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人とテクノロジーが新しい働き方をいかに開拓するか

Work 2035
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はじめに

未来を形作るためには、まず未来
を想像しなければなりません。

そして私たちの未来において何よりも流動的な
のは、未来の働き方です。COVID-19のパンデ
ミックにより、多くの組織はほぼ一夜にして働
き方を大変革し、未来の働き方を現在にもたら
さざるを得なくなりました。リモートワークは
「ニューノーマル」になり、企業が事業継続性
を確保するための長期戦略の一部になりつつあ
ります。この先、以前と同じ働き方に戻ること
はありません。それでも、仕事が人として生き
る意味の中心であることに変わりはありませ
ん。仕事は私たちに意味を与えてくれます。労
働は、何世紀にもわたり、人間とテクノロジー
を両輪として、人間の平均余命、繁栄、功績の
目覚ましい進歩を可能にしてきました。

このような労働力、ワークモデル、仕事環境の
関係性はどのように進化して行くでしょうか。
そして、私たちがビジネスリーダー、政策立案
者、個人として、私たちの未来を形作り、私た
ちが望む未来をもたらす原動力を見抜くには、
どうすればよいのでしょうか。

私たちは、米国および欧州で世界的に著名な学
者、ビジネスリーダー、ワーカーの方々に、
2035年の未来の働き方がどのようなものになる
か、それがどのような機会と脅威を内包してい
るか、人々とテクノロジーがどのように連携す
れば価値を生み出せるかを、私たちと一緒に想
像していただけるよう、お願いしました。

この活動では、すべての企業および政府組織が
長期的な戦略計画において直面するに違いない
基本的な問題が提起されました。価値を生み
出すためにワーカーはどのように組織されるで
しょうか。人々はどのようにテクノロジーと連
携するでしょうか、また、ヒューマンマシン
チーミング（人間と機械によるチーム結成）は
実際に出現するでしょうか。ワーカーにはどの
ような新しい機会がもたらされ、どのような新
しい危機に直面することになるでしょうか。政
府や超国家的機関は、新しい労働環境における
ワーカー支援と競争力確保のための規制にどの
ように対応するでしょうか。
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私たちが話し合った先見の明ある人々は、4つ
の異なる未来の働き方について語ってくれまし
た。一方で、弊社の調査では、テクノロジーに
取って代わられるのではないかというワーカー
の危惧、テクノロジーが人々を補完して新しい
ワークモデルが明るい未来の実現を可能にする
という企業側の高い期待が明確になりました。

また、成功が見込まれる組織とは、ポジティブ
な将来のビジョンとワーカーのニーズや期待と
を整合させ、ワーカーとともに未来の働き方へ
の道を歩み、人とテクノロジーの革新的パート
ナーシップを実現しようとするリーダーを持つ
組織であることも明らかになりました。

調査にご協力いただいた皆様に感謝申し上げま
すとともに、未来の働き方についてのビジョン
を共有することで、すべての人のためにそのビ
ジョンを明確な形あるものにすることができれ
ば幸いです。

ティム・ミナハン
Citr ixエグゼクティブバイスプレジデント兼 
最高マーケティング責任者
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Work 2035では、2035年の
働き方の将来像についてさま
ざまな視点から調査し、人と
テクノロジーがどのように連
携して価値を生み出すかを検
証しています。このレポート
は、さまざまな将来像に応じ
たシナリオプランニング、並
びに米国および欧州のビジネ
スリーダーとワーカーへの確
度の高い意見調査から成る2部
構成の調査研究に基づいてい
ます。

シナリオプランニング

本調査の第1部では、人とテクノロジーが連携
して価値を生み出す方法に大きな変化が見られ
るであろう2035年の未来の働き方の予測を試
みています。シナリオプランニング手法は、可
能性と影響に基づいて提示される一連の相互に
排他的な妥当性のあるシナリオを開発するため
の、さまざまな要因（所定の因子、傾向、巨視
的課題、重要度の高い不確実性因子など）を検
討することにより、長期戦略の開発を可能にす
るものです。

弊社では、学界、シンクタンク、多国籍企業の
ソートリーダーからなる諮問委員会を設立しま
した。未来の働き方、技術革新、教育、ビジネ
ス戦略、政策、政府規制、社会動向について、
専門家へのインタビューおよび各界の権威との
討論を重ね、未来の働き方のシナリオの基礎と
なる最も重要な2軸を設定しました。

ワーカー︓ワーカーはテクノロジーによって代
替されるのか、それとも補完（イネーブルメン
トとエンパワーメント）されるのか。

組織︓仕事は大規模な組織による集中型になる
のか、それとも機動性の高い中小企業およびプ
ラットフォーム型ビジネスモデルによる分散型
になるのか。

これらの重要な2軸を使用し、専門家の知見に
基づいて、2035年の労働環境の4つの異なるシ
ナリオを作成しました。



意見調査

本調査の第2部では、第三者機関に意見調査を
委託し、ビジネスリーダーとワーカー（本レ
ポートでは「プロフェッショナル」と総称し
ます）に未来の働き方のビジョンについてイ
ンタビューしました。2019年から2020年にか
けて、既存の大企業と中堅企業それぞれで働
く1,500人以上のプロフェッショナルにインタ
ビューを行いました。

この調査のデータを使用して「補完vs代替」
「集中型vs分散型」に関連する質問への回答を
分析し、4つのシナリオのうち、ビジネスリー
ダーとワーカーが想像する未来に最も近いもの
を突き止めました。また、2020年4月に追加調
査を実施して300人のビジネスリーダーにイン
タビューを行い、世界規模のパンデミックをど
のように乗り越えているか、それが未来の働き
方についての見解にどのように影響したかを調
査しました。

回答者は米国および欧州（英国、ドイツ、フラ
ンス、オランダ）の方々です。この調査では、
金融サービス、医療およびライフサイエンス、
電気通信、メディア&テクノロジー（TMT）、
プロフェッショナルサービス、製造、小売の各
分野に的を絞りました。

7
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主な用語

拡張現実（AR） 
（Augmented Reality）
現実世界に存在する物体がコンピューターで生
成された知覚情報によって拡張される実世界環
境のインタラクティブな体験

エクソスケルトン
（Exoskeletons）
人間の能力を補完、強化、または回復するため
の増幅器として機能するウェアラブルデバイス
（外骨格）

ブロックチェーン
（Blockchain）
ピアツーピアネットワークで接続されている複
数のコンピューター間でデジタル取引の記録を
管理するシステム。これにより、デジタル情報
が分散されますが、コピーはされず、単一の不
変のレコードが作成されます。設計上、ブロック
チェーンはデータの改ざんに耐性があります。

補完（Augmented）
人間と高度なテクノロジーが融合して仕事
に取り組むこと

プラットフォーム型モデル
（Platform model）
デジタル技術を用いてグループ間または個
人間の交流を促進することで価値を創造す
るビジネスモデル

ギグエコノミー /契約社
員 / オ ン デ マ ン ド ワ ー
カー（G i g  e c o n o m y /
Contractors/On-demand 
workers）
正社員とは対照的に短期契約またはフリー
ランスの割合の高さ特徴とする労働市場

人工知能（AI） 
（Artificial Intelligence）
機械、特にコンピューターシステムによる
人間の知能プロセスのシミュレーション



エグゼクティブ
サマリー
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Wrok 2035では、働き方の4つ
の未来像を提示し、テクノロ
ジーがどのようにして人との
関係に革命をもたらし、私た
ちの生産性向上を推進するか
を検討します。

第1部の意見調査で得たデータは、ワーカーと
ビジネスリーダーが未来の労働環境をどのよう
に想像しているかを理解するのに役立ちまし
た。彼らのビジョンは、私たちが提示した4つ
のシナリオのうち、「Powered Productives」
と「Platform Plugins」の２つと最も明確に一
致していました。ほとんどのビジネスリーダー
は、人とテクノロジーの活発なパートナーシッ
プに支えられた強力な企業構造の「Powered 
Productives」社会を期待していますが、ほと
んどのワーカーは、大企業が優位ではなくな
り、多くの職種がテクノロジーに代替される、
はるかに細分化された「Platform Plugins」社
会を予見しています。
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Platform Plugins
（プラットフォームへのプラグ
イン）

ワーカーの補完 
分散型組織

ワーカーの代替 
分散型組織

シナリオ

組織は正社員をほとんど持たず、代わりにテク
ノロジーで補完された大量のオンデマンドワー
カーを利用しています。最大の価値を生む仕事
は、専門的プロフェッショナルの「集合体」に
よって実行される度合いが高くなっています。

洗練されたテクノロジーツールにより、効率的
かつ効果的なリモートワークが可能になり、仮
想現実（VR）プラットフォームを使用して地
球の反対側にいるワーカー同士が同じ環境でト
レーニングや共同作業を行うことができます。

基本データ

 ► ワーカーの66%およびビジネスリーダーの
54%は、2035年に、能力を向上させるため
に体内にチップを埋め込んだ人間が労働市
場で不当な優位性を持つと考えています。

 ► ワーカーの60%は、正規雇用の減少とオン
デマンド型ワークの増加により、政府が労
働慣行をより厳格に規制すると期待してい
ます。

シナリオ

テクノロジーが中小企業の「競争の場を平準
化」し、ライバルの大企業と同等の活動範囲と
規模をもたらしています。AI、機械学習、デー
タキャプチャおよび分析ツールが強力になり、
信頼性が高くなったことで、企業は正社員の大
幅削減が可能になりました。

必要とされるのは、テクノロジーの構築、調
整、チェック、管理を支援するスペシャリスト
であり、通常はフリーランスとして働いていま
す。

基本データ

 ► ワーカーの60%は、2035年までに正社員は
希少になると考えています。

 ► プロフェッショナルの67%は、2035年ま
でに、最も成長率の高い企業はプラット
フォーム型モデルで運営されると考えてい
ます。

 ► プロフェッショナルの63%は、テクノロ
ジーが中小企業にアドバンテージをもたら
す、つまり、各セクターが多くのニッチな
専門企業に細分化されると考えています。

Freelance 
Frontiers 
（フリーランスの最前線）
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Powered 
Productives 
（テクノロジーによる生産性
向上）

Automation 
Corporations 
（自動化を行う企業）

ワーカーの補完 
集中型組織

ワーカーの代替 
集中型組織

シナリオ

組織は、人間とテクノロジーの融合が成功する
ことで、生産性のレベルが向上するというメ
リットを享受しています。データキャプチャの
機会が大量にあるため、ビジネスリーダーは
ワークプレイスとワーカーの状況を常に進化さ
せています。最も洗練された人間と技術の融合
および最も適応力のあるワーカーを擁する企業
が最高の業績を上げ、一部のセクターを独占す
る可能性があります。

ワーカーはより有意義な仕事を楽しみ、論理的
に統合されたテクノロジーによりワーカーの能
力が向上しています。ただし、ワーカーは企業
側によって監視・管理されているデータについ
てどのように感じるかを決める必要があるとい
う点に注意が必要です。

基本データ

 ► プロフェッショナルの77%は、2035年まで
に、AIが意思決定プロセスを大幅にスピー
ドアップし、生産性を高めると考えていま
す。

 ► プロフェッショナルの83%は、2035年まで
に、テクノロジーによって反復的で価値の
低い作業が自動化され、ワーカーがより有
意義な仕事に集中できるようになると考え
ています。

シナリオ

仕事のプロセス全体を管理する最大手企業が新
たな効率性を発見するための最も広い視野を持
ち、新しい技術をより早く採用することができ
るため、ライバルよりも優位に立つことができ
ます。

正規雇用が主流です。人間が行う労働は代替可
能になっていても、人材の重要性は増していま
す。しかし、自動化される職種が増えるにつ
れて、職種が急に変更されることもあり、ワー
カーは仕事と関わり続けるために常に再訓練が
必要です。

基本データ

 ► プロフェッショナルの72%は、2030年まで
に、テクノロジーとAIが人間のワーカーよ
りも多くの収益を組織にもたらし、組織の
年間運営費の多くを吸収すると考えていま
す。

 ► プロフェッショナルの75%は、2035年に、
AIへの投資が組織の成長の最大の推進力に
なると考えています。

 ► プロフェッショナルの57%は、2035年まで
に、AIがビジネス上の意思決定を行う可能
性があり、従来の上級管理職は不要になる
と考えています。



概要
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2035年のビジョン︓

労働環境の4つの未来像

14

専門家の諮問委員会の協力のも
と、2つの重要な疑問を明らかに
しました。

ワーカー︓私たちは、人々がテクノロジーに
よってエンパワーメントされて超生産的にな
るワーカーの補完という未来に直面している
のでしょうか。それとも、テクノロジーとAI
が非常に強力になり、企業が人間のワーカー
を大幅に削減するワーカーの代替という世界
に直面しているのでしょうか。

組織︓仕事と価値創造が集中化され、産業は
少数の巨大企業によって支配されることにな
るでしょうか。それとも、ビジネス環境はよ
り分散化され、柔軟性の高いフリーランス
ワーカーを主とし、プラットフォーム型ビジ
ネスモデルで運営される機動性の高い多数の
中小企業で構成されるようになるでしょう
か。

これらの選択肢を主軸とし、専門家の知見に
基づき、それぞれが2035年に予想される労働
環境を表す4つの異なるシナリオを作成しま
した。

Freelance Frontiers（フリーランスの最前線）
ワーカーの補完と分散型組織の社会

Powered Productives（テクノロジーによる生
産性向上）
ワーカーの補完と集中型組織の社会

Platform Plugins（プラットフォームへのプラ
グイン）
ワーカーの代替と分散型組織の社会

Automation Corporations（自動化を行う企
業）
ワーカーの代替と集中型組織の社会
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次に、これらの新しい労働環境について、米国
と欧州のビジネスリーダーとワーカー（本レ
ポートでは「プロフェッショナル」と総称しま
す）の見解を調査することに着手しました。私
たちは、未来の働き方について、それがもたら
すであろう機会と脅威、人々とテクノロジーが
連携して価値を生み出すことをどのように想定
しているかなど、各自のビジョンを示していた
だくようにお願いしました。

15

ワ
ー
カ
ー
の
補
完

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
代
替

このレポートでは、人間のワーカーとテクノロ
ジーの連携、組織とワーカーの関係性の再構
成、政府の対応など、これらの将来像の多くの
側面を探究します。ビジネスリーダー、政策立
案者、およびワーカーの皆様が、人とテクノロ
ジーの間のポジティブなパートナーシップの計
り知れない可能性に関心を持ち、すべての人に
とって満足する未来の働き方を形作る方法につ
いて考えてくださるきっかけになればと考えて
おります。

図1︓2035年︓4つの労働環境
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テクノロジーの転換点

急速な技術開発と地政学的ランドスケープの急
変は、私たちの生活と働き方を変えつつありま
す。人材がビジネスにとって重要であることに
変わりはありませんが、テクノロジーが最前線
へと躍り出ようとしています。弊社の調査で、
私たちがワークプレイスにおける人々とテクノ
ロジーの関係性の進化の重要な分岐点に立とう
としていることが明らかになりました。

図2︓テクノロジーの転換点︓自分たちの組織が人間のワーカーよりもテクノロジーとAIに
よってより多くの収益を生み出すことになるとプロフェッショナルが考える年

16

プロフェッショナル（ビジネスリーダーとワー
カー）の96%は、テクノロジーとAIが人間の
ワーカーよりも多くの収益を組織に生み出す時
が来ると考えています。そして、その未来は10
年経たないうちに訪れるかもしれません。テク
ノロジーとAIが人間よりも多くの収益を組織に
生み出し始める転換点に到達するとプロフェッ
ショナルが予測している年は、平均で2028年で
す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1%

3%

5%
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3%

10%

4%

7%
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6%



17

この調査で注目している2035年に到達するまで
に、テクノロジーとAIは本当にワークプレイス
を動かすことになります。

 ► プロフェッショナルの91%は、2035年まで
に、自分たちの組織は人間のワーカーより
もテクノロジーとAIに多くを費やすと考え
ています。

 ► ビジネスリーダーの90%は、2035年に、AI
技術への投資が組織の成長の最大の推進力
になると考えています。

人とテクノロジーのポジティ
ブなパートナーシップ

しかし、私たちのデータが描く2035年のイメー
ジでは、人々は労働環境から姿を消していませ
ん。

プロフェッショナルは、ワークプレイスにおけ
るテクノロジーとAIの役割の増大を認めていま
すが、それが人間のパフォーマンスを最適化す
るであろうとも予測しています。プロフェッ
ショナルは、テクノロジーとAIが私たちの働き
方を監視することで、人間の職務行動を学び、
私たちの仕事のスマート化を支援するように進
化すると期待しています。プロフェッショナル
の4分の3以上（77%）は、2035年までに、AI
が意思決定プロセスを大幅にスピードアップ
し、生産性を高めると考えています。

また、プロフェッショナルは、テクノロジーが
言語の壁を取り払い、孤立を減らすことで、人
と人とのつながりを強化する可能性があると予
測しています。2035年までに仕事そのものも、
さらに魅力的になります。プロフェッショナル
の83%は、テクノロジーが価値の低い反復的な
作業を引き継ぎ、人間がより有意義な仕事に集
中できるようになると考えています。

2035年までに、一部のワーカーは、チップを埋
め込んで能力を強化することで、テクノロジー
による補完をさらに一歩進めることになりま
す。これらのチップにより、手をかざすだけで
建物内にシームレスかつセキュアに入館できる
ようになるだけでなく、詳細なデータをキャプ
チャして中継し、ワーカーの状態を常時監視し
て最適化の提案を行えるシステムにフィードす
ることも可能です。プロフェッショナルのほぼ
半数（48％）は、自分のパフォーマンスと報酬
が大幅に向上するならば、チップを体内に埋め
込むことに躊躇しないとしています。しかし、
プロフェッショナルの65%は、能力が強化され
たワーカーのパフォーマンス向上が労働市場で
競争優位性を持ち、人間の能力強化により労働
力の2極化（強化型と非強化型）につながるの
ではないかと懸念しています。
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リーダーシップといえども
自動化は免れません

経営陣は現在と大きく異なる様相になると考え
られます。

プロフェッショナルの4分の3は、2035年ま
でに組織はすべてのビジネス分野を監督する
AIセンター部門を持つようになると考え、プ
ロフェッショナルの69%は、CEOがAI責任者
（CAI）とともにヒューマンマシンチームで働
くようになると考えています。プロフェッショ
ナルの半数以上（57%）は、2035年までに、
AIがビジネス上の意思決定のほとんどを行うた
め、従来型の経営陣はまったく存在しなくなる
と考えています。
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デジタルディスコネクト

しかし、将来に対するプロフェッショナルの皆
様に共通の希望と危惧にもかかわらず、私たち
のデータから、ビジネスリーダーとワーカーの
間に重大なデジタルディスコネクトがあること
が判明しました。これは、未来の働き方に関す
るこのポジティブなビジョンの実現を脅かす可
能性があります。

かけ離れた世界

テクノロジーがワーカーに与える影響に関し
て、リーダーとワーカーは2つの異なる世界に
住んでいます。

このリーダーとワーカーの間のギャップは、テ
クノロジーとAIがもたらす生産性向上の予測か
ら、ワークプレイスで作り出される新しい職種
や新技術のメンタルヘルスへの影響の可能性ま
で、将来のワークプレイスのほぼすべての側面
に当てはまります。リーダーはテクノロジー
とAIがもたらすメリットについて一貫してポジ
ティブであり、ワーカーは働き方の変化の中で
の自分の役割について懐疑的であり、懸念を抱
いています。
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ワーカーのビジョン

ビジネスリーダーのビジョン
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図3︓ワーカーとビジネスリーダーはかけ離れている
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AIは生産性のパズルを解くでしょうか
ビジネスリーダーは、テクノロジーとAIが生産
性を大幅に向上させると考えていますが、ワー
カーはその点に疑念を抱いています。

 ► ビジネスリーダーのほぼ9割（89%）は、
2035年までに、AIを活用したデジタルワー
クスペースが組織内のワーカーの能力と生
産性を向上させると予測していますが、同
じ見解を共有しているワーカーは55%にす
ぎません。

 ► ビジネスリーダーのほぼ4分の3（73％）
は、2035年までに、テクノロジーとAIに
よってワーカーの生産性が少なくとも2倍
になると考えていますが、同じ見解を共有
しているワーカーはわずか39%です。

 ► ワーカーのほぼ3分の2（65%）は、すべて
のビジネスにAIが利用されるようになった
時、組織がAIを使用することで競争上の優
位性を獲得できるかについて、不透明であ
るとしていますが、一方、優位性が不透明
であると考えるビジネスリーダーは16%に
すぎません。

正社員は有期雇用に取って代わられるでしょう
か
ワーカーは正規雇用が急速に過去のものになる
と考えていますが、ビジネスリーダーはそれに
同意していません。

 ► ワーカーの60%は、2035年までに、正社
員は希少になると考えていますが、そうな
ると考えているビジネスリーダーはわずか
19%です。

 ► おおむね、ビジネスリーダーは、2035年ま
でに、ワーカーの5分の1程度が契約社員、
オンデマンドワーカー、フリーランサー
（つまり非正規雇用）になると予測してい
ます。

 ► ワーカーのほぼ3分の2（64%）は、2035
年までに、最も価値の高いスペシャリス
トワーカーはフリーランサーになると考え
ていますが、同じように予想するビジネス
リーダーは39%にすぎません。



ワーカーはテクノロジーによって補完されるで
しょうか
2035年までにワークプレイスで一連のヒュー
マンマシン技術が実装されると考える傾向は、
ワーカーよりもビジネスリーダーの方がはるか
に高くなっています。

 ► ビジネスリーダーの3分の2以上は、2035
年までに、ウェアラブル技術、継続的改善
のためのAIナッジ、ニューロデバイス、パ
フォーマンス強化のためのエクソスケルト
ンが使用されるようになると考えています
が、そのように予測しているワーカーは半
数未満です。

ワーカーの能力とアウトプットは体内埋め込み
型デバイスによって向上するでしょうか

 ► ビジネスリーダーの約8割（77%）は、
2035年までに、皮下に埋め込んだチップと
センサーがワーカーの能力と生産性を向上
させると考えていますが、同じ見解を持つ
ワーカーは43%にすぎません。

 ► ただし、ビジネスリーダーよりもワーカー
の方が、この技術を積極的に受け入れる意
思があります。ワーカーの57%は、チッ
プが安全であり、能力と報酬を大幅に向上
させると確信できれば、チップを体内に埋
め込む意思があるとしていますが、このア
イデアを積極的に受け入れているビジネス
リーダーは31%のみです。

習慣や傾向に基づいて作業を予測して実行するAI 86%

86% 48%

47%

ワーカーごとのAIパーソナルアシスタント 81% 39%

システムとインタラクトするウェアラブル技術 79% 44%

拡張現実（AR）グラス 78% 37%

ニューロリンクテクノロジーによるデバイス制御 75% 31%

パフォーマンス関連の作業を強化するエクソスケルトン 64% 31%

AIナッジによる継続的改善

2035年の人とテクノロジーのパートナーシップ リーダー ワーカー
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図4︓2035年の人とテクノロジーのパートナーシップ - ほとんどのリーダーはAIなどの生産性向上技術が一般的
になると予測していますが、これらのイノベーションが広く普及すると考えているワーカーは半数未満です。



新しい職種と部署︓ワーカーは、現在の職種が
進化する可能性があり、新しい職種が出現する
と考えるよりも、テクノロジーに取って代わら
れるリスクに注目しています。

 ► ほとんどのビジネスリーダーとごく少数
のワーカーは、2035年までに、AIトレー
ナー、ロボットトレーナー、上級データサ
イエンティスト、トラストマネージャー、
プライバシーマネージャーなどの職種が
ワークプレイスに生まれると考えていま
す。

バーチャルリアリティマネージャー 79%

82% 44%

36%

上級データサイエンティスト 76% 35%

プライバシーおよびトラストマネージャー 68% 30%

デザインシンカー 56% 27%

有期雇用者マネージャー 60% 23%

ロボット/AIトレーナー

2035年までに新設される職種または部門 リーダー ワーカー
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図5︓2035年までに新設される部署または部門 - ほとんどのリーダーは新しい職種の誕生を予測しています
が、そのような職種が出現すると考えるワーカーは半数未満です。

 ► 同様に、リーダーの4分の3以上は、組織がAI管
理部門やサイバー犯罪対応ユニットなどの部署
を新設すると考えていますが、2035年までにこ
のようなビジネスユニットを予測しているワー
カーは半数未満です。



一部がテクノロジーに代替される 6%

1% 11%

22%

完全にテクノロジーによって補完される 12% 19%

一部がテクノロジーによって補完される 74% 22%

基本的に変わらない 7% 21%

自分の組織は該当しない 0% 4%

完全にテクノロジーに代替される

2035年までに、経営陣は... リーダー ワーカー

図6︓リーダーシップは代替または補完︖
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リーダーシップの発想転換︓2035年までに、経
営陣の一部またはすべてがテクノロジーに代替
されると予測する傾向はビジネスリーダーより
もワーカーの方が高く（ワーカーの33%に対し
てリーダーの7%）、ほとんどのビジネスリー
ダー（74%）は2035年に経営陣の一部が補完さ
れるのみであると予測しています。
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COVID-19の影響

このたびの危機によって仕事の世界がどのよう
に変わったか、また、それが私たちの未来と未
来へと進む速度にどのように影響したかについ
て、ビジネスリーダーの皆様の考えを明らかに
すべく、追加の意見調査を実施しました。

この調査は、ワーカーの補完と分散型ビジネス
モデルによる「Freelance Frontiers」という
未来の可能性が以前の予測よりも高く、目前に
迫っていることを明らかにしています。

追加の意見調査では、COVID-19の世界的
感染拡大による未来の働き方の変容をビジ
ネスリーダーがどのようにとらえているか
が明らかになりました。

2020年、私たちの生活と働き方はCOVID-19危
機によって変化しました。「未来の働き方」の
いくつかの側面（特に、テクノロジーによって
可能になった在宅勤務の増加）は、ほぼ一夜に
して現実のものになりました。

ワーカーのビジョン

ビジネスリーダーのビジョン

ワ
ー
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現在、ビジネスリーダーは、テクノロジーによ
るワーカーの代替ではなく、テクノロジーによ
るワーカーの補完を見据えています。ビジネ
スリーダーの70%以上は、COVID-19危機によ
り、テクノロジーと比較して人間のワーカーが
ビジネスにとってより重要であると考えるよう
になったと語っています。しかし、人間の生産
性を向上させるにはテクノロジーを利用せざる
を得ません。ビジネスリーダーの71%は、経済
的打撃を補うためにワーカーの生産性を向上さ
せる新しい方法を見つける必要が生じるという
意見に同意し、ビジネスリーダーの68%は、ハ
イレベルの在宅勤務を実現するためにワーカー
の生産性とパフォーマンスを追跡するテクノロ
ジーがますます重要になることに同意していま
す。

もう1つの軸である集中型/分散型ビジネスモデ
ルに関しては、COVID-19危機が企業社会を極
端な分散型に近づけた可能性があります。ビジ
ネスリーダーのほぼ3分の2（65%）は、パンデ
ミックの結果として経済が再形成され、デジタ
ル技術を用いてグループ間や個人間の交流を促
進することによって価値を生み出す「プラット
フォーム型」モデルが主流になると考えていま
す。また、半数以上（54%）は正社員を減らし
て契約社員を増やすモデルに移行すると考えて
おり、リーダーの58%はオフィススペースを削
減する方向です。

企業はCOVID-19危機の大きな影響からの回復
に努めているため、危機がなかった場合よりも
短期間で変化が起こるはずです。人間のワー
カーの価値は上がるかもしれませんが、企業は
効率化による節約を推進し、不確実な世界での
成功を支えることに尽力するようになるため、
可能な限り生産性を高めるには、ワーカーがテ
クノロジーと手を組む必要もあります。
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主な調査結果

 ► ビ ジ ネ ス リ ー ダ ー の 9 3 % は 、
COVID-19危機により、ビジネス運営
において、テクノロジーの重要性と比
較して人間のワーカーの重要性を再評
価したと述べています。

 – 人間のワーカーの方が重要性が高
いと考えているリーダーは71%

 – 人間のワーカーの方が重要性が低
いと考えているリーダーは22%

 ► ビジネスリーダーは、人間のワーカー
よりもテクノロジーとAIによってより
多くの収益が得られるようになる「転
換点」が近い将来にあるとの確信を持
てていないように見受けられます。
COVID-19危機以前の調査では、ビジ
ネスリーダーの93%が2030年までに転
換点に達すると考えていました。これ
はパンデミックの間に55%にまで低下
しました。

 ► オフィススペースから完全に撤退して
全ワーカーを恒久的な在宅勤務にする
可能性があるビジネスリーダーはわず
か6%ですが、オフィススペースを削
減する可能性があるのは58%です。

 ► ビジネスリーダーの86%は、COVID-19危
機がワーカーの構成に影響を与えると述べ
ています。

 – 正社員を削減して契約社員を増員する
モデルに移行すると答えたリーダーは
54%

 – 常勤スタッフの雇用を増やして契約社
員を削減すると答えたリーダーは32%
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第1部︓ 
ワーカーの補完



レポートの第1部では、ワー
カーがテクノロジーによって
代替されるのではなくサポー
トされ、人とテクノロジーの
パートナーシップによって私
たちが今まで以上に生産的に
なる「ワーカーの補完」の2
つの将来像について検討しま
す。

図7︓ワーカーが補完される
2つの社会

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
補
完

Freelance Frontiers（フリーランスの最前線）
「Freelance Frontiers」では、企業は正社員のほと
んどいないスケルトン構造になり、モバイルリモー
トワーカー要員を利用するようになります。

Powered Productives（テクノロジーによる生産性
向上）
「Powered Productives」では、企業は大規模な超
生産的組織になり、人間とテクノロジーの融合の成
功によって強化され、小規模なサービス提供企業の
エコシステムによってサポートされるようになりま
す。
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労働環境 1︓ 
Freelance Frontiers



分散型 | 補完

この労働環境では、仕事は多くの
中小企業に分散され、多くの人々
がフリーランスで働き、ワーカー
はテクノロジーに代替されるので
はなくテクノロジーによって補完
されます。

シナリオの概要
大規模な父性主義的企業の時代は終わりまし
た。労働環境は、機動性の高い中小企業のエコ
システムと、プロジェクトに取り組むために集
散して常に移動・変形するフリーランスワー
カーの集団により構成されています。大企業
は、収益の面では大規模ですが、人員数の点で
は大規模ではありません。

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
補
完

ワ
ー
カ
ー
の
代
替
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仕事は地理的な境界によって制約されなくな
り、物理的に同じ場所にいる必要はほとんどな
く、瞬時翻訳技術により言語の壁は取り払われ
ています。ただし、フリーランスワーカーが成
功するかどうかは、ネット上の評判、記録、評
価に依存します。これらは、仕事関連のデータ
が自動的に反映されて絶えず更新されます。

ワーカーにとって、優れた評価を達成して維持
するにはほぼ一定の努力が必要であり、重労働
かもしれません。「仕事生活」と「私生活」の
間に境界はほぼありません。テクノロジーの強
化がさらに進むと、「敢えて挑む者が勝つ」と
いう事態になります。皮下チップはデジタルト
ラッキングとパフォーマンス向上のレベルを上
げ、一部のワーカーはこのステップへと進んで
います。これにより、労働人口は、テクノロ
ジーによって物理的に強化されている人とそう
でない人という2つに分かれ始めています。
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シナリオの内容 ビジネス

組織は正社員をほとんど持たず、代わりにテク
ノロジーで補完された大量のオンデマンドワー
カーを利用しています。最大の価値を生む仕事
は、専門的プロフェッショナルの「集合体」に
よって実行される度合いが高くなっています。

ワーカー

9時から5時までの時代は遠い過去です。ワー
カーは常に仕事関連のテクノロジーに接続され
ており、働き続けるためにはネット上の評判を
維持する必要があるため、仕事と私生活の境界
はほとんどありません。

政府と社会

企業の空洞化に伴い、人事部門は事実上消滅し
ました。一部の政府はその穴埋めとして介入を
強め、年金（私的年金）の落ち込みを埋め合わ
せるために公的年金を増額しています。その他
の政府は、個人の責任に重点を置き、個人年金
貯蓄を奨励する方向を打ち出しています。
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Freelance Frontiersという未来

は私たちの生活に深く根ざしているため、ス
イッチを切るという選択肢はありません。音声
操作デバイスとウェアラブル技術はいつも身
近にあり、体内埋め込み型マイクロチップやト
ラッカーをはじめとする「皮下埋め込み」技術
などの拡張機能を取り入れる人も増えていま
す。

この将来像では、ギャップを埋めるための施策
が政府によってまったく異なる可能性があると
想像しています。一部の政府、特に欧州では、
以前に企業が担っていた役割を果たすために介
入を強めます。たとえば、ドイツは、年金の不
足を補うために、公的年金の支給額を増やして
います。他の政府は、それとは異なる、個人の
責任を重視する施策をとっています。たとえ
ば、英国と米国では、政府はAIナッジを利用し
て人々の貯蓄習慣を向上させることで、個人年
金貯蓄の推奨・奨励に取り組んでいます。

フリーランスワーカーの雇用、管理、報酬支払
いをサポートするために、高度に合理化された
テクノロジー主導のインフラストラクチャが開
発されました。洗練されたテクノロジーツール
により、ほぼシームレスなリモートワークが可
能になり、仮想現実（VR）プラットフォーム
を使用して地球の反対側にいるワーカー同士が
同じ環境でトレーニングや共同作業を行うこと
ができます。

組織の知識はワーカーの頭ではなくAIを搭載し
た複雑なデータリポジトリに保存されるため、
オンボーディングはほぼ瞬時に行われます。AI
は、関連情報をすばやく検出し、超高速の6G
デジタルネットワークを介して新しいフリーラ
ンサーのデバイスに送信することができます。

評判と信頼性を追跡するテクノロジーがブーム
になっています。これには双方向的な特徴があ
ります。つまり、組織はベストなワーカーをベ
ストな対価で雇用するためにネット上の評判を
維持する必要があり、ワーカーも質の高い仕事
の流れを止めないために評判を維持する必要が
あります。一部のフリーランサーは、最高のオ
ンライン評価を達成してそれを維持するために
ほぼ常に働き、高水準の報酬を要求していま
す。人材が物理的な境界によって制約されなく
なったため、競争は熾烈でグローバルです。

この働き方には多くのメリットがありますが、
従来型企業の空洞化というデメリットもありま
す。たとえば、中小企業はキャッシュフローが
変動しやすい傾向があります。また、ワーカー
のメンタルヘルスへの影響もあります。柔軟性
と不安定さは表裏一体であり、仕事と私生活の
境界は事実上なくなっています。テクノロジー



ある一日︓2035
年の調達マネー
ジャー
私は、現場で簡単に組み立てることができるモ
ジュール式ティンバー（木材）フレーム構造ア
パートを建設する製造会社で働いています。ブ
ロックチェーンにより、当社で使用する木材は
持続可能な供給源から確実に供給され、高度な
データと分析システムにより、木材取引の混乱
を予測して必要な備えを進めることができま
す。

今日、私は夏の繁忙期に先立ってプロジェク
ト要員として雇用された5つのフリーランサー
チーム（「集合体」）を担当しました。そのう
ち3つのチームは、すぐに着手したい新しい製
品ラインの設計者でした。その多くは重複して
いて、以前にも当社で働いたことがあるので、
円滑でした。

他の2つのチームはもっとチャレンジングでし
た。これらのワーカーは、第2シフトの運用支
援として工場に勤務することになっていまし
た。一部の人は、当社のシステムに接続されて
いない個人のスマートヘルメットを持参してい
ました。その他の人は当社のヘルメットを着用
することになりましたが、倉庫にあったものは
合いませんでした。全員の意見をすり合わせ、
他の仕事のオファーが来ても仕事を続けてもら
うことは、いつもながら大変です。幸いなこと
に、1日で引き抜かれた人はいませんでした。

それ以外は、ごく普通の1日でした。配置済み
の「集合体」の統計情報の確認。私たちが計画
した「集合体」への提案事項の検討。届いた
メッセージの追跡でした。
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Freelance 
Frontiersという未
来についての見解
意見調査により、現在のリーダー
とワーカーがこの将来像をどのよ
うに感じているかについてのイン
サイトが得られました。

現在のビジネスリーダーで、フリーランサー
の集合体によって実行される分散型ワークの
「Freelance Frontiers」という未来を予想して
いる人はほとんどいません。ビジネスリーダー
は、オンデマンド型フリーランスワーカーの利
用が増えると考えていますが、おおむね、2035

年までにフリーランサーは労働人口の5分の1を
占めるのみであると推測しており1、2035年ま
でに高価値のスペシャリストワーカーの大多数
がオンデマンド型フリーランスワーカーになる
と考えているリーダーは39%です。

1 現在（2018年の数値）、自営業は米国の雇用の約6%、英国の総雇

用の15%を占めています。 

https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm#indicator-chart
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「能力を向上させるために体内にチッ
プを埋め込んだワーカーが労働市場
で不当な優位性を持つと考えるプロ
フェッショナルは 62%」



政府が労働慣行をより厳格に規制することにな
ると考えているビジネスリーダーはごく少数
（22%）ですが、正規雇用の減少とオンデマ
ンド型の働き方の台頭により、多くのワーカー
（60%）はそのようになると考えています。し
かし、多くのワーカー（60%）とビジネスリー
ダー（73%）は、2035年に、ワーカーのメンタ
ルヘルスモニタリングの実施が政府によって規
制化されると考えています。

そのほかにも、この社会には、現在のプロ
フェッショナル（ビジネスリーダーとワーカー
双方）の共感を呼ぶ側面がいくつかあります。
プロフェッショナルの約8割（79%）は、スペ
シャリストワーカーの給与と手当が増加すると
考えており、プロフェッショナルの約4分の3

（73%）は、テクノロジープラットフォームに
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より高度に専門的な人材を利用できるようにな
ると考えています。プロフェッショナルの約3

分の2（64%）は、柔軟な働き方を可能にする
ために、ワーカーがARグラスなどの個人向け
ハイテク機器を必要とするようになると考えて
います。

また、「次のレベル」の補完がワーカーの分断
を生み出すということも強く感じています。
驚くべきことに、私たちのデータでは、プロ
フェッショナルの約3分の2（65%）が、労働人
口はテクノロジーで補完された人とそうでない
人という2つに分かれると考えていることが明
らかになりました。ワーカーの66%およびビジ
ネスリーダーの54%は、能力を向上させるため
に体内にチップを埋め込んだワーカーが労働市
場で不当な優位性を持つと考えています。

図8︓2035年までに契約社員また
はオンデマンドワーカーになると
予想される労働人口の世代別割
合 - 「2035年までにオンデマンド
ワーカーが労働人口に占める割合
が高くなると予想する傾向は若者
の方が強い」
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労働人口の50%以上（Q4）
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未来はもう来て
いるでしょうか
スウェーデンではすでに数千人が
体内埋め込み技術を受け入れてい
ます。

1 NPR: “Thousands Of Swedes Are Inserting Microchips Under 

Their Skin”: https://www.npr.org/2018/10/22/658808705/

thousands-of-swedes-are-inserting-microchips-under-their-

skin?t=1583319756225

スウェーデンは、バイオハッキング技術の導入
で世界的に注目されました。すでに4,000人以
上がこのブームに乗り、米粒サイズの小さなマ
イクロチップを手に埋め込んでいます1。

これらのチップは、鍵やカードの代わりになる
ほか、広範囲にわたるユーザーのデジタルフッ
トプリントとの適切な接続を可能にするだけで
なく、人とテクノロジーのパートナーシップに
大きな発展をもたらす可能性もあります。
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主な調査結果

「Freelance Frontiers」労働環境における人材
の確保・管理︓

 ► ビジネスリーダーの80%は、テクノロジー
プラットフォームにより高度に専門的な人
材を利用できるようになると考えていま
す。

 ► ビジネスリーダーの85%は、スペシャリス
トワーカーの獲得競争が激しくなるにつれ
て、スペシャリストワーカーの給与と手当
が増加すると考えています。

 ► プロフェッショナルの64%は、シームレス
で柔軟なリモートワークを可能にするため
に、ワーカーがARグラスなどの個人向け
ハイテク機器を必要とするようになると考
えています。

「Freelance Frontiers」労働環境において政府
が果たす役割︓

 ► プロフェッショナルの64%は、2035年ま
でに、メンタルヘルスモニタリングの実施
が政府によって規制化されると考えていま
す。

 – これは、欧州諸国（英国︓67%、ドイ
ツ︓ 68%、フランス︓68%、オラン
ダ︓64%）よりも米国（54％）で著し
く低くなっています。

 ► ビジネスリーダーの22%（ワーカーの60%
に対して）は、正規雇用の減少とオンデマ
ンド型ワークの増加により、政府が労働慣
行をより厳格に規制しようと努めると期待
しています。
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労働環境 2︓
Powered Productives



集中型 | 補完

この労働環境では、大量の正社員
を抱える大企業がほとんどのセク
ターで優位になり、人間のワー
カーはテクノロジーとの超生産的
なパートナーシップによって支え
られています。

シナリオの概要
この労働環境では、ワーカーと組織双方の利益
のために生産性と効率を向上させるテクノロ
ジーを目撃することになります。この労働環境
の基礎は、人とテクノロジーのポジティブで超
生産的なパートナーシップです。大企業は依然
として優位性を保ち、多くの人々を雇用し、手
厚い福利厚生を提供していますが、ワーカーは
補完によって形を変えて強化されています。

ワ
ー
カ
ー
の
補
完

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
代
替
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テクノロジープラットフォームは絶えずワー
カーをスキルアップし、行動習慣のモニタリン
グで得た豊富なデータを使用して何が最も効果
的かを学習し、最適なパフォーマンスを発揮で
きる行動習慣へとワーカーを「ナッジ」(自発
的行動を促すこと）します。企業は、テクノロ
ジーの洗練度とワーカーの適応性に基づいて大
きく差別化されます。

「Powered Productives」ワー
クプレイスの原動力となるテ
クノロジー︓

 ► AIナッジによる継続的改善

 ► システムとインタラクトするウェアラブル
技術

 ► ワーカーごとのAIパーソナルアシスタント

 ► 拡張現実（AR）グラス

 ► ニューロリンクテクノロジーによるデバイ
ス制御

 ► パフォーマンス関連の作業を強化するエク
ソスケルトン

 ► 習慣や傾向に基づいて作業を予測して実行
するAI

 ► 音声操作デバイス

 ► 仮想現実

 ► AIを活用したデジタルワークスペース

 ► ワーカーの皮下チップとセンサー

人とテクノロジーのワークプ
レイスパートナーシップ

テクノロジーの進歩は、人とテクノロジーの
パートナーシップを新たな高みへと導き、ポジ
ティブな両者関係を生み出します。

人とテクノロジーのパートナーシップは、その
原点から大きく変化しましたが、多くの場合、
オペレーターによる機械システムの制御、監
視、データ収集を可能にし、反復学習によって
時間経過に伴うシステムのプログラム変更が行
えるようになっています。

高度なタッチスクリーンや音声認識、ジェス
チャー認識などのツールは、今やオフィスにも
家庭にも普及しています。テクノロジーの成熟
に伴い、これらのパートナーシップは以前より
も豊かで、高度になっていきます。

また、テクノロジーはより直感的になり、より
快適なものとして融合し、インタラクションが
容易になり、デバイスへの依存度が低くなりま
す。

ワークプレイスでは、情報技術による自動化で
反復的な作業を含む仕事の負担が低減され、創
造性や学習能力など、人間ならではのスキルが
価値を生み出すことになります。
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シナリオの内容

ビジネス

組織は、人間とテクノロジーの融合が成功する
ことで、生産性のレベルが向上するというメ
リットを享受しています。データキャプチャの
機会が大量にあるため、ビジネスリーダーは
ワークプレイスとワーカーの状況を常に進化
させています。最も的確な融合および最も適応
力のあるワーカーを擁する企業が最高の業績を
上げ、一部のセクターを独占する可能性があり
ます。自然言語処理技術と翻訳技術の開発によ
り、言語の壁が取り払われ、地域を超えたワー
カーの拡大が容易になります。

ワーカー

ワーカーはより有意義な仕事を楽しみ、テクノ
ロジーはワーカーの能力をシームレスに向上
させます。ただし、ワーカーは企業側によっ
て監視・管理されているデータ（ワーカーに
とって最も価値ある資産）についてどのように
感じるかを決める必要があります。一部の企業
は、データの権利譲渡に同意したワーカーに
ボーナスを支給しています。その他の企業は、
ワーカーの特権として「データ保護/プライバ
シー」をオファーしています。

政府と社会

一部の政府、特に欧州では、ワーカーのデータ
を保護し、企業側が取得および管理できるデー
タを制限しようとしています。いくつかの国際
的な標準規格が策定され、世界中の主要都市の
連合が協調して行動を開始し、共同規制を実施
しています。しかし、地域間には依然として食
い違いがあるため、企業はより小さなデータ
プールに基づいてテクノロジーを開発し、個々
の市場ごとにテストを行う必要があります。
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Powered Productivesという未来

ほとんどのワーカーはデータ共有のメリット
に価値があることに同意しているようです
が、機密性の高いデータを持つワーカーは
「プライバシー優先」認定のワークプレイス
で働くことができます。これらの企業は、
データ集約型の競合他社に比べてアドバン
テージの多くを失っていますが、プライバ
シー認定は、マーケティングの立ち位置を支
援し、自分に関するデータの共有に慎重な能
力の高いワーカーを採用できるため、雇用に
関しては重要なアドバンテージになります。

大企業が特定のセクターを支配しています
が、中小企業は依然として世界経済の重要部
分であり、超生産的な大企業に費用対効果の
高いサービスを提供しています。また、生
産性を高める独自のテクノロジープラット
フォームも実装しています。ただし、イノ
ベーションは大企業内で起こる傾向がありま
す。あるいは、大企業のベンチャーキャピタ
ル部門から資金提供を受け、すぐに組織の本
体に吸収されます。大企業は流動的であり、
製品やサービスを絶えず進化させており、一
部の巨大企業は原点がどこなのかを思い出す
のが難しいくらいです。

人間のワーカーと緊密に融合したテクノロ
ジー一式が効率と生産性を向上させていま
す。「AI-ngels」（AIを活用したカスタムメ
イドのデジタルアシスタント）は、豊富な個
人データとワークプレイスデータを利用し
て、ワーカーが作業時間の優先順位を最も効
果的に判断するのを手助けします。たとえ
ば、参加者の血糖値から1日の時間帯ごとの
ワーカーの感情に至るまで、さまざまな因子
に基づいて、最も効果的な時間に会議が開催
されるようにスケジュールを設定できます。
さらに、会議中は、内容に対する集中度と態
度をモニタリングし、適切な調整を促すこと
ができます。

他の企業よりも複雑なアルゴリズムを構築し
ている企業もあります。企業のアルゴリズム
の洗練度とデータキャプチャのレベル（一部
のワークプレイスでは、データ利用の拡大と
引き換えに高い賃金を提供しています）は、
企業の成功に大きく影響しています。

ワーカーがこのレベルの監視について不快感
を表明した場合でも、企業側はそれをポジ
ティブに利用すると主張します。たとえば、
AIは、悪戦苦闘しているワーカーをすばやく
認識し、生産性を向上させるための「ブース
ト」モードを実行に移します。社内および社
会全体で、超えてはならない一線をどこに引
くかという議論がなされています。一部の政
府は厳格な法規制による介入を試みました
が、これにより、企業はワーカーを他の場所
に移動させる傾向をたどりつつあります。
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ある一日︓2035
年のヒューマン
アナリティクス

今日、私たちは四半期ごとの定例会議を開き、
各部署について話し合いました。私は金融サー
ビス会社の音声アシスタントチームのデータサ
イエンティストです。当社では、世界中の人々
が音声認識を使用して取引を行うことで、詐欺
を減らし、世界中の取引をスピードアップでき
るようにしています。ご想像のとおり、1日に
数十億にのぼるドル、ユーロ、ポンド、円、元
の送金を当社のソフトウェアが検証していれ
ば、エラーの余地はありません。

私は統計の概要を経営陣に伝えました。私の
チームの勤務時間は1日平均9.3時間で、その時
間内の生産性は85%でした。また、ワーカー
用のメッセージングプラットフォームでは否定
的で感情的な内容が増加し始めていましたが、
まだ通常のレベル内であるとすぐに判断しまし
た。

すべてのヒューマンアナリストと同様、私のス
クリーンにはテキストマイニングボットの結果
を表示するダッシュボードがあり、（プライバ
シー制限のある領域の外で）書いたり言ったり
していることに基づいてワーカーの感情の起伏
を追跡し、何かが起こりそうであるという警告
を発します。

会議の終わりまでに、取締役は、エンジニアを
自然言語処理（NLP）に配置転換するよう、他
の部署に割り当てを行いました。オンボーディ
ング時間を考慮しても、戦力の増強によって平
均勤務日は8.5時間に短縮されると見積りまし
た。四半期のあいだ8.7未満であれば、会社に
とってかなりの節約になるので、それが私たち
の務めになりました。

その日の残りの時間は、その目標を達成する方
法を見つけるための緊急会議が招集され、南北
アメリカのスーパーバイザー全員、そして夜遅
くなってアジアがオンライン電話会議に参加し
ました。



Powered 
Productivesとい
う未来について
の見解
意見調査により、現在のリーダー
とワーカーがこの将来像をどのよ
うに感じているかについての知見
が得られました。

これは、今日のビジネスリーダーが構想する未
来に最も近い社会です。ほとんどのリーダー
（81%）は、正社員が2035年までに希少になる
とは考えていませんが、未来の働き方には、企
業システムとインタラクトするウェアラブル技
術、パフォーマンスの向上に向けてワーカーを
「ナッジ」するAI、拡張現実（AR）グラス、
AIパーソナルアシスタントといった特徴がみら
れると確信しています。

ビジネスリーダーとワーカーはどちらも、AI
が生産性を向上させると考えています。プロ
フェッショナルの4分の3以上（77%）は、
2035年までに、AIが意思決定プロセスを大幅に
スピードアップし、生産性を高めると考えてい
ます。

45

「プロフェッショナルの 4分の 3以上
（77%）は、2035 年までに、AI が意
思決定プロセスを大幅にスピードアッ
プし、生産性を高めると考えています」
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さらに、ビジネスリーダーとワーカー双方は、
おおむね、テクノロジーの監視機能に対して極
めて寛大です。プロフェッショナルの79%は、
パフォーマンスと報酬が大幅に向上するのであ
れば、テクノロジーが自分たちを監視して改善
を支援することを受け入れるとしています。

このような働き方がメンタルヘルスに与える影
響については、意見が分かれています。プロ
フェッショナルの83%は、2035年までに、テ
クノロジーによって反復的で価値の低い作業が
自動化され、ワーカーがより有意義な仕事に集
中できるようになると考えています。ただし、
プロフェッショナルのほぼ3分の2（64%）は、
拡張現実（AR）がワーカーのメンタルヘルス
に悪影響を与えることを懸念しており、引用の
頻度が最も高かった倫理上の問題は「テクノロ
ジーの過飽和によるワーカーの燃え尽き症候
群」であり、「デジタルエクスクルージョンは
差し迫った社会問題になりつつある」が僅差で
2位でした。

プロフェッショナルの3分の2以上（67%）は、
経営陣が、絶えず接続されているという予想へ
の対応として、ワーカーのメンタルヘルスプロ
グラムへの投資を大幅に増やす必要性が生まれ
ると考えています。ただし、興味深いことに、
「テクノロジーの強制的なダウンタイム」は、
対策として想定されていません。2035年に過剰
な活動やデータによる燃え尽き症候群を防ぐた
めに企業側がダウンタイムを強制することにな
ると考えているビジネスリーダーは21%にすぎ
ません。

ほとんどのビジネスリーダー（79%）は、テク
ノロジー企業が適切に競合して独占を回避する
ために、政府が法律を強化すると予想していま
す。



47

主な調査結果
現在のプロフェッショナルの半数
は、2035年までに、テクノロジー
とAIによってワーカーの生産性が2
倍以上になると考えています。

図9︓ワーカーとビジネスリーダーが予想す
る、2035年までにテクノロジーとAIによっても
たらされる人間のワーカーの生産性向上率

テクノロジープラットフォームによる生産性の
向上

 ► プロフェッショナルの79%は、2035年に、
テクノロジーとAIが人間のワーカーのスキ
ルアップに重要な要素になると考えていま
す。

 ► プロフェッショナルの77%は、2035年まで
に、AIが意思決定プロセスを大幅にスピー
ドアップし、生産性を高めると考えていま
す。

次のレベルのリーダーシップ

 ► ビジネスリーダーのほぼ4分の3は、2035
年までに、経営陣がテクノロジーによって
部分的に補完されると考えています。

データプライバシーとデータメリットの判断

 ► プロフェッショナルの79%は、パフォーマ
ンスと報酬が大幅に向上するのであれば、
テクノロジーによる監視と作業習慣改善の
支援を受け入れるとしています。

 – 米国のワーカーとリーダーは、欧州よ
りも消極的です。私たちの調査では、
監視を受け入れるとしたプロフェッ
ショナルが欧州各国で平均81%である
のに対して、米国では73%にとどまっ
ています。

補完のための体内埋め込み

 ► プロフェッショナルの48%は、データチッ
プの安全性と仕事へのメリットを確信でき
ればデータチップを体内に埋め込むとして
います。

 – テクノロジーの埋め込みを表明してい
るワーカーが57%であるのに対し、ビ
ジネスリーダーはわずか31%です。

 – チップを埋め込むと回答したのは、18
～23歳が48%であるのに対し、31～
42歳は57%です。

26～50% 14%

1～25% 6%

51～75% 13%

76～100% 14%

101～125% 16%

126～150% 11%

151～175% 10%

176～200% 6%

201～225% 3%

226～250% 2%

251～275%

276～300%

1%

1%

0% 3%（人間のワー
カーの生産性を
向上させること
はない）
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第 2部︓ 
ワーカーの代替



ほとんどのビジネスリーダー
はワーカーの補完という未来
の労働環境を予測しています
が、私たちの調査ではほとん
どのワーカーが全く異なる未
来を予想しています。次のセ
クションでは、代替の次元に
ある2つの社会について検討
します。これは、現在のワー
カーのほとんどが想定してい
る、ワーカーがテクノロジー
によって補完されるのではな
く、テクノロジーに代替され
る未来です。

Platform Plugins（プラットフォームへのプラ
グイン）
「Platform Plugins」労働環境の特徴は断片化
です。大企業はもはや競争上の優位性を持た
ず、主にテクノロジーを原動力とする中小企業
が支配する労働環境になり、人間のワーカーは
臨時雇用となります。

Automation Corporations（自動化を行う企
業）
「Automation Corporations」労働環境の特徴
は不安定さです。大企業は依然としてビジネス
界を支配し、人間のワーカーを雇用し続けてい
ますが、ワーカーは定期的に再訓練を受け、古
い職種が廃止されると新しいポジションへと異
動されます。

図10︓ワーカーが代替される
2つの社会

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
代
替
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労働環境 3︓ 
Platform Plugins



分散型 | 代替

この労働環境では、中小企業が大
企業よりも競争上の優位性を持っ
ていることが多く、多くの職種
がテクノロジーに代替されてい
ます。多くの企業は、プラット
フォーム型モデル、つまり、生産
者と消費者間のやりとりを容易に
するビジネスモデルで運営されま
す。フリーランスワーカーは、こ
れらのプラットフォームに「プラ
グイン」します。

ワ
ー
カ
ー
の
補
完

分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）

ワ
ー
カ
ー
の
代
替
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シナリオの概要

テクノロジーが中小企業の「競争の場を平準
化」し、ライバルの大企業と同等の活動範囲と
規模をもたらしています。AI、機械学習、デー
タキャプチャおよび分析ツールが強力になり、
信頼性が高くなったことで、企業は正社員の大
幅削減が可能になりました。

必要とされるのは、テクノロジーの構築、微調
整、チェック、管理を支援するスペシャリスト
です。主に、これらのスペシャリストはワー
カーではなく、オンデマンドで企業間を移動す
る、引く手あまたのフリーランスワーカーで
す。介護や医療など、高度化したツールで簡単
に代替がきかない分野でも人々は働き続けてい
ますが、これは、労働者間の格差と社会的不平
等が拡大していることを意味します。
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シナリオの内容

ビジネス
中小企業はテクノロジーを利用して「デジタル
世界での大規模化」を実現できるため、大企業
は比較的小規模なライバルに対するアドバン
テージがあまりありません。ブロックチェー
ンを活用した流通産業の合理化によるグロー
バルサプライチェーンの効率化と商品の輸送コ
ストの大幅削減も、中小企業の援軍になってい
ます。しかし、3D印刷の台頭により、多くの
メーカーが消費者基盤に近い場所で必要な量の
製品を製造・認証できるようになったため、世
界中で商品を物理的に移動する必要性も低下し
ています。

ワーカー
多くの職種がテクノロジーに代替されました。
大量失業は起こっていませんが、ギグワーカー
やフリーランスという働き方がかなり一般化し
ています。

政府と社会
ギグエコノミーにシフトするワーカーが増えた
ので、福利厚生と年金制度は崩壊しました。20

世紀の社会契約は大部分が消え去り、中産階
級は空洞化しました。新たに誕生したギグワー
カー組合により労使交渉のバランスはいくぶん
回復しましたが、最終的には、ほとんどの国で
セクターごとの交渉が行われており、政府によ
る監督も限られています。
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Platform Plugins
という未来

企業は、機械学習プラットフォームと公開され
ているデータセットを利用してAI対応のテクノ
ロジーを構築したため、必要な人員はごく限ら
れています。失業は低賃金の仕事に集中してい
ます。テクノロジーにより作業が極めて簡単に
終わるようになったため、事務員、経理担当、
レジ係、顧客サービス係、データ入力といった
職種が大量に廃止されました。

ただし、一部の職種では人間の方がテクノロ
ジーよりもはるかに優れています。たとえば、
美容師、理学療法士、医療助手、インテリア
コーディネーターは、仕事を続けています。実
際、パーソナルケア、美容、福祉の分野は、人
口動態の変化とストレスレベルの上昇により需
要が増加しているため、大幅な成長を遂げてい
ます。

もう1つの成長分野は、高度なスキルを持つ技
術職です。AIは多くのことをできるようになり
ましたが、アウトプットを人間が定期的に評価
する必要があります。これは高度なスキルを必
要とする仕事であり、オンデマンド型ワークプ
ラットフォームを介して、契約ベースでスペ
シャリストが作業にあたります。これにより、
企業は必要に応じたスケールアップが可能で
すが、「サージプライシング」（需要が急増す
ると価格が高騰する料金体系）であるため、繁
忙期にはより多くの賃金を支払う必要がありま
す。

また、最新のテクノロジーとデータセットを活
用して構築された中小企業の数も劇増していま
す。これには、データブローカー（AI開発者に
適用される広範囲に及ぶ複雑な規制を遵守し
つつ、AIモデルの構築に必要なデータセットと
AI開発者をつなぐ役割）、サービスコンサルタ
ント（非技術系企業が購入すべきフィードとサ
ブスクリプションをアドバイス）などがありま
す。

かつては、大手企業だけが、AIを導入する余裕
があり、AIの動力源となる大量のデータを収集
できたので、AIの活用は大手企業だけのもので
した。しかし、大企業にこのようなアドバン
テージはなくなりました。仲介業者がデータの
収集と貸し出しを行っているので、中小企業は
AIで得られた知見を、時には大企業よりも革新
的な方法で、自分たちの実務に利用できます。
また、大企業において統合に時間のかかるレガ
シーシステムも中小企業にはありません。多く
の消費者は、汎用モデルを選択するよりも、自
分のニーズに特化したサービスの利用を選択し
ており、これは、中小企業が大企業からかなり
の市場シェアを獲得することを意味します。



55

ある一日︓2035
年のサービスマ
ネージャー
当社は医療系企業であり、各種の医療行為にか
かる負担額の設定に重点を置いています。私は
当社のほとんどのベンダーとの関係を管理して
います。私たちの仕事の多くは、病室から送ら
れてくる診療記録と音声録音のデータに基づい
ています。これらのデータにより、それぞれの
医療行為の正確な時間と適切な準備に必要なス
キルレベルが推定されます。やりとりの機密性
やデータ漏洩のリスクを考えると、非常に神経
を使う仕事です。

当社では数年前に、経理、IT、カスタマーサー
ビスの各部門を廃止しました。現在、ほぼすべ
てのワーカーは、データ保護またはデータ分析
を専門としています。私は勤務時間のほとんど
を後方業務に費やしています。

私の仕事は、代わりに取得したすべてのサービ
スが正常に機能していることを確認し、より良
いオプションがないか、市場を調査することで
す。

私の1日のほとんどは、古いサービスから新し
いサービスにデータを移行し、不具合がないか
テストすることに費やされてきました。しかし
昨日、購入したデータの一部が破損していると
いう政府の警告を受け取りました。当社のAIプ
ラットフォームにフィードする患者データ会社
の1つに、人口統計データが含まれていました。
医療行為の時間と難易度だけではなく、人種や
民族性に基づいて異なる負担額を提示していた
可能性があります。ニュースではよく目にしま
すが、自分が体験するのは初めてです。

ほかの社員は、過去の負担額をさかのぼって、
当社の販売に、Algorithmic Non-Bias Act（偏見
的アルゴリズム規制法）またはEUのプライバ
シー規制に違反したものがないかどうかを確認
しています。その間、私は自分のデジタルアシ
スタントと社の弁護士サービスとともに、過去
の契約を調べ、どの時点でデータの責任を負う
ようになるかを確認しています。



Platform Plugins
と い う 未 来 に 
関する見解
意見調査により、現在のリーダー
とワーカーがこの将来像をどのよ
うに感じているかについての知見
が得られました。

労働環境がより小さく、より機動性の高いビジ
ネスを支持する傾向になり、ビジネスの運営方
法が大幅に分散化されるといる点では、ある
程度の同意が見られます。プロフェッショナ
ルのほぼ3分の2（63%）は、2035年までに、

テクノロジーが中小企業にアドバンテージをも
たらす、つまり、各セクターは多数のニッチな
専門企業に細分化されると考えており、プロ
フェッショナルの66%は、成長率の高い企業
はプラットフォーム型モデルで運営されるよう
になると考えています。しかし、全体として、
「Platform Plugins」労働環境はワーカーの予
測であり、ビジネスリーダーはそれを予測して
いません。ワーカーは高いレベルの「代替の不
安」を表明しており、安泰で永続的な職種がす
ぐに過去のものになるのではないかと恐れてい
ますが、ビジネスリーダーはおおむね正規雇用
が主流になると確信しています。

「プロフェッショナルの3分の2は、
2035年までに、最も成長率の高い
企業はプラットフォーム型モデルで
運営されると考えています」
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主な調査結果

ワーカーの34%は、2035年まで
に、自社内の職種の50%以上がテ
クノロジーまたはAIに代替される
と考えています。

Platform Pluginsの「プラットフォーム」︓

 ► プロフェッショナルの67%は、2035年ま
でに、最も成長率の高い企業はプラット
フォーム型モデルで運営されると考えてい
ます。

 ► プロフェッショナルの63%は、テクノロ
ジーが中小企業にアドバンテージをもたら
す、つまり、各セクターが多数のニッチな
専門企業に細分化されると考えています。

正規雇用︓

 ► ワーカーの60%は、2035年までに正社員は
希少になると考えています。.

2%1～10% 9%

–0% 3%

45%11～20% 10%

42%21～30% 14%

9%31～40% 15%

1%41～50% 15%

*51～60% 15%

*61～70% 10%

*71～80% 6%

*81～90% 2%

*91～100% 1%

ビジネス
リーダー ワーカー

図11︓ワーカーとビジネスリーダーが2035年ま
でにテクノロジーまたはAIに代替されると考えて
いる割合
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労働環境 4︓Automation Corporations 
（自動化を行う企業）



集中型 | 代替

労働環境は依然として大企業に
よって支配されていますが、労働
力がテクノロジーに代替されてい
るため、大企業は「自動化を行う
企業」になりました。

シナリオの概要
今までどおり、大企業は存続し、優位に立って
います。正規雇用が主流です。「従業員」の定
義を広げる政府の法規制が厳しくなっているこ
ともあり、ギグエコノミーは働き方として優位
にはなっていません。しかし、この労働環境の
特徴はボラティリティ（価格変動の大きさ）

です。自動化される職種が多くなるにつれ、職
種はシフトし、従業員は常に身構えていなけれ
ばなりません。新しい部署が新設され、新しい
専門分野が必要とされているため、従業員は適
性を維持するために再訓練を続ける必要があり
ます。企業は、従業員の一部を代替する最良の
方法を見つけるために、かなりの予算を研究開
発に投資しています。ただし、リーダーが自分
の仕事を代替する方法を見つけてしまうリスク
があります。最も複雑な職務でさえもテクノロ
ジーに取って代わられるため、経営陣はすでに
再編成され、スリム化されています。

ワ
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ー
の
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分散型ワーク（組織）

集中型ワーク（組織）
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シナリオの内容

ビジネス
仕事のプロセス全体を管理している最大手企業
は、新たな効率性を発見するための余地が最も
大きく、新しい技術をより早く採用できるた
め、ライバルよりも優位に立つことができま
す。人間の労働が代替可能になるのに伴い、
人材がより重要になります。すべてのオフィス
のマシンを最大限に活用するには、マシンの構
築、管理、ガイドを誰かが行わなければなりま
せん。

ワーカー

職種は絶えず変化しており、ワーカーは、以前
の仕事がなくなれば、ある職種から次の職種へ
と移動することになります。キャリアという概
念は過去のものとなり、「サイクル」で次の仕
事につくまで仕事を続けることが人々の話題の
中心になっています。

政府と社会

大量失業はなく、政府はベーシックインカム
（UBI）を導入する必要性を感じていません。
ただし、全体的に職は少なく、低スキルと高ス

キルの職の割合が増えているため、中程度のス
キルの職の「空洞化」が進んでいます。また、
雇用の質と報酬のレベルの点で、大企業とその
他の中小企業の格差が拡大しています。これは
ほとんどの国で不平等の拡大を引き起こし、政
府は行動を起こさなければなりませんでした。

一部の政府は、法律上の壁を設けることによっ
て「代替の流れ」を食い止めようとし、多くの
政府は「従業員」の定義を広げて、雇用の保護
と権利が非標準労働者（フリーランサーと短期
ワーカー）にも適用されるようにしました。自
動化調整支援、中途採用教育のための助成金、
さらには堅調な雇用市場に移行するためのモビ
リティ助成金も先進諸国で普及しているため、
ワーカーはキャリアを次の自動化できないポジ
ションに方向転換することができます2。

2The OECDʼs 2019 Future of Work report discusses 

the likelihood of changes like these, and suggests 

some of these government responses as the direction 

that policymakers need to take. https://www.oecd.org/

employment/Employment-Outlook-2019-Highlight-EN.pdf 
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Automation Corporations
という未来

手間のかかる日常作業は着々とテクノロジーに
引き継がれています。つまり、2035年に大手企
業で働くことは、やりがいのある経験かもしれ
ませんが、波乱に富む可能性もあります。多く
の企業は、生産性の向上とコスト管理に重点を
置いて自社運営の研究開発に多額の投資を行っ
ており、大量のワーカーを消耗品にしてしまう
方法を探っている場合もあります。多くの人が
恐れていたにもかかわらず、これによって人間
のワーカーの必要性がなくなることはありませ
んでしたが、職種は絶えず変化しており、ワー
カーは、以前の仕事がなくなれば、ある職種か
ら次の職種へと移動することになります。仕事
を失ったすべてのワーカーには、より良い何か
のために再訓練を受けられる見込みがあり、す
べてのワーカーは次の昇進に有効な学習ができ
る可能性があります。

ロボットトレーナー、AIトレーナー、VRマ
ネージャーなどの新しい職種が生まれ、それ
ぞれの組織にはAIセンター部門が設けられ、
ヒューマンマシンチームでCEOと協力してビジ
ネス上の意思決定を行う最高AI責任者が任命さ
れています。
 

過去10年間の主な成長分野の1つは、自動化プ
ロセスの加速を可能にする企業です。視覚認
識、自律移動、ロボット工学を専門とする企業
の需要が高まっています。最大手企業はこれら
の作業の一部を社内で実行しようとすることも
ありますが、これらの分野に特化した独立系企
業にも十分な余地があります。これらの企業の
多くは、特定のタスクに集中することにより、
それらのセグメントでほぼ独占的な地位を確立
することができます。これにより、割引と引き
換えにアクセスを許可する顧客の顧客データ
を利用して、次世代の製品を構築できるように
なっています。
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ある一日︓2035
年のコードとア
ルゴリズムのレ
ビュー担当者
私は以前、オンライン小売業の顧客サービス部
門で働いていました。すべての日常的な質問に
はチャットボットが対応し、私は具体的で複雑
な問い合わせに対応していました。最終的に、
チャットボットはより複雑な問い合わせにも回
答できるようになりました。その時点で、顧客
サービス部門はほとんど自動化されており、人
間のワーカーはほんの数名がアナリストとして
残っているだけでした。私はサプライヤー管理
に異動しましたが、これもすぐに自動化され、
解雇されました。

政府の再訓練助成金の申請が通ったので、コー
ダーとして再訓練を受けました。現在は、以前
の会社のサプライヤーの1つで、コードとアル
ゴリズムのレビュー担当者として働いていま
す。これは、1つの「大惑星」企業を中心に公
転しているため、「衛星」とも呼ばれる企業の
1つです。賃金と手当は大企業ほど良くはあり
ませんが、仕事はどちらかといえば面白いと感
じています。
 

今日、私は職場の新しいアプリケーションの
コードをレビューし、クライアントに渡す前の
エラーチェックを行いました。このアプリケー
ションは主に機械学習を使用して自己構築され
たものですが、現在のところは、受け渡し前に
常に人間のワーカーがチェックしています。
今回、アプリケーションの調整はほぼ不要で
した。アルゴリズムはどんどん良くなっている
ので、会社がもうすぐ私の部署の余剰人員の解
雇に踏み切るのではないかとハラハラしていま
す。

私は午後5時に急いで仕事を終え（政府の新し
い規制によりフリーランスワーカーと従業員
はいずれも労働時間が厳しく規制されていま
す）、現在の職務がすぐに自動化された場合に
受けられる可能性のある助成金と再訓練の機会
を検討しました。こういうことは以前はストレ
スでしたが、今はもう慣れました。利用可能な
サポートがあることを知っていますし、新しい
スキルを学んで新しい職につくことを楽しんで
います。



「プロフェッショナルの半数以上
（58%）は、2035年までに、AIがビ
ジネス上の意思決定の大部分を行う
可能性があり、従来の上級管理職は
不要になると考えています」

Automation 
Corporationsと 
いう未来につい
ての見解
意見調査により、現在のリーダー
とワーカーがこの将来像をどのよ
うに感じているかについての知見
が得られました。

私たちのデータは、この世界のいくつかの側面
がビジネスリーダーとワーカーにとって真実味
があることを示しています。プロフェッショナ
ルの3分の2以上（67%）は、テクノロジーが大
企業のアドバンテージになる、つまり、それぞ

れのセクターで少数の大規模なグローバル企業
やテクノロジー企業が優位になると考えていま
す。

プロフェッショナルのほぼ4分の3（72%）は、
2030年までに、テクノロジーとAIが人間のワー
カーよりも多くの収益を組織にもたらし、組織
の年間運営費の多くを吸収すると考えていま
す。プロフェッショナルの4分の3は、2035年
に、AIへの投資が組織の成長の最大の推進力に
なると考えています。

しかし、ワーカーはこれが競争上の優位性をも
たらすことに懐疑的ですが、リーダーはそれが
重要な差別化要因になる可能性があると確信し
ています。
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興味深いことに、驚くほど多くの人々が、リー
ダー自身も代替されるかもしれないと考えてい
ます。プロフェッショナルの58%は、2035年ま
でに、AIがビジネス上の意思決定のほとんどを
行う可能性があり、従来の上級管理職は不要に
なると考えています。リーダーシップの補完ま
たは人とテクノロジーのパートナーシップモデ
ルを予測する傾向はリーダーの方がはるかに高
い一方で、ワーカーの3分の1は、リーダーシッ
プが部分的または完全にテクノロジーに代替さ
れると考えています。



65

主な調査結果

AIがトップに

 ► プロフェッショナルの半数以上は、2035年
までに、AIがビジネス上の意思決定の大部
分を行う可能性があり、従来の上級経営陣
は不要になると考えています。

 – 成長企業のリーダーの57%が同意して
いるのに対し、非成長企業または縮小
企業のリーダーは43%が同意していま
す。

 – 市場によって大きな違いがいくつかあ
ります。これに同意するフランスのビ
ジネスリーダーは29%であるのに対
し、米国のビジネスリーダーは81%で
す。

 ► ビジネスリーダーの82%は、2035年まで
に、すべての組織に最高AI責任者（CAI）
が設置され、ヒューマンマシンチームで
CEOと協力してビジネス上の意思決定を行
うことになると考えています。

 ► リーダーの90%は、2035年までに、ビジネ
スのすべての領域を監督するAIセンター部
門ができると考えています。

政府によるブロック要因

 ► ビジネスリーダーの88%は、政府の規制/

法律がテクノロジーとAIの開発をブロック
し、2035年までに組織に重大なリスクが生
じると考えています。

 – これは市場によってばらつきがあり、
米国では81%、オランダでは95%で
す。



結論
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デジタルディスコネクトの橋渡し

2035年の未来の働き方がどのようになるかは誰
にもわかりませんが、COVID-19のパンデミッ
クによって引き起こされた混乱は、未知のもの
に対する計画の重要性を示しています。現在の
状況を予測した人はほとんどいなかったでしょ
うし、まして15年先のことは言うまでもあり
ません。しかし、組織が「サバイバル」を徐々
に乗り越え、将来を見つめ直そうとしていると
き、このたびの経験とこの調査は、私たちが適
応することをいとわないのであれば、最高の労
働環境を創造するのは私たち自身であるという
ことを示しています。従業員の経験がいつどの
ように変化するかは問題ではなくなりました。
それはすでに起こっています。しかし、これは
ほんの始まりにすぎないということを理解して
おく必要があります。

この野心的な調査により、2035年のワークプ
レイスがどのようなものになるかについて、4

つの異なる将来像が明らかになりました。働き
方の将来像を想像することは、働く価値のある
未来を築く助けになります。楽観的な要素はた
くさんあります。たとえば、プロフェッショナ
ルの77%は、2035年までに、AIが意思決定プ
ロセスを大幅にスピードアップすると考えてい
ることがわかっています。しかし、このレポー
トは、ビジネスリーダーが予測する「テクノロ

ジーがもたらす明るい未来」とワーカーが想像
する「ディストピア的労働環境」との間に明確
なデジタルディスコネクトがあることをはっき
りと示しています。ビジネスリーダーは、人と
テクノロジーの生産的なパートナーシップの社
会を期待しています。そこでは、正規雇用が依
然として労働文化の基盤であり、テクノロジー
がワーカーを最高の自分へとナッジしてくれま
す。一方、ワーカーは、テクノロジーが自分た
ちに取って代わるライバルになる、より不安定
な未来を危惧しています。

このデジタルディスコネクトを埋めるために、
リーダーは、ワーカーの能力を高めるために必
要となる有意義なスキルアップと補完に取り組
み、テクノロジーがワーカーの生活において引
き算ではなく足し算の役割を果たすという説得
力のあるビジョンを伝える必要があります。ま
た、ワーカーがテクノロジーを効果的に利用
し、創造的な方法で問題を解決し、迅速に意思
決定できるようにする、インテリジェントで刺
激的な体験を中心に据えたワークプレイスとIT

システムを再設計する必要があります。最終的
に、組織が不確実な未来の中で繁栄を続ける
には、変化する状況に適応して迅速に革新を進
める力を持つ労働力を育成しなければなりませ
ん。



ワークプレイス革命を完全に実現するため
に、ビジネスリーダーは、ワークプレイス
のポジティブな変化の原動力として人とテク
ノロジーのパートナーシップを支持し、ワー
カーと共に歩む必要があります。

3つの重要な考慮事項︓

 ► 急速に変化する競争環境と継続的なテクノ
ロジーの革新に備える必要があります。

 ► 変化する状況に適応する力を持つ労働力
を、インテリジェントテクノロジーをより
簡単に活用し、創造的な方法で問題を解決
し、迅速に意思決定ができる刺激的な体験
を提供することにより、育成する必要があ
ります。

 ► ビジネスリーダーとワーカーは、デジタル
ディスコネクトが理解・検証されて克服さ
れれば、未来の働き方において共に繁栄す
ることができます。

私たちがワークプレイスにおける人間とテクノ
ロジーの関係の進化の変化点に到達したことは
明らかです。しかし、組織は、テクノロジー体
験を可能な限り直感的かつ単純化することに重
点を置くべきであるならば、多すぎるテクノロ
ジーによって未来の働き方が過度に複雑になら

ないよう、注意が必要です。テクノロジーが
ワーカーに役立つことはたくさんありますが、
それは単独で起こることではありません。そう
ではなく、新たなデジタルワーカーにとって、
強化されたワーカー体験を実現するイネーブ
ラーになるものです。

最近の世界の出来事は、1週間先の労働環境が
どのようなものになるかもわからないというこ
とを、私たちに教えてくれました。しかし、私
たちが計画すべき未来は、ワーカーをエンパ
ワーメントし、仕事をより面白く、生産的かつ
有意義にすることで、人々が考え、学び、創
造できるようにするものであることを私たちは
知っています。備えのある組織は、繁栄する組
織になります。結局のところ、私たちが想像し
ている「未来の世界」は、私たちが思っている
よりも近いかもしれません。
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メソッドの詳細

シナリオプロセス

さまざまな将来像を築くには、創造的でオープ
ンなプロセスが必要です。将来像の妥当性を保
つには、それらの基準においても、厳密なメ
ソッドが必要です。

弊社では、英国のPR会社であるMan Bites Dog
および戦略分析およびコンサルティング会社で
あるOxford Analyticaの協力のもと、働き方と
テクノロジーの未来に関する最新の知見を収集
し、それらを使用して妥当性のある4つのシナ
リオを構築するための、数段階に及ぶプロセス
を実施しました。

調査チームは、北米および欧州で、未来の働き
方、技術革新、教育、ビジネス戦略、政府規
制、社会動向などに関連する分野の専門家に連
絡を取りました。

13回にわたる専門家へのインタビューに加え、
妥当性のある4つの未来のシナリオを構成する
要素を明確にするため、一連のワークショップ
を開催しました。構成要素を分析単位に分解
し、固定の要因はどれか、不確実なものはどれ
か、誰に影響するか、妥当性のある未来を生み
出すためにどのように相互作用するかを解説す
る分析プロセスのガイドとして使用しました。
構成要素には次のものがあります。

 ► 所定の因子︓一定の期間内、当然のことと
見なすことができる現象

 ► 動向︓現在存在する条件に基づいて予測で
きる進展またはプロセス

 ► 重要度の高い不確実性因子︓2035年にワー
カーがどのように価値を創造するかという
中心テーマに直接つながる複数の結果が存
在する出来事またはプロセス

その後、上記の構成要素を分析し、妥当性のあ
る4つの社会の基盤を形成する2つの主要な推進
要因を考えだしました。これらの2つの推進要
因は次のとおりです。

1. ワークプレイスのテクノロジー︓主に補完
（可能な限り最先端のテクノロジーを使用
することでワーカーの生産性を向上させ
る）に利用、またはワーカーの代替（作業
の自動化と人員数の削減）に利用

2. ビジネス環境︓比較的優位性を持ち、それ
によって市場での地位を拡大している集中
型企業または分散型企業
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意見の調査
弊社では、PR会社のMan Bites Dogおよび調査
会社のColeman Parkesの協力のもと、既存の
大手企業と中堅企業（従業員250名以上）の両
方で、500人を超える経営幹部と重要な意思決
定者に意見を求めました。また、1,000人の従
業員を対象にアンケートを実施し、2035年ま
でにどのように価値を生み出すかを調査しま
した。これにより、2035年の労働環境がどの
ようなものになるかに関する、組織のリーダー
とその従業員の見解のギャップを明確に分析す
ることができました。回答者は英国、米国、ド
イツ、フランス、オランダ、業界は金融サービ
ス、医療およびライフサイエンス、電気通信、
メディア&テクノロジー（TMT）、専門サービ
ス、製造業、小売業です。インタビューは2019

年後半から2020年初頭にかけて実施されまし
た。COVID-19のパンデミックが未来の働き方
に対する姿勢に与える影響を理解するために、
2020年4月に300人のビジネスリーダーを対象
に追加調査を行いました。
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Citrixについて Citrix（NASDAQ︓CTXS）は、セキュリティ
を損なうことなく、イノベーションを推進し、
顧客を引き付け、生産性を向上させる、統合型
ワークスペース、ネットワーキング、分析ソ
リューションを通じて、より良い働き方を実現
しています。利用者にシームレスな作業体験
と、ITチームに複雑なクラウド環境でさまざま
なテクノロジーを保護、管理、監視するための
統合プラットフォームをご提供しています。
Citrixソリューションは、Fortune 500社の98%
を含む40万以上の組織にご利用いただいていま
す。

詳細は、citrix.com/work2035をご覧ください。



ありがとう 
ございました


