス企業がどのような準備を進
めていくべきかを検討する際の一助になれば幸いである。

松永 鋭太郎 
デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員

　本レポートでは「コネクテッド・ワーカー」を、デジタル技
術とモノのインターネット（IoT）技術の発展によって労働生
活が変化しつつあるあらゆる個人と定義する。
　そうした変化には、他人や機械とのネットワークや接続性
の改善、リアルタイムの情報やデータを使用した意思決定の
改善、繰り返し作業の廃止などが含まれる。
　この調査では、英国の労働者2,000人以上を対象に、テク
ノロジーの利用の度合いと、仕事でのテクノロジー利用に対
する考え方に関する調査を行なった。対象となる労働者を
肉体労働と、オフィスを拠点とする業務または専門的業務を
おおまかに意味する用語としてブルーカラーとホワイトカ
ラーに分類した。これにより、トレンドがサービス業のさまざ
まな職種と分野ごとにどのような影響を与えているかを示
すことができた。
　本レポートが読者の参考になることを願っている。また、
読者からの意見も歓迎したい。

サービス担当リードパートナー
ジェームズ・イェースレイ

はじめに

日本語版発刊に寄せて
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本レポートでは 
「コネクテッド・ワーカー」を、 
デジタル技術とモノの 
インターネット（IoT）技術の 
発展によって労働環境が 
変化しつつある個人と 
定義する。
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　本レポートはブルーカラー及びホワイトカラーの労働者
に関して分析した。ブルーカラー労働者は建設作業員、ケー
タリングや清掃などの施設管理スタッフ、メンテナンススタッ
フなどを意味し、技術を要する肉体労働と、技術を要しない
肉体労働のどちらも含む。ホワイトカラー労働者は主にオ
フィスで働く従業員を意味する。

　本レポートでは消費者調査に基づき、なぜサービス企業
がデジタルトランスフォーメーションに関心を持つべきかを
検討する。サービス業の一部は変曲点に達しようとしてい
る。それは、投資を行っても問題のない程度にまでテクノロ
ジーの価格が下がり、サービス企業は新たな機会を探すこ
とができるということである。

　デジタルトランスフォーメーションによって、プロセスの効
率性が増し、労働者の生活が改善されるため、利益率を大
幅に向上させることができる。同時に本レポートは、単にテ
クノロジーを利用して現在のプロセスの効率を改善するの
ではなく、企業のビジネスモデルを考え直すことの重要性を
考察する。

概要
本レポートはサービス業に焦点を当てる。これには、建設・インフラ業、施設
管理、ビジネス・プロセス・アウトソーシングのほか、法務、コンサルティング、
人員採用部門などのプロフェッショナル・サービスが含まれる。

の労働者は、自分の会社が可能な限り 
最新のテクノロジーを使うことが 

重要だと考えている。
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ブルーカラー労働者はホワイトカラー 
労働者よりもネットワーク使用頻度が低い。

ブルーカラー労働者の51%は、 
職場ではテクノロジーの使用頻度が 
非常に低い「非常にライトなユーザー」 
もしくは「ライトユーザー」だと自分を 

分類している。

ホワイトカラー労働者の63%が 
労働の柔軟性を求めている。 
一方、ブルーカラー労働者では 

43%である。

しかし、ブルーカラー労働者の47%は仕事以外で
スマートフォンを1日5回以上使用する。仕事で使用
するのはわずか13%である。

上位のホワイトカラー労働者は、仕事の柔軟性を
高めるためには雇用の安定性を諦めるという考えを
強く支持している。ホワイトカラー労働者の56%が
安定性より柔軟性を重視するのに対し、熟練肉体
労働者ではわずか19%である。

デジタルトランス 
フォーメーションによって、 
プロセスの効率性が増し、 
労働者の生活が 
改善されるため、 
利益率を大幅に 
向上させることができる。
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 ・B2Bサービス産業は人材に大きく依存しているため、デジ
タルトレンドが労働者に与える影響を理解することが不可
欠である。

 ・ただし、特にブルーカラー労働者はネットワーク使用頻度
が低い。51%の人が、労働生活におけるテクノロジーの
「非常にライトなユーザー」だと答えている。

 ・本章ではサービス業に影響を与え得る社会的、文化的、
経済的な主な変化について述べる。

従業員の新しい行動への適応
　労働者はかつてないほどネットワークを利用している。プ
ライベートな時間にはいつでもどこでも、スマートフォンを使
い、買物や、銀行取引、旅行の予約を行い、他人と交流する
ようになった。しかし、消費経済に起きている変化はまだ労
働世界に完全には浸透していない。
　これは特に、サービス業の肉体労働者に当てはまる。それ
らの仕事は、テクノロジーの影響が現れるまで時間がかか
るという性質がある。オフィスを拠点とする労働者の方が、
仕事上でのテクノロジー使用頻度が高いのに対し、ブルーカ
ラー労働者の半数以上（51%）が、仕事上ではテクノロジー
の「非常にライトなユーザー」だと自分を分類している。

新たな環境
サービス業において人材は鍵となる重要な資産であり、文化とテクノロジー
の変化は従業員の行動に大きな影響を与えている。

図1：職業別テクノロジー使用頻度

 ・「非常にライトなユーザー」は仕事上でテクノロ
ジーをあまり使用しない。「ライトユーザー」は1つ
もしくは2つだけを頻繁に使用する。「標準ユー
ザー」は幅広いテクノロジーを日常的に使用し、
そのうちの1つを1日5回以上使用する。「パワー
ユーザー」は幅広いテクノロジーを1日5回以上使
用する。

