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正解
のない時代
先行きが見通せない時代に 私たちは　　
どのように計画を立てればよいのか？
この１年で私たちの仕事のやり方はかつてないほど変
わりました。私たちは当初考えていたよりも早くその
現実と向き合うことになりました。組織は戦略を変
え、デジタル・トランスフォーメーション（DX）を
推進し、コラボレーションの仕方を進化させ、従業員
はそれらに迅速に適応することが求められています。 
それも、職場にいない社員をどのようにサポートし、
育成し、成長させていくかを学びながらです。

急速な学習カーブですが、私たちはそこから多くのこ
とを学んでいます。 そして今、未来について考える
べき時が来ました。仕事の仕方がこの先どうなるかだ
けでなく、どうすればよりうまく機能させられるかに
ついて。

この変化をより良いものに、かつ持続可能で生産性の
高いものとするために何をするべきなのか？　その本
当の変革が起こるのです。そして私たちは組織とし
て、個人として、成功するために学び、進化します。

未来は一つではありません。一つの解決策がすべての
企業や状況に適合するということはないでしょう。唯
一確実なことは、様々なことを様々なやり方で行う必
要があるということです。しかし、私たちは過去１年
間の教訓から学び、そのチャンスを生かした成功企業
からインスピレーションを得ることができます。自分
たちの未来を自分たちの手で形にするために。

MELISSA SWIFT

Global Leader,  
Workforce 

Transformation
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仕事の仕方は今、大きく変わりつつある。

「仕事の未来はどうなるのか」という疑問に答えるた
めに、私たちは数百人ものコーン・フェリーのコンサ
ルタントに聞いて、議論・推測を重ねた。誰一人とし
て、仕事と労働力の将来ビジョンについて同じ答えを
出さなかった。それは良いことなのであろう。

一つ明白なことは、組織は成功した他の組織の特徴を
模倣しても同じ結果を得ることはできないということ
だ。ビジネス、従業員、価値観、目的など、それぞれ
置かれた環境が違うので、それは当然だ。未来に「正
解」はない。私たちの経験と1,000社以上にわたる企
業調査から明らかになったのは、業界、地域、組織の
規模によって、それぞれの未来があり、それを実現す
る必要があるということだった。

他の組織の成功から学び、それをもとに自分たちのや
り方を切り開いていくということなのだ。Work（仕
事）がWork（機能）するための道を。
本稿では、それらの成功事例のいくつかを紹介する。

従業員を真に変革するために、組織が行うべきこと：

徹底的なコミットメント
大きな変革なしに「仕事の未来」は実現できない。

全体感を持った思考
その一方で、フォーカスポイントに資源を集中する。

より多くの人々の利益を志向
従業員と広く世界の利益を念頭に置く。

組織は変化しつつ
あるが、
ポストコロナの組織：

まだ準備が整って
いない。
ポストコロナ組織の悩み：

多様な人材を活かすために個々に応じて
育成する

27%
ニーズの変化に対応するために
社員をリスキルする

36%
非正規労働者の活用を減らす

47%
今までと異なる方法でコミュニ
ケーションを取る

75%よりバーチャルに組織運営する

必要に応じて迅速にチームを組成し、解散
する

社員一人ひとりがリーダーシップを発揮する

出所：4,000以上の組織を対象としたコーン・フェリーの
パルス調査および650以上の組織を対象とした組織分析
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スピードを上げよう。よりイノベーティブ
であろう。より良い意思決定をし、無駄な
時間を削減しよう。壁を取り払おう。 水
平思考を進めよう。 構造をシンプルにし
よう。顧客を重視しよう。 情報の流れを
促進しよう。 大事なことを失うことなく
スケールアップしよう。ビジネスモデルを
変えよう。様々な人材を惹きつけよう。
今いる人材を引き留めよう。
The Operating System Canvas. Aaron Dignan

徹底的な
コミットメント
大きな変革なしに「仕事
の未来」は実現できない
謎の物体モノリスが水平線の彼方に現れたかのように、新
たな未来が到来したと宣言するのは、「2001年宇宙の旅」
に限らず常とう手段だ。あるいは、特定の組織形態が、最
先端のモデルとして持てはやされるというのも。どんな組
織でも、何らかのトレンドを取り入れて仕事の仕方を変化
させることはできるだろう。

私たちは『Brave New Work』（未邦訳）を著したAaron 
Dignanのような思想家に賛同する。彼は、私たちの組織が
依って立つ根本的な主義に（その思想だけでなく実際の運
営手法に対しても）異議を投じなければ、19世紀にフレデ
リック・テイラーが唱えた人間を機械のように扱う科学的
管理手法から脱することができないという説得力ある議論
を展開した。

私たちは変革しようとする組織と、実際に変革に成功した
組織の違いを理解するために、1,000以上の組織を調査し
た。 そこから明らかになったのは、変革に成功した組織
は、それまでと違う組織運営方法に徹底的にコミットして
いたということだ。その一方で同じように重要なのが、100
以上もの不確定要素を調べたところで、成功へと導く万能
薬は1つもなかったということだ。
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私たちが見習うべき
は戦術ではなく、根
本的な方針だ。 
組織変革ジャーニーのリーダーになる。
変化に富んだこの時代に、それぞれの組織が自らの未
来を意識的に選択することが重要である。結局のとこ
ろ、仕事は魔法のように変化するのではなく、人々の
ニーズがシフトするから仕事も変化するのだ。そこで
必要なのが、組織としての自己認識。今後のビジネス
ニーズの理解。そして、これらは他の組織に関係な
く、自組織について行うべきものだ。これは自組織の
仕事や、その従業員がどこに向かっているのかを決定
するための基礎となるからだ。

論点 
あなたの組織はできているか？
• この変化はOSレベルの抜本的な変化な
のか、それともこれまでの延長線上の変
更に過ぎないのか？

• 自組織はOSレベルの変化に対するマ
インドセットの準備はできているか？

• 自組織は、他組織の成功体験を真似て
いるだけではないか？

変革に成功した組織が行ったこと

従業員に、より難題に挑むこ
とを求める。
成功する組織は型にはまらない
考え方をし、同じことを従業員
に要求している。変革に成功し
ている企業の職務は、安定的と
いうより流動的であり、連携を
重視し、複雑な状況を管理する
ことに重点が置かれている
（同業の組織に比べ困難さの度
合いが10%高い）。

従業員が多様な働き方をして
いる。
変革に成功した組織では、機敏
に新しい学習のアプローチを試
すことにおいてスコアは10％高
く、信頼を構築するためのス
テークホルダーや信頼構築のア
イデアを含む特性については
25％高いことが明らかになって
いる。

どの組織も構造的変革を行っ
ているが、成功法則は存在し
ない。
私たちが調査した中で、変革に
成功した組織はすべからく意味
のある構造的改革を行ってい
た。しかし、これらの組織構造
の変化の本質に共通するものは
存在しなかった。
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従業員の変革を検討する際、どこから手を付け
ようとするだろうか？

コーン・フェリーでは、従業員の変革を6つの
相互に連結された観点の総体と捉えている。

6つの観点：
• WHO 人の観点。成功するために必要な人材

は誰か？どんなスキル、行動、経験が必要な
のか？

• HOW 仕事の仕方の観点。どのように働いて
もらうのか？

• WHAT 仕事の内容の観点。何をしてほしいの
か？

• WHEN 仕事時間の観点。いつ仕事してほしい
のか？

• WHERE 仕事場所の観点。どこで仕事をして
ほしいのか？

• WHY 仕事をする目的の観点。なぜ組織は存
在するのか？ 組織のパーパスは？

リモートワークに関する現在の議論は、「どこで」
仕事をするかに焦点が置かれているかもしれない。
しかし、人々が働く場所を選択することは、人員構
成、コラボレーションモデル、ワークスケジュー
ル、従業員の自律化・権限移譲、仕事自体の目的に
ついて考えることでもある。

これらの相互依存関係を理解し、適切に対処するこ
とで、組織は意識的に重要な決断を下すことができ
るのだ。

適切な従業員変革を成し遂げるには、焦点を絞るこ
とが不可欠だ。６つの観点すべてに行動を分散させ
るより、2～3の真に意味のある観点に集中するこ
とが大事だ。

WORK

WHO

WHERE

HOW

WHENWHY

WHAT

• 適切なスキル、行動、経験
•  多様な人材を引き付ける／包摂する
•  正社員と非正規労働者の適性比率

• アジャイルな働き方
•  チームの意思統一
• 従業員のウェルネス
•  コラボレーションの型

• 仕事の再定義
• キャリアの流動性を生み出す
• 従業員の自律化・権限移譲

• 仕事の柔軟性
•  就業時間の決定
• 持続可能な作業スケジュール
•  ワークライフ・インテグレーション

／ワークライフ・バランス

• ロケーション戦略
• リモートワーク戦略

• パーパスの醸成

全体感を持った思考
その一方で、特定領域に資源を集中する
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論点
あなたの組織はできているか？

• 6つの観点の選択に影響を与えるものは何か？
選択したときに意図せぬ結果が生じうるか？

• 組織の未来にとって最も重要な観点は？
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従業員を変革させる上で重要となる
ペルソナ（求めるワーキングスタイル）
コーンフェリーの有する何百万人分のアセスメントデータの分析結果から、一人ひとりが持つ「ペ
ルソナ」ごとに、求めるワーキングスタイルや発揮する能力に著しい違いがあることが明らかに
なった。このことがリモートワークにおける適性など明確な差を生じさせているのだ。

他者との連携
同僚、上司など
との関わりや交
流の度合い。

ペルソナ

1 Visionary ビジョナリー

 2 Architect アーキテクト 

3 Facilitator ファシリテータ 

4 Explorer エクスポーラ 

5 Advocate アドボケイト 

6 Driver ドライバ

7 Connector コネクタ 

8 Stabilizer スタビライザ 

Traits（性格特性）

サポートの必要性
業務目標を達成す
るためのサポー
ト、方向付け、後
押しを必要とする
度合い。

仕事の柔軟性
明確な手順や役割
を必要とする度合
い。曖昧さを許
容する度合い。

求めるワーキングスタイルの特徴

外向性
高：他者との協働
を好む

低：個人での活動
を好む

邁進
高：高い裁量を
好む

低：指示や方向
付けを好む

アジリティ
高：未知の状況
や曖昧さを好む
低：確固とした
手順や方法を好む
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持続可能な
シナジーの実現 「仕事の未来」

　 課題の解決

「仕事の未来」のビジョンが最終的に成功／失敗する
かは、雇用主、従業員、社会という、いずれも不可欠
な3つの主要ステークホルダーのバランスを保てたか
どうかによる。コーン・フェリーのモチベーションに
関する調査では、仕事がより良いものに役立つと信じ
ている従業員は、革新的な活動に従事する可能性が高
いことが明らかになっている。そのような組織は、従
業員の総合的な潜在能力を41%も増加させるだけで
なく、雇用主、従業員、社会の関心を一致させてい
る。

うまく行うことができていない組織は、行政
による勧告、従業員の離反、市場からの支持
喪失といった事態に直面する。 うまく行うこ
とができれば、OSレベルの革新が達成される
だけでなく、成功を維持し、革新を継続させ
ることができる。

論点
あなたの組織はできているか？
• この選択は、人々と仕事の日々のつなが

りをより楽にするか、それとも困難にする
か？

• この選択が社会にネガティブな影響を与え
る可能性はあるか？（規制、アクティビス
ト、など）

• この変化は顧客体験をより良いものにす
るか、悪化させるか？

より多くの人々の利益を志向
従業員と広く世界の利益を念頭に置く

社会
社会は、経済成長と、労働者の
（介護など）個人的な関心のバラ
ンスを追求する

従業員
従業員は、やりがいと報酬が魅
力的で、自分の生活と調和の取
れた仕事を求める。

雇用主
雇用主は、一般的に生産性
の向上を望む
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3つのプロセス

将来必要な人材を確保するには、以下の
3つのプロセスを踏むことが望ましい。

将来ビジョンを想像する

主要な組織構造、組織能力、人材に
関する意思決定を設計する

ビジョン実現のジャーニーに連れて
行くために、従業員を変革する

従業員変革の方法

2

1

3
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設計する
• 組織での仕事の進め方を理解することで、ハイレベ

ル構造から本質まで、どこでどのようなスキルが必
要かを理解することができる。

• リスキル/アップスキル、物理的な職場の変更、報酬
戦略を含む、従業員全員のスキルギャップを埋める
ための全体計画を構築する。

• 短期的な課題や停滞に備える。変革は単純でも簡単
でもない。

• 先進的な事例：

• IT・ハードウェアで世界をリードしFortune 100に
名を連ねるこの企業は、業績好調だったものの、
技術が廃れる危険性に直面していた。新CEOは着
任した際、将来のために会社を再定義する必要性
を感じた。そこでクラウド基盤の分野で勝つこと
を目標に定め、自社のデジタル・トランスフォ
メーションに乗り出した。エンジニアリング・
チームは新しいソフトウェアとハードウェアを開
発し、販売チームは変革に必要な新たなポジショ
ニングを再定義した。
コーン・フェリーは同社のために既存の166の
ジョブファミリーと1,503の職務を、同社の変革
に合わせて修正した。コーン・フェリー独自のリ
アルタイム市場データを活用し、リスキル／アッ
プスキル、外部からのアウトソーシング、社内異
動に焦点を当てた多面的なスキル戦略を推進した
のだ。

• 検討された観点: Who, What, Where

想像する
• 緩やかな変化や急速な変化など、未来の労働者が迫

られるであろう変化を想像してみる。

• 未来志向の能力要件を定義する。非正規雇
用、RPA、ボット、パートナーシップ、エコシステ
ムなど、そのビジョンを推進するために必要な人材
や技術的能力を理解することだ。.

• データを駆使して、将来ビジョンと現在を比較す
る。今の仕事と未来の仕事はどう変わっているだろ
うか？

• 先進的な事例：

• UK Rail Network（英国鉄道ネットワーク）で
は、数十億ポンド規模のデジタル・トランス
マォーメーションが人材不足によって遅延してい
た。
コーン・フェリーは同社と協力して、大規模なデ
ジタル技術人材の育成に着手し、当初の完了予定
よりも10年も早くそれを達成することに成功し
た。その要因は、採用、開発、人材マネジメント
といった個別の戦略や仕事の仕方の効果をモデル
化し、必要な観点の組み合わせを特定したことに
ある。そうすることで、適切な従業員がそれぞれ
のプログラムの実行を担うことになったのだ。
結果：ネットワークのデジタル機能を構築する時
間が大幅に短縮された。

• 検討された観点 Who, What, When
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変革する
• 既存人材を再度育成し、新たな人材も獲得する。

• 新しい働き方を活性化させるために、社風の形成や
チェンジマネジメントを実行し、良好なエンプロイー
エクスペリエンス（従業員体験）を創り出す。

• 新しい働き方や仕事をサポートするための新たな組織
能力とインフラを構築する。

• 変化するニーズと状況には常に新しい視点と解決策が
必要となることを認識し、継続的に組織能力を評価
し、調整する。

• 先進的な事例：

• Forbesグローバル500にランクインする国際製薬企
業は、デジタルのセンターオブエクセレンス
（CoE）を立ち上げ、デジタル・トランスフォメー
ションを推進することにした。 このCoEは約100人
の従業員で構成され、会社のデジタル・イノベー
ションを推進する任務を担う。この職務に適合する
人材を探すために、まずは社内人材をアセスメント
し、社内人材がいない場合には社外から獲得するこ
とを検討した。そこでコーン・フェリーは、社内人
材と社外人材を比較して評価するプロセスの形成、
社外人材の採用、選ばれた社内人材のためのディベ
ロップメント・ジャーニーの作成と提供、公正で透
明性のある効果的なプロセスを保証するためのガバ
ナンスとワークフロー全体の管理を行った。

• 検討された観点  Who, What, Where, How, Why
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それでは自社を変革
するには何から始め
ればいいのか？

軽視されがちな職務
を調べる

リーダーの役割も含め、組織は最も静かに変化して
いる地味な仕事を無視し、リーダーシップを仕事と
して扱わない。そのことが組織全体のすべての仕事
に重大な断絶を引き起こしている。

4

現状を知る

仕事がどのように形作られ、構造化されているか、
仕事を遂行するリーダーや人材に至るまで、現在の
仕事の選択肢をデータに基づいたベンチマークで
しっかりと見てみる。

1

多様な声を取り入
れながらビジョン
を推進する

組織の将来の仕事のあり方について３つの重要なグ
ループ（雇用主、従業員、社会）の声を確実に聞き
ながら、組織内での仕事の進め方のバリエーション
を考える。

2 変革ジャーニーを計画する

組織のパーパスを指標に以下の質問に答えてみ
る：仕事はどこで作られているのか？
その仕事はどう変わりつつあるのか？
人と職務の接点はどのように変化しているのか？

3

パーパスに合わせ
て仕事を整理する

今ある職務構成は過去の延長であり、この先どう職務
が遂行されるかの反映ではない。そのため組織が達成
したいことに反していることも少なくない。“木”を見
るために、一歩下がって“森”を見る。そうやって可能
な限り、組織ビジョンに合わせて再調整する。

5

自社を変革する
7つのステップ
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組織能力を探
求する

自組織は何が得意であるべきか？その上で、その組
織能力が人の仕事やテクノロジーに十分に反映され
ているか評価する。

6

「従業員シフト」
に備える

近い将来、自組織の従業員の多くがこれまでと
違う働き方をするようになる。そのことを理解
し、必要に応じて、スキルや行動の開発、再就
職支援を含むリソースを配分する。

7
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コロナ禍以前から、組織は静かに
だが確実に多くの従業員に変化を
促してきていた。ここでは、予想
以上に急速に変化したこと、ある
いは予想以上に変化が緩やかだっ
たこと、そして誰もが予想してい
たのとは全く違う変化が生じたこ
とについて簡単にまとめた。

知る
現在地を

変化の

18 Choose your own future



予想より速い変化 予想より緩やかな変化 予想とは異なる変化

職種変更が活発化、特にエグ
ゼクティブ層において.

リモートワークにより雇用主との
関りが減少したためか、コロナ禍
において職種を変更するケースが
かつてないほど増えている。特に
エグゼクティブ層において顕著
だ。当社の調査によると、頻繁に
職種を変更する「キャリアノマ
ド」は、組織にとって貴重な資産
となり得ることが分かっている。
しかし、新たな人材を獲得するの
に報酬の50～75％ものコミッショ
ンがかかるため、この動きは非常
にコストