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はじめに

今、働く世界は劇的に変化しています。企業が仕事について考え、組織化する方法はこ
の3年間で歴史上最も大きく変化し、従業員の期待も変化しています。リモートワーク
やハイブリッドワークが主流となり、従業員はいつ、どこで、どのように働いてもよいと
いう自由と柔軟性を求めています。世界で最も競争の激しい労働市場において、人材
を惹きつけ、維持するために、企業はこのような環境を提供しなければなりません。

本レポートでは、フレキシブルなハイブリッドワークを実現するために、ビジネスリーダ
ーが現在とっている行動と、組織が4つの重要な柱に対してどのようなパフォーマンス
を見せているかを見ていきます。4つの柱とは、テクノロジーによるエンパワーメント、
つながりとコラボレーション、柔軟性と流動性、信頼と共感です。これらの柱は、新し
い働き方を実現し、ポジティブな従業員エクスペリエンスを生み出し、組織の成功を 
サポートするために不可欠です。
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ハイブリッドワークの効果を高める4つの柱

現代の仕事はテクノロジーに支えられています。私たちは家でもオフィスでも、外出先
でも、どこでも仕事をし、物事を成し遂げるために必要な人々や情報とのつながりを 
テクノロジーに頼っています。しかし、私たちはそのうちの2つ、「テクノロジーによる 
エンパワーメント」と「つながりとコラボレーション」を主に技術に焦点をあてて考察し、
残りの2つ、「信頼と共感」「柔軟性と流動性」は、主に人に焦点をあてて考えています。

技術力の強化 つながりと連携

従業員はワークテクノロジーにアクセスする
ことで、効率よく、思い通りの働き方ができるよう
になります。ワークテックは、組織全体のパフォ
ーマンスと機会を均等にするのに役立ちます。

従業員はいつでも、どこでも、どのよう
に仕事をしていても、組織や同僚との
つながりを感じ、バーチャルでも対面でも
効果的に連携することができます。

従業員は働き方、働く時間、働く場所を選択する
ことができ、ビジネスの要件と個人のニーズや
ライフスタイルの両方に合わせて、ワークスタイル
や働き方を柔軟に変更することができます。

雇用主は従業員を信頼し、彼らがチェックや監視
を受けなくとも自分の仕事を完遂し、会社のルー
ルを守ってくれると信じています。従業員も、雇用
主が従業員に対して誠実であり、公正かつ敬意
を持って接してくれると信じています。リーダー
シップは思いやりが深く、人間志向である。

柔軟性と流動性 信頼と共感
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この調査によって、ハイブリッドワークの世界ではバランスが重要であることがわかり
ました。部分的にオフィスで働き、部分的にリモートで働くハイブリッドワーカーは、 
完全にオフィスで働く従業員やフルリモートで働く従業員よりも生産性が高く、仕事に
コミットしていると報告されています。また、身体的、精神的な健康状態もよく、所属 
する組織に対してもよりポジティブな印象を持っています。オフィスワーカーの56%、 
リモートワーカーの60%に比べ、ハイブリッドワーカーの69%が、自分の勤める会社を 
職場として他の人に薦めると回答しています。また、ハイブリッドワーカーは自分の 
仕事に自信を感じており、チームや組織と強い気持ちの上でのつながりを持っている 
可能性が高いのです。

このような結果をもたらす原動力は間違いなくテクノロジーです。ワークテックツール
は単にハイブリッドコラボレーションを可能にし、高度に分散した環境での継続的な
生産性を確保するだけでなく、他のもっと根本的な課題の解決にも役立っています。
例えば、ビジネスリーダーと従業員の2/3以上が、洗練されたワークテックがより包括 
的で平等なワークエクスペリエンスを促進すると考えています。

しかし、良いニュースばかりではありません。デジタルコラボレーションとテクノロジー
によるエンパワーメントが盛んな一方で、ハイブリッドワークの他の側面がより困難で
あることが、ワークリバランスの調査で明らかになりました。多くのビジネスリーダーは
従業員の柔軟性に対する期待の高まりとビジネスニーズのバランスをとるのに苦労して
います。また、今までの「監視」がほとんど行き届かなくなった今、組織と従業員の間
に新たな信頼の絆を築くことが難しいと感じています。このような「人」に焦点を当て
た課題に対する解決策は、技術的・文化的なものであり、解決するまでに時間がかか
る可能性があります。

ビジネスリーダーは、テクノロジー主導のハイブリッドワークを可能にし、それがもたら
す利点を活用することを、今、認識しなければなりません。そうすることで、イノベーシ
ョンとビジネスの成長を促進するために必要な人材を引きつけ、維持することができ
るのです。

シトリックス ビジネス戦略部門 執行役員兼CMO Tim Minahan

4はじめに



この調査について

シトリックスのハイブリッドワークレポートは、ハイブリッドワークの有効性に関する 
4つの主要な柱を用いて、組織が従業員の仕事に対する新しい期待にどのように適応
しているか、そしてビジネスリーダーが従業員を惹きつけ、維持し、従事させるために
十分なことをしているかどうかを評価するものです。

2022年初め、シトリックスはMan Bites DogおよびColeman Parkes Researchと 
共同で、900人のビジネスリーダー（最高経営責任者、最高財務責任者、最高マーケティ 
ング責任者、マネージングディレクター、最高技術責任者、最高執行責任者などの 
役職を含む）と1,800人の従業員（ナレッジワーカー）の意見を調査し、独自の意見 
調査を行いました。

オーストラリア、フランス、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、英国、米国の各市場出身
の従業員200名、リーダー100名から回答を得ました。（米国は従業員400名、リーダ
ー200名）。回答者の業種は、金融サービス、ヘルスケア・ライフサイエンス、テクノロ
ジー、プロフェッショナルサービス、製造、小売、政府・公共機関、教育です。

また、従業員の勤務地別に、以下のようにデータ分析を行っていました。

オフィスワーカー ハイブリッドワーカー リモートワーカー

現在、100％オフィス
で仕事をしている
従業員（567名）

現在、一部の時間を
リモートで、一部の時間を
オフィスで勤務している
従業員（回答者867名）

現在100％リモート
で仕事をしている

従業員（回答者366名）
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組織の「ハイブリッドワーク効果」を評価

リサーチパートナーと共同で独自のスコアリングシステムを構築し、このスコアリング
システムを通してオピニオンリサーチデータを実行し、「テクノロジーによるエンパワ
ーメント」「つながりとコラボレーション」「柔軟性と流動性」「信頼と共感」の4つの
主要な柱で組織のパフォーマンスを評価しました。また、ハイブリッドワークの効果に
ついては、総合スコア（4つの柱すべての平均値）を算出しました。スコアは、ビジネス 
リーダーと従業員の両方のデータから計算され、両方の視点による組織のパフォー 
マンス・スナップショットが作成されました。各スコアは、100点満点で指数化されて 
います。将来この調査を繰り返すことで、動きや変化を追跡することができます。

6この調査について



エグゼクティブサマリー

組織の「ハイブリッドワーク効果」

この調査は、ビジネスリーダーと従業員の両方が、ハイブリッドワークを成功させる 
主要な柱に対して、自分の組織がどのように機能していると感じているかを示すスナップ 
ショットです（詳細については、5ページの「調査について」をご覧ください）。

その結果、ビジネスリーダーと従業員の双方によると、組織はハイブリッドワーキング
の技術的要素（「テクノロジーによるエンパワーメント」と「つながりとコラボレーショ
ン」の柱）には最も強く、人に焦点を当てた側面（「柔軟性と流動性」と「信頼と共感」 
の柱）には苦戦していることが明らかになりました。 このことは、効果的な働き方や 
ハイブリッドコラボレーションを可能にするテクノロジーはうまく機能しているが、 
企業は新しいワークカルチャーや姿勢に対する従業員の期待に応えることがより困難
であることを示唆しています。

従業員のデータは、4つの柱すべてにおいてビジネスリーダーのデータよりも高いスコア
を示しています。これは、リーダーが従業員よりも組織に対して批判的であり、多くがテ
クノロジーと共に育ってきた「デジタルネイティブ」である従業員よりも文化的な移行を
より困難なものと感じていることを示唆しています。

グローバル 技術力の強化 つながりと連携 柔軟性と流動性 信頼と共感 全体

従業員 75% 76% 66% 73% 72%以上

リーダー 72%以上 74% $62 69% 68%

上表のスコアは最大100点満点中の数字です
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従業員の状況

ナレッジワーカーの約5分の1（19％）が現在、所属する組織からの退職を検討しています。

• 70%の従業員が個人的なパフォーマンスを「良い」と評価し、
• 65%の従業員が「現在、仕事で生産的である」と回答しています。
• 60％の社員が「組織にコミットしている」と回答しています。
• また、60％以上の従業員が、身体的・精神的な健康状態が良好 

であると回答しています。
• 63％の従業員が、自分の勤務先を「良い職場」だと推薦しています。

技術に特化

 
スコア（従業員）75/100
スコア（ビジネスリーダー）72/100
 
64％の従業員と62％のリーダーが、仕事
で使うテクノロジーは、プライベートで
使うテクノロジーと同じくらい簡単で直感的
だと回答しています。

リーダーおよび従業員は、テクノロジーが
包括性を促進し（リーダー64％、従業員
69％）、パフォーマンスを均等化する（リー
ダー66％、従業員64％）と考えている。

 

技術力の強化
 
スコア（従業員）76/100
スコア（ビジネスリーダー）74/100
 

殆どのリーダーと従業員は、ハイブリッド
ワークとリモートワークのコラボレーションが
うまくいっていると感じていますが、63％の
リーダーと69％の従業員が、精神的な健康に
は対面での交流が不可欠であると回答してい
ます。

しかし、対面でやり取りする時代は終わり
つつあるのでしょうか？74％のビジネスリー
ダーと61％の従業員は、メタバースは職場の
連携を完全に変え、やがて物理的な対面で
の連携が不要になるだろうと考えてい ます。

 

つながりと連携

従業員重視

 
スコア（従業員）66/100
スコア（ビジネスリーダー）62/100
 
63%が柔軟性を提供することが雇用市場
における重要な決定要因になりつつある
と回答しているように、リーダーは柔軟性
を提供する必要性を認識していますが、
同時にいくつかの懸念も抱いています。 

64%は、従業員がビジネスの観点か
ら対応可能な範囲を超えて、より高度
な柔軟性を期待するようになったと
回答しています。
62%は、自由な働き方をする従業員
は、キャリアアップのスピードが遅い
と答えています。

 

柔軟性と流動性
 
スコア（従業員）73/100
スコア（ビジネスリーダー）69/100
 
80％の従業員が、雇用主が自分に
対して誠実で正直であり、公正かつ敬意
を持って接してくれると信頼できる
ことは非常に重要であると答えていま
すが、雇用主を信頼していると答えた
従業員はわずか49％です。

72％の従業員が、親身で思いやりの
あるリーダーシップや文化の組織で
働くことが極めて重要であると答え、
70％が、パンデミックの経験から、
共感が重要なリーダーの資質である
ことが明らかになったと述べています。

 

信頼と共感
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ワーク・リバランス―ビジネス 
リーダーのための3つのアイディア

1. フレキシブルでハイブリッドな働き方を提供することは、今や必須

オフィスが再開されるとき、リーダーはそのバランスをうまくとる必要があり
ます。当社の調査によると、週の一部をリモートワーク、週の一部をオフィ 
スワークで過ごす従業員は、完全オフィスワークや完全リモートワークの 
従業員に比べて、仕事への取り組みや生産性が高く、健康状態も良好である 
ことが分かっています。しかし、ビジネスリーダーの3分の1以上（34％）は、
現在、従業員に勤務地の柔軟性を与えていません。オフィスという選択肢を
提供していない（6％）か、完全なオフィスワークを義務づけている（28％）
のどちらかです。

さらに、自分の組織では現在、従業員の定着率が高いと回答しているビジネ
スリーダーは半数以下です。人材市場の競争が激化する中、従業員に柔軟
なハイブリッド型勤務の選択肢を与えることは重要なポイントです。結局の 
ところ、従業員1人を入れ替えるコストは、その従業員の年俸の最大2倍に 
なる可能性があります。1

2. リーダーはコミュニケーション能力を磨き続けなければならない

従業員は、優れたコミュニケーションスキルは、現代の社会で働くリーダー
に最も重要な資質であると考えています。55％の従業員が、リーダーシップ
の資質としてこの資質をトップ3に挙げています。次に重要な資質は「共感
力」で、38%の従業員がトップ3の資質として評価しています。創造性、技術 
力、仕事のアサイン能力などの資質は、従業員からそれほど高い評価を 
受けていません。

リモートワークやハイブリッドワークの普及に伴い、リーダーの従業員への
接し方も大きく変わらざるを得なくなりました。それは、コミュニケーション
の方法やモードだけでなく、どのような情報を伝えるか、どのようなトーンで
コミュニケーションをとるか、ということでもあります。 ハイブリッドワーク
が今後も続くように、リーダーも効果的かつ繊細なコミュニケーションをと
る必要があります。従業員もこれが重要な鍵であることを認識しています。

34％ 
の雇用主が勤務地の 
柔軟性を提供していない

28% 
の従業員が、最も大事な 
リーダーシップの資質として 
「共感力」を挙げている

55％ 
の従業員がリーダーシップの
属性として、コミュニケーショ
ンを最も重要視している

28％ 
の雇用主が完全オフィス
ワークを義務付けている

6％ 
の雇用主がオフィス無し 
オプションを提供している

1 Gallup
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3.   技術的なツールは時間を節約するものであり、時間を浪費するものであって
はならない

柔軟なハイブリッドワークを可能にするワークテックインフラストラクチャ
は、かつてないほど重要なものとなっています。従業員がいつでもどこでも
仕事をし、コラボレーションできるようにするためには、技術的なツールを
整備する必要があります。しかし、ハイブリッドワークを可能にするために
設計された技術が、しばしば従業員の動きを鈍らせていることがあります。
私たちの調査によると、紛失したファイルの復元や忘れたパスワードのリセ
ットなどの技術的な課題によって、従業員は1日平均約54分の時間を失って
いる可能性があることが明らかになりました。生産性が非常に高く、ビジネ
ス環境が厳しい今、このような時間を失うことは許されません。

リーダーは、従業員のニーズと課題に基づいた技術戦略を検討する必要が
あります。ワークロードを効率化し、自動化するシステムへの投資に重点を
置き、従業員がどこからでも安全にアクセスできるデジタルコラボレーショ
ンツールやデスクトップ仮想化ツールを検討する必要があります。

技術的な課題により、 
1日あたり 

54 
分の損失が発生 
する可能性がある
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ありがとう 
ございました

オフィス勤務の従業員では51%、完全リモート勤務の従業員 
では56%に過ぎないのに対し、なぜ、ハイブリッドワーカー 
の70%近くが自分の組織にコミットできていると感じて 
いるのでしょうか？

ワーク・リバランス ― シトリックス ハイブリッドワーク・レポートをダウンロー
ドしてご覧ください。