 ・労働者はプライベートな時間にはテクノロジーを
頻繁に使用するが、仕事ではそれほど頻繁に使用
しない。

 ・ブルーカラー労働者はホワイトカラー労働者より
ネットワーク使用頻度が低い。
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　しかし、職場での人々の行動は今後、私生活での行動変
化に似たパターンを辿りながら、変化する可能性が高い。ギ
グエコノミー（非正規雇用労働者が多い労働市場）の成長や
柔軟な働き方への需要の拡大に代表される複数のトレンド
を受け、労働生活を巡るデジタルトランスフォーメーションと
その進化が論じられるようになってきた。また、生活賃金や
Brexit（英国のEU脱退）などの変化がきっかけとなり、労働
コストや人員採用に注目が集まっている。各企業は既に、EU
の労働力を利用しにくい状況にあり、適切な人材の発掘に
苦慮している1。各企業は、必要な役職に足る英国人労働者
を引きつけられるよう自社のエンプロイー・エクスペリエン
スを見直したり、テクノロジーをどのように利用すれば仕事
の方法を変えられるかを検討したりする必要があるだろう。

　プロセスオートメーションなど新しいテクノロジーのいく
つかは、あらゆる種類の仕事にすぐに影響を与える潜在的
可能性があるが、自然言語処理などその他のテクノロジー
は、しばらく影響が現れないかもしれない。

　労働市場の変化に伴い、企業はますます生産性向上を図
るよう迫られている。テクノロジーの利用を増やせば、サー
ビス企業はこうした変化に対応しやすくなるだろう。

　労働者自身も新しいテクノロジーの力を認識しており、自
分が勤める会社がそれを活用することを望む労働者も多
い。今回の調査では、労働者の84%が、自分の会社が最新
テクノロジーを使用することが重要だと答えている。ただし、
肉体労働者のネットワークの使用頻度の低さはここでも明
らかで、4分の1近い人がテクノロジーはまったく重要でない
と考えている。

　ところが経営陣は、日々の労働生活にまもなく影響を与
えることになるであろう先進技術の扱いには自信がない。例
えば、人間、ロボット、AIが隣り合って働く職場で労働力を管
理する準備が整っていると答えた世界のエグゼクティブは
17%に留まった2。

図2：最新テクノロジーを重要だと思いますか？

 ・ホワイトカラー労働者の88%、ブルーカラー労働
者の76%は、自分の会社が最新テクノロジーを使
用することは少なくとも「若干重要である」と考え
ている。

 ・ブルーカラー労働者はテクノロジーが重要でない
と答えた割合が高く、4分の1近くが「まったく重要
でない」と答えた。
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ブルーカラー労働者がテクノロジーの

「非常にライトなユーザー」

なのに対し、

ホワイトカラー職の

その割合は

11%である。

半数以上の
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多様なトレンド
　ロボット工学、IoT、AIなどの新技術は、コスト削減、生産
性の改善、離職防止に新たな機会をもたらす可能性がある。
これらのテクノロジーは、企業が社員のスキルを向上させた
り、ロボットやオートメーションソフトウェアと隣り合って働く
準備をさせたりすることに役立つ。テクノロジーに必要な新
しい考え方を取り入れれば、企業は引き続き競争力を維持
できるだろう。

　サービス産業の内部で起ころうとしている変化の中には、
消費経済の変化によって推し進められるものもある。今や消
費者は迅速かつ便利で、多くの場合スマートフォンで利用で
きるサービスを求めている。多くのサービス企業は、消費者
のニーズや変化する消費行動に応えるために必要なインフ
ラへの投資を迫られるだろう。例えば、社員食堂を運営する
ファシリティ・マネジメント会社は将来、スマートフォンで注
文を受けた食事を従業員のデスクに届けるDeliverooスタ
イルの昼食サービスとの競合を余儀なくされるかもしれな
い3。企業は、消費者中心の経済社会で競争したければ、変
化を引き起こせるような文化を醸成するだけでなく、必要な
テクノロジーを提供して従業員に力を与える必要があるだ
ろう。

サービス業の大半で利益率が低いため、デジタルトランス
フォーメーションのための投資は困難である。しかし、サービ
ス企業は人材に頼っており、そうした一つの資源に依存する
企業はその状況に影響を与えるトレンドにどう対応すべきか
を検討しなければならない。

次章では、サービス企業が職場のデジタルトランスフォーメー
ションについて慎重に考えるべき理由について検討する。

ブルーカラー労働者の方がテクノロジーの恩恵に懐疑
的であり、うち24%が職場ではテクノロジーは重要で
ない、と考えている。一方、ホワイトカラー労働者では
その割合は12%である。

ただし、

47%
のブルーカラー 
労働者は 
スマートフォンを 
仕事以外で 
1日に5回以上、 
何らかの形で 
使用する。
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ブルーカラー労働者は、 
プライベートな時間には 
テクノロジーを 
よく利用するにもかかわらず、 
仕事でのネットワーク使用頻度が 
ホワイトカラー労働者より低い。
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なぜコネクテッド・ワーカーは重要か
 ・コスト削減と生産性向上のためにデジタルトランスフォー
メーションのプロジェクトに乗り出す企業もある。

 ・労働者は日々の生活を改善するためにテクノロジーの利
用に積極的である。

 ・サービス産業に新たな競争相手が参入しつつあり、既存
企業は対応を迫られている。

　サービス企業は、今後数年でデジタルトランスフォーメー
ションの検討を迫られるだろう。それは、企業内部から、自
社の従業員から、そして外部環境からもたらされるだろう。

ビジネスの推進要因：コスト
　生活賃金＊1と職業実習負担金＊2制度問題により、多くの
労働者を最低賃金で雇用する企業のコストへの注目が高
まった。その結果、多くの企業はコストを軽減し、労働力の生
産性を改善する方法を模索している。

基礎的な繰り返し作業の効率性を改善するのに役立つツー
ルが、ロボットによるプロセスオートメーションである。財務
と人事の手続き処理を迅速化するために、いくつかの産業、
とりわけ金融サービス業では既に活用されている。

　ブルーカラー労働者の割合が多い企業の場合、生活賃金
＝コストが上昇している。一方、その他の企業はEUの労働
力を利用できなくなると特定の職業の人材が不足すること
を懸念している。ロボットはレンガ積みや飲み物の給仕まで
幅広い作業をこなすことができ、人員採用や人件費の問題
を抱える企業の負担軽減に役立つかもしれない。

　また、コネクテッド・ワーカーはあるプロセスの完了にか
かる時間を短縮することでコストを削減できるかもしれな
い。例えば、建設会社とクライアントの間での注文内容の変
更に関する合意と署名を一元的な請求書発行システムでリ
アルタイムに送信できれば、両当事者の時間と費用を節約
できるだろう。

　ホワイトカラーの従業員が多い企業の場合は不動産コス
トの方が重大である。遠隔で仕事ができるようにして労働力
のアジリティを向上させれば、従業員数に対して必要な空間
は従来必要とされていたものから変化する。これによって、
不動産コストを抑え、それをアジリティのさらなる向上に必
要なテクノロジーへの投資に回せるという好循環が生まれ
る。

　コスト削減の圧力に加え、よりアジリティの高い働き方へ
文化が変容し、人々が日々の生活においてテクノロジーをよ
り活発に利用するようになると、従業員同士が連携し、話し
やすいオフィスが設計されるようになるだろう。企業はまた、
より頻繁に労働環境を変えられるように、従来よりも期間が
短い賃貸契約を結ぶようになるだろう。

変化の要因

生活賃金と職業実習負担金
制度問題により、多くの 
労働者を最低賃金で 
雇用する企業のコストへの
注目が高まった。

デジタルトランスフォーメーションを推進する要因は、社内、従業員、外部市場
という3つの領域に存在する。

＊1 英国では2016年10月に「生活賃金」が改定された。これは、最低限の生活水準を維持するための賃金水準で、遵守義務はなく、非営利団体など
が雇用主に導入を求めるものである。一方、2017年4月には政府が「全国生活賃金」を導入し、法定の最低賃金も改定された。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「生活賃金と最低賃金の動向」http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2017/03/uk_01.html

＊2 英国では若年層の能力開発のための政策として、企業における見習い訓練を推進している。これは、学業と平行して、社会に出ることを促進する
制度である。2017年4月からイングランドでは新たに雇用主に対する負担金制度が新設され、給与支払いの0.5％相当額の負担金の支払が義務
付けられた。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「アプレンティスシップ拡充に向け負担金制度など導入」http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2016/02/
uk_01.html
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ビジネスの推進要因：必要なスキルの変化
　今後、すべての企業が新たなスキルを必要とするだろう。
これは、単純にデジタルのスキルと技術的スキルを持つ人
材が必要という場合もあれば、AIとロボットの活用が増える
に従い、より「人間的」なスキルを企業が必要とする場合も
ある。つまり、労働者は将来、問題解決、クリティカルシンキ
ング、交渉のスキルが必要となるだろう4。しかし、ほかのス
キルが不足した場合でも、将来的にどのような人材が必要
かという計画立案を行う必要がある。

　例えば、英国の鉄道インフラのメンテナンスを行うエンジ
ニアの多くは引退間近である。そのため、メンテナンス会社
は何が不足しているか確認するために人員計画を改善する
必要がある。その他の企業は、ある種のスキルを持つ人材を
得やすい地域に移転しつつある。例えば、デジタルのスキル
を持つ人材を入手しやすいように、ロンドンなどに移転して
いる。

　動機は何であれ、企業は、どのようなスキルが必要となる
か、将来の労働力がどのような価値を持つかを、戦略的に
考える必要がある。人材の持つスキルの計測や、マッピング
に適したデータ分析技術を利用すれば、より効率的に検討
することができるだろう。

従業員の推進要因：エンプロイー・エクスペリエンスの改善
　従業員の組織へのエンゲージメントは、多くの人事責任
者が優先的な検討課題に挙げており、その目的は上級職の
人材を引き寄せること、労働力全体の離職率を下げること
など多岐に渡る。エンプロイー・エクスペリエンスの近代化
は人事戦略の重要な一部となっている。

　サービス企業はこの点を認識し始めており、小売業者が
店内での顧客の購買プロセスを考え直し始めたのと同様
に、エンプロイー・エクスペリエンスを考え直そうとする企業
もある。従業員は今や携帯電話やチャットの技術に慣れてお
り、職場でも同じものを提供してほしいと期待する場面が増
えている。

　デジタル技術は既に従業員の生活改善に使われている。
例えば、一部の自治体では落書きの報告を受けてそれを消
すというプロセスがスマートフォンを利用することで改善さ
れた。自治体のスタッフが現場を何回も訪れて問題点を精
査し、下請け業者の仕事の質を確認する代わりに、現在で
は下請け業者がスマートフォンで撮影した写真ですべて確認
できるようになった。こちらの方が従業員には簡単であり、
自治体にとっても安く済む。

今後、すべての企業が新たなスキルを必要とするだろう。
これは、単純にデジタルのスキルと技術的スキルを持つ
人材が必要という場合もあれば、AIとロボットの活用が
増えるに従い、より「人間的」なスキルを企業が必要とする
場合もある。
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従業員の推進要因：文化の変容
　従業員は多様な働き方をすることを次第に期待するよう
になっている。遠隔で働きたいという場合も、必要経費の請
求や休暇の取得などの手続きを行う際に会社のシステムに
携帯電話からアクセスしたいと考える場合もある。労働者は
また、雇用者が学習に投資し、継続的にフィードバックを行
うことを期待している。いつ、どこで、どのように働くかに関
する自律性を高めるだけでなく、従来よりも健康で幸福であ
ることを重視したいと考えることも多い5。

　良い人材を引き寄せ続けるために職場の刷新が必要とな
る企業もあれば、例えば、単に従業員が会社のシステムを
避け、連携のためにメッセンジャーアプリWhatsappのグ
ループを使用するなどして、個人が使用しているテクノロ
ジーを利用し始める企業もある6。サービス組織に特に重要
なのは、テクノロジーへの対応行動が人によってどう異なる
かを理解することである。なぜなら、サービス組織は実に多
くの肉体労働者を雇用するからである。

　ブルーカラー労働者はテクノロジーを使うことに慣れてい
る。47%は仕事以外でスマートフォンを何らかの形で1日5
回以上使用する。しかし、同様の頻度でスマートフォンを仕
事で使用する人は13%にすぎない。スマートフォンで私的な
メールを1日5回以上確認する人は4分の1を超える（27%）
が、仕事でそうする人はわずか15%である。

　多くのブルーカラー労働者を雇用する企業は、仕事上で
のスマートフォンの活用に着手すべきである。最低賃金で働
く労働者の間でもスマートフォン所有率は高く、今や英国の
成人の81%が所有している7。企業が高価なシステムに投資
しなくとも、専用アプリがあれば従業員は業務システムにア
クセスでき、あるいは同僚とコミュニケーションを取る方法
を得られる。

　これまで、ブルーカラー労働者とコミュニケーションを取
ることは難しかった。スマートフォンのアプリがあれば従業
員と雇用者の間のコミュニケーションが改善され、出勤やシ
フト変更の記録にも使用できるだろう。さらに、異なる現場
で働く同僚と共同で問題を解決できるようになる。ソーシャ
ルネットワークの仕組みと同様に、質問や課題をプラット
フォームに投稿し、そこにアクセスした誰かが回答すること
もできる。

良い人材を引き寄せ続ける
ために職場の刷新が必要と
なる企業もあれば、単に
従業員が会社のシステムを
避け、個人が使用している
テクノロジーを利用し始める
企業もある。
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ホワイトカラー労働者の方が仕事と私生活でのテクノロ
ジー利用率の差は小さく、特にEメールとコンピュータの利
用率にはあまり差がない。しかし、ほとんどのカテゴリーで
私生活の方が仕事よりテクノロジー利用率が高い。
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図3：ブルーカラー労働者の仕事と私生活でのテクノロジー別利用率

図4：ホワイトカラー労働者の仕事と私生活でのテクノロジー別利用率
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　テクノロジーが仕事に与える影響を、好ましいと思う順に
挙げるという質問においてブルーカラー労働者とホワイトカ
ラー労働者共に最も順位が高かったのは、「仕事が楽にな
る」だった。特にブルーカラー労働者にその傾向が多く見ら
れた。ブルーカラー労働者の3分の1がこれを望むのに対し、
ホワイトカラー労働者は4分の1であった。

外部の推進要因：新たな競争相手
　デジタルテクノロジーによって市場の参入障壁が低くな
り、新たな企業が競争しやすくなる。

　新興企業は既存企業の直接の競争相手でなくとも企業の
運営方法に影響を与えられる。例えば、Deliverooと
UberEatsは顧客が移動や食事の注文に何を期待するかを
変えることに一役買っている。ファシリティ・マネジメント会
社が運営する現場の売店やカフェに行くのではなく、スマー
トフォンで食事を注文し、デスクまで配達や回収をしてくれる
ことを顧客は期待するだろう。外食産業の各ブランドは、店
内キオスク、モバイルペイメント、クリック&コレクト（注文商
品を宅配ボックス等の場所で消費者自身が受け取ること）
などの注文方法を導入することで、食事の購入方法に対す
る人々の期待を変化させている。

図5：テクノロジーが仕事に与える好ましいと思われる影響

ブルーカラー労働者も 
ホワイトカラー労働者も、
仕事を楽にするために 
仕事における 
テクノロジーの利用が 
進むことが望ましいと 
答えている。
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　調査会社CB Insightsのデータによると、2016年に法務
分野のスタートアップ企業は世界全体で投資金額1億5,500万
ドルに及ぶ67件を超える記録的な数の投資を行った。

　革新的な英国のテクノロジー企業がAxiom Law社であ
る。同社は、法律業務のうちデューディリジェンスなど労働
集約的な部分でAI技術を利用し、テクノロジーによる法務
サービスを提供する。従来の法律事務所の直接の競争相手
ではないが、法務業務の運営方法に対する期待を巡る変化
を推し進め、産業全体でのイノベーションの増加に貢献して
いる。

　また、Riverview Law社はイングランド北西部に本拠を
置き、「バーチャルアシスタント」というものを立ち上げようと
している。企業の社内弁護士はこのシステムを使用して、問
題が発生した事業部門、あらゆる状況のリスクプロファイ
ル、担当者、必要な時間をデジタルの「ダッシュボード」で特
定できるようになる。

　サービス業界の既存企業の中には、新技術の導入を支援
している企業もある。デジタルテクノロジーを利用したサー
ビス改善への取り組みと投資を強化した既存企業の一例
が、物流業のDPD社である。

サービスのイノベーター：DPD
　DPD社は、同社のドライバーが荷物をより素早く配達でき
るように、さまざまなテクノロジーに投資してきた。

　2016年に同社が導入した「Your DPD」アプリによって、
顧客は通学時間など配達を避けてほしい時間帯を指定でき
るほか、配達を追跡できる。また、顧客が帰宅した時にアプ
リがドライバーに通知することで、ドライバーは配達できな
かった荷物を再配達できる。

　DPD社のドライバーはまた、ハンディスキャナーを使用し
て配達の処理にかかる時間を短縮する。業務中のドライ
バーはスキャナーから情報を確認することができ、この5年
で同社のサービス改善に役立ててきた。

サービスのイノベーター：
法務のスタートアップ企業について

法務分野ではここ5年間で革新的な動きが増加している。

世界の法務テクノロジー企業の年間資金調達額の推移
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外部の推進要因：顧客からの圧力
　ほとんどの産業で顧客はサービス企業に対し、可能な限
り最高のサービスを提供するためにデジタル技術をどのよ
うに使っているのかを問うようになった。例えば、将来の顧
客になり得る人々は、法律業務を最も素早く、正確に、低コ
ストで執行するためにテクノロジーを使用しているかどうか
を法律事務所に問い始めている。

　コスト削減のためにテクノロジーを使う企業は、削減分を
顧客に還元することで競争力を改善できる。それができない
企業は価格競争で苦労することになる。

外部の推進要因：基礎的なビジネステクノロジーの進化
　サービス企業のデジタルトランスフォーメーションを推し
進めるのは、ロボットやAIといった話題の新技術だけではな
い。ワードプロセッシングプラットフォーム、Eメール、電話な
どオフィスの中核技術も、ネットワークを利用して従業員同
士が連携する働き方を拡大するよう進化している。例えば、
MicrosoftとGoogleの主要プラットフォームがあれば、従来
型の労働環境の中でも外でも、複数のユーザーが一つの文
書をさまざまなデバイスで同時に編集できる。このテクノロ
ジーによって、組織は複雑でコストのかかる遠隔会議システ
ムから脱却できる。ユーザーは自分と外部組織と会議室を
秒単位で接続できるのである。

　現代的なクラウドベースのビジネステクノロジーに移行し
た企業はわずか13%で、残りの企業は既存システムの耐用
年数が迫っているため、今後3～4年間に移行する必要があ
る8。

　多くの企業にとって、このテクノロジーの変化は大きな投
資を伴う。しかし、これは「テクノロジーの入れ替え」プロジェ
クトではなく、幅広い恩恵をもたらし得る機会と捉えるべき
である。

コスト削減のために 
テクノロジーを使う企業は、
削減分を顧客に還元する
ことで競争力を改善できる。
それができない企業は価格
競争に苦労することになる。



業務

利益率の圧力を軽減
生産性向上
コスト削減
労働力の需要を把握

従業員

スキルアップの機会
労働生活を楽にする
消費者行動をテクノロジー向きに変える

外的な要因

新たな競争相手
顧客からの圧力
テクノロジーの進歩

ブルーカラーをとりまく
デジタル化推進の要因

業務

人材の引き止め
必要な人材の把握
不動産費用
データのより良い利用

従業員

柔軟性を求める
エンプロイー・エクスペリエンスの魅力向上

外的な要因

新たな競争相手
顧客からの圧力
テクノロジーの進化

ホワイトカラーをとりまく
デジタル化推進の要因

コネクテッド・ワーカー | デジタル時代への出勤

19

なぜサービス企業は 
コネクテッド・ワーカーについて
考えるべきなのか?
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 ・企業が現在使用できるさまざまなツールには、従業員の
生活を改善し、企業の効率性を上げる可能性がある。

 ・ほとんどのサービス企業がまだ導入を検討していない、近
年登場した一連の新しいツールとトレンドが存在する。

ギグエコノミー
　ギグエコノミーの考え方では、労働者は企業の常勤従業
員ではなく、仕事やシフトをオファーされるたびに、それを受
諾するかどうか選択できる。労働者も顧客も、仕事が入るご
とにリアルタイムで更新される携帯電話のアプリを使用す
る。最近このモデルが目覚ましく成長しているにも関わらず、
ギグエコノミーの労働者の管理が可能である組織は9%に
とどまる9。

　サービス企業は、ギグエコノミーの背後にある哲学を自
社の運営モデルに適合させることを検討すべきである。例え
ば、アプリ経由で急に発生したシフトを労働者にオファーす
る、などである。
　建設業界はとりわけギグエコノミーに適していると思わ
れる。大規模建設プロジェクトでは複数の中小企業や個人
が一緒に働く必要があることが多いからである。アプリを利
用すれば、仕事が掲示されるたびに企業や個人が業務を受
けたり、応募することができる。

　ギグエコノミーに関するデロイトの調査によると、労働者
は雇用の安定性と引き換えに柔軟性を得るという考え方に
関心を示している。ホワイトカラー労働者の63%は、テクノ
ロジーがもたらすはずの柔軟性の向上を待ち望んでいると
答えている。

　ブルーカラー労働者はこのトレンドにあまり確信を持って
おらず、46%が柔軟性向上という概念に賛成も反対もしな
いと答えている。

利用できる新しいツール

データ分析から人工知能まで、サービス企業が得られる機会が広がっている。

ギグエコノミーに関する
デロイトの調査によると、
労働者は雇用の安定性と
引き換えに柔軟性を得る
という考え方に関心を
示している。
ホワイトカラー労働者の
63%は、テクノロジーが 
もたらすはずの柔軟性の
向上を待ち望んでいると 
答えている。
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 ・ホワイトカラー労働者の
63%は、より柔軟な働き
方を待ち望んでいる。

 ・ブルーカラー労働者はこ
の考え方に確信を持た
ず、半数近くが賛成も反
対もしていない。

 ・専門職の56%が雇用の
安定性と引き換えに柔
軟性を向上させたいと
考えている。

 ・肉体労働者の方が雇用
の安定性を失いたくない
と考える人が多い。

図6：柔軟な働き方を希望しますか？

　全体的に、労働者は雇用安定性
と引き換えに仕事の柔軟性を得る
ことに前向きでなくなっている。た
だし、これは高給の役職には当て
はまらない。ホワイトカラー上級職
の56%は、雇用の安定性を諦めて
仕事の柔軟性向上を取りたいと答
えている。ホワイトカラーの役職全
体では、3分の1が雇用安定性の
低下と引き換えに仕事の柔軟性向
上を望むと答えている。

図7：雇用の安定性より働き方の柔軟性を重視しますか？
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次世代の生産性・連携ツール
　クラウドベースのテクノロジーを職場で活用することで連
携の効率が向上する。例えば、従業員は共有型の職場で常
に最新情報にアクセスでき、同僚と同じ資料を同時に作業
でき、好きなデバイスや場所ですぐにビデオ会議を開ける。
これは建設業界が1歩先んじており、建設計画が更新される
たびに、クラウドベースのインテリジェントなソフトウェアが
それに合わせて再調整を行い、新しい計画で必要となる資
材の量をユーザーに知らせることができる。

　ほかのブルーカラーの役職では、自分のデスクを持たな
い従業員がコミュニケーションを取りやすいようにスマート
フォンでコラボレーションソフトウェアを使用し、シフトの変
更や難しい質問への回答をサポートする情報を共有できる。
FacebookのWorkplaceなどのアプリをスマートフォンに追
加することで、従業員は自分の慣れ親しんだ方法でコミュニ
ケーションを取れる。ビジネス向けアプリとは、一般のアプ
リを使用した場合よりも速く、より管理された、より安全で拡
張可能な環境でこれらの作業を行うことができるものなの
である。

　Facebookは既にいくつかの小売事業者で、めったにデス
クトップパソコンを使わない店員がシフトを交換したり出勤
数を増やしたりするために利用されている。またFacebook
は、ライブストリーミングで集会を配信したり、全社の従業員
が投票ボタンで特定の議題に投票したりするなど従業員と
上級経営層との双方向コミュニケーションとエンゲージメン
トの改善にも使用できる。ライブストリーミングなどの
Facebookの機能は、地理的に離れたチーム同士が新プロ
セスや商品調査などの重要な知識を共有したり、ある場所
の社員から別の場所にいる社員へと顧客を引き継いだりす
ることにも活用できる。

　従業員同士の連携は、新しいITプラットフォームが労働生
活を改善できる分野の一つにすぎない。テクノロジーのス
タートアップ企業と既存のIT企業は、さまざまな新しいツー
ルとシステムをリリースし始めている。例えば、報奨制度を
通じて特定の行動にモチベーションを持たせるビジネスア
プリが存在する。あるいは、昇給よりも休暇の増加を選べる
ようにするなど個人に合わせて報奨をカスタマイズすること
ができるアプリもある。職場での研修と学習も変わろうとし
ている。研修コースに出席するために何日かオフィスを空け
ることを従業員に常に求めるのではなく、従業員が都合の
良い時に視聴できる短時間のオンライン講座などのコンテ
ンツを人事チームがキュレーションすることが増えている。

　人々が働く建物も変化しつつある。例えば、従業員が
Wi-Fiで同僚やその居場所を見つけたり、プロジェクトチー
ムが集まったりできるようになる。

従業員同士の連携は、
新しいITプラットフォームが
労働生活を改善できる分野
の一つにすぎない。
テクノロジーの新興企業と
既存のIT企業は、さまざまな
新しいツールとシステムを
リリースし始めている。



出典：デロイトの分析
＊ フルタイムの労働者が処理できる仕事量

オンショアFTE＊ ＝ 1 オフショアFTE ＝ 1/3 ロボット ＝ 1/9
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コネクテッド・ワーカー | デジタル時代への出勤

23

オートメーション
　働き方に重大な影響を及ぼす2つのテクノロジーが、人工
知能と、ロボットによるプロセスオートメーションである。例
えば建設業では、レンガ積みロボットは1日に人間の建設作
業員の数倍のレンガを積むことができる。このテクノロジー
はまだ初期段階で、現在この機械は厳重な監視が必要で、
これよりも複雑な作業はこなせない。しかし、人間が行う作
業が一切なくなることはないだろうが、このテクノロジーは
さらに進化するはずである。従って、どうすれば人間と機械
が共に働けるかを考える必要が出てくる。

　オートメーション技術が雇用にどのような影響を与えるか
をサービス企業が考えることが重要である。ソフトウェア自
体が人間の労働者に完全に取って代わることは稀だが、新
しいテクノロジーを活用できる労働者が、テクノロジーを活
用することができない労働者の役割を奪うことはしばしば
ある。こうした理由から、企業は労働者に学習とスキルアッ
プの機会を与える必要がある。テクノロジーの利用が増える
に従って必要となるスキルを労働者が身に着けられるよう
にするには、それが最善の方法だろう。

　オートメーション技術は既に多くの人々の働き方の改善
に役立ちつつある。例えば、高度な訓練を受けた腫瘍学者
はディープラーニングのソフトウェアを使用してガンの発見
率を上げている10。将来自動化される可能性の高い仕事は
ルーティンワークで、それがホワイトカラー労働者の仕事か
肉体労働かは重要ではない。

図8：オートメーションのコストと常勤従業員のコストの比較

働き方に重大な影響を
及ぼす2つのテクノロジーが、
人工知能と、ロボットによる
プロセスオートメーションで
ある。
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Internet of Things (モノのインターネット)
　モノのインターネットは、サービス企業、特にブルーカラー
の肉体労働者にとって大きな潜在的可能性を持つ。

　カナダの郵便会社Snaile社は、労働者の生産性がIoT技
術によっていかに改善されるかがわかる興味深い一例であ
る。同社はセンサーが埋め込まれた自動ロッカーを使用し
ている。このセンサーは、ロッカーに配達物や集荷物が投函
されると顧客と郵便局員の両方に通知する。カナダの顧客
は73%が地域のメールボックスを利用しており、何かが届い
た時にだけメールボックスに行けばよい。また、郵便局員は
ロッカーを一つ一つ確認する必要がなく、満杯のロッカーだ
けを集荷するので、仕事の効率が向上し、労働生活が格段
に楽になる。

　インターネットに接続されたセンサーは、何かが壊れる前
に管理者に問題を早めに通知することで、資産の管理方法
を変える潜在的な可能性がある。

　健康や安全に関わる分野にもIoTは役立つ。例えば、建設
会社の中には、インターネットに接続されたウェアラブルデ
バイスで建設作業員の動きを追跡しているところがある。作
業員が重い物を正しく持ち上げているか、怪我のリスクに晒
されていないかをデバイスで判断できる。

データを利用し従業員の価値を計測
　労働者によるネットワークの利用は、労働者に新しいデバ
イスを使わせるだけの問題ではない。労働者がネットワーク
を利用している企業はより多くのデータを生成でき、その
データを使って労働者の生活をさらに改善できる。以下は、
データをどう使えばエンプロイー・エクスペリエンスだけで
なく会社の意思決定を改善できるかを示す一例である。

 ・デロイトUKが開発した Employee Value Index（EVI）
ツールで、組織は従業員一人一人の価値をデータで計測
できる。これは従業員に関する企業の意思決定の改善に
役立つだけでなく、従業員が自分のもたらす価値を提示
できるようになる11。

 ・ツールの活用は、企業にとって従業員の評価をどう行う
か、ビジネスにとって何が本当に重要かを考えるきっかけ
となる。また、おそらく直接的に収益に貢献していないと
いった理由でこれまで過小評価されていたかもしれない
従業員が、会社への実際の貢献度に応じて正しく評価さ
れるようになる。

 ・このツールが利用するデータには、従業員の目標と成績
管理スコア、在職期間、過去の経験、エンゲージメントの
度合いなどが含まれる。また、周囲の環境に関するデータ
も使用する。例えば、ある技術労働者がもたらす価値を、
市場でのそのスキルの希少性に基づいて評価する事も可
能である。

 ・いずれEVIツールは潜在的問題を予見し、適切な解決策
を提案できるようになる。例えば、従業員が長期間にわ
たって休暇を取らず過労になっていないか確認できるよう
になる。

 ・数年分のデータを収集すれば、このツールで新入社員を
プロファイリングし、彼らの得意そうな仕事の種類を予測
できる。また、社内にどのようなスキルを持つ従業員がい
るのか、どのスキルが不足しているかを企業が明確に把握
するのにも役立つ。これは特に、必要な労働力が変化する
ブルーカラーの企業に有用である。

 ・人々は、自分のデータが利用されることを容認するように
なっている。今回の調査では、雇用者が労働者のデータを
収集して労働者の価値を計測することを容認すると答え
た労働者が42%だったのに対し、容認できないと答えた
人は27%であった。
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利用できる新しいツール
モノのインターネット
（IoT）
インターネットに接続する
ことにより、プロセスや意思
決定を改善

ドローン
広大な地域を安全に素早く
調査し監視することで
インフラプロジェクトを
支援

ギグエコノミー
人件費を削減し、柔軟な
働き方を導入

ウェアラブルデバイス
労働者の健康と安全を
モニタリング

職場ツール
職場での連携、生産性、
研修を支援する新たな
プラットフォーム

人工知能（AI）
画像認識、音声認識、自然
言語処理など、幅広い作業
を支援

オートメーション
論理的なルーティンワーク
の時間を短縮し、より付加
価値の高い活動への時間
の割り当て

拡張現実・仮想現実
（AR/VR）
物理的プロジェクトを作業
開始前に可視化

データ分析
データを使って意思決定
を改善

のホワイトカラー労働者はより柔軟な
働き方を望んでいる。同じことを望む
ブルーカラー労働者は43%である。

柔軟な働き方を希望しますか？
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ブルーカラー
労働者

ホワイトカラー
労働者

43%

46%

11%

63%

31%

7%

望んでいる わからない 望んでいない

上位のホワイトカラー労働者は、
仕事の柔軟性を高めるためには雇用の
安定性を諦めるという考えを強く支持している。
ホワイトカラー労働者の56%が安定性より 
柔軟性を重視するのに対し、熟練肉体労働者
はわずか19%である。
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　デジタルトランスフォーメーションの力は、サービス企業に
一歩引いて事業の目的が何かを慎重に考えさせることにな
るだろう。そうすれば、企業のビジネスモデルと、その企業が
行う業務の根本的な再検討が進むだろう。企業は、自らの
中心的業務を構想し直した上で、以下のような多くの重要
問題に取り掛かるべきである。

 ・会社の業務を行うのに最適な人材とテクノロジーの組み
合わせは何か。

 ・従業員と外部の人材との最適な比率は何か。

 ・どこで仕事すべきか。

 ・会社の文化はどのように変わる必要があるか。

 ・労働者はどのようなスキルを必要とするか。そのスキルは
どうすれば開発できるか。

人材とテクノロジーの組み合わせ
　サービス企業は、現在利用できるテクノロジーツールを
使ってどのようにして労働力を増強できるかを検討する必要
がある。前章で検討したように、これらのツールには連携
ツール、ロボット、人工知能などの認知技術、IoT、バーチャ
ルリアリティなどがある。企業は機械の力を使って、もっと効
率的に、もっと多くの作業をこなすことができる。企業はさら
に、人間がどのような価値を付加できるかに焦点を当てて
仕事の残りの部分を再設計すべきである。

どこで仕事すべきか
　利用可能な新しい連携ツールを使えば、一部の企業は、
仕事をする場所の選択肢を増やすことができる。例えば法
律事務所は、弁護士とパラリーガルがオフィスにいなければ
仕事を終えられないだろうか、と問うかもしれない。労働者
がオフィス外で効率良く働けるならば、「中核的」労働環境に
何が残るか、という重要な問いがここから提起される。この
労働環境はどこに置くべきか。どのくらいの面積が必要か。
どのようなスペースにするべきか。労働者同士が連携し交流
できるスペースの価値が大きく高まるかもしれない。

従業員と外部の人材との最適な比率は何か
　ブルーカラー企業に関連する問いの一つに、自社のビジ
ネスモデルにギグエコノミーの原則を適用することはできる
か、という問いがあるかもしれない。例えば、メンテナンス企
業はサービス技術者を雇用する必要があるだろうか。それと
も、労働者が毎朝アプリで仕事を選ぶギグエコノミー・モデ
ルの方が効率的だろうか。

変革への課題
コネクテッド・ワーカーという概念は、従来のビジネスモデルの再検討を
企業に迫っている。サービス企業はどう対応すべきだろうか。
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会社の文化はどのように変わる必要があるか
　サービス企業は、文化、つまり仕事のやり方を形作る価値
と信念と行動の体系に注力する必要が出てくる。文化とは、
新技術とビジネスツールをどの程度、どのくらい迅速に採用
すべきかという重要な意思決定に影響を与える可能性が高
い戦略的関心事である。

労働者は将来どのようなスキルを必要とするか
　新しいビジネスモデルと新技術を採用すると、労働者が新
しいスキルを持つ必要性が高まる。サービス企業は、将来ど
のようなスキルが必要かを戦略的に考える必要がある。ほと
んどの労働者にとって最も重要なスキルは、問題解決、創造
性、プロジェクト管理、聞くこと、判断、意思決定のスキルで
ある。変革のプロセスには、将来の労働力を構築するため
の人員採用とスキルアップの包括的対策が含まれる。

　デジタルな未来に向けてサービス企業を変革するには、
ビジネスのさまざまな部分が緊密に連携する必要がある。
そうすれば、新しいスキルとテクノロジーと職場ツールを戦
略的かつ有機的に導入することに役立つ。

デジタルトランス
フォーメーションの力は、
一歩引いてサービス企業の
中心的目的が何かを慎重に
考えるようサービス企業に
促すだろう

企業文化の重要性
 ・文化は企業にとって絶大な重要性を持つ。デロイ
トの『グローバル ヒューマン キャピタル トレンド 
2016』調査によると、文化が競争における潜在的
な優位性であると考える回答者は82%であった12。

 ・10人中9人に近い回答者（87%）が文化は重要だ
と答え、54%は非常に重要と答えた。これは
2015年より9%多い。

 ・文化の重要性は広く認識されているが、あまりよく
理解されていない。多くの組織が、企業文化の計
測は難しく、その管理はもっと難しいと考えてい
る。企業文化を十分に理解していると考える回答
者は28%にとどまり、「正しい文化」を持つと答え
た人はわずか19%であった。

 ・変革期には企業文化がその成否を決定づける場
合がある。合併、買収、成長、製品サイクルは、企
業の方向性と企業文化が一致しているかどうかで
成否が決まる。

 ・企業文化は、組織図や企業理念の内容とは無関
係に、組織が実際にどう機能するかを定める明示
的・暗示的な報奨システムの集合体である。驚く
ほど多くの企業、2016年の調査では50%以上の
企業が、労働市場の変化と競争の激化に対応し
て、企業文化を変えようとしている。



労働者同士をつなげたり 
ビジネスモデルを 
評価し直したりするために 
必要な作業を行うことは、
将来も存在感を維持したい 
サービス企業にとって 
決定的に重要となるだろう。
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　一般的に、多くのホワイトカラー労働者を雇用する企業の
方がこの移行は進んでおり、雇用する労働者の大半がブ
ルーカラーの企業は移行プロセスのごく初期段階にある。デ
ロイトのコネクテッド・エンプロイーの命題は、本レポートで
論じたトピックの実現を目指すことにある。そうして、従業員
がさまざまなテクノロジーを利用して互いにやり取りするこ
とで、就業日ならいつでも訪問者が従業員をつかまえられる
ようになり、また企業が労働者同士をつなげることのメリッ
トをより良く理解できるようになる。

　労働者同士をつなげたり、ビジネスモデルを見直したりす
るために必要な作業を行うことは、将来に渡り存在感を発
揮したいサービス企業にとって極めて重要になる。投資者は
成長、差別化、利益率改善のための機会を重要だと考える
だろう。

今後の展望
完全なコネクテッド・ワーカーへの移行は今後数年間で加速するだろう。
このプロセスは、企業とそこで働く人々に恩恵を与えるだろう。企業の競争力を
改善する機会となる一方、従業員の生活も改善される。

労働者同士をつなげたり、
ビジネスモデルを
見直したりするために
必要な作業を行うことは、
将来に渡り存在感を
発揮したいサービス企業に
とって極めて重要になる。
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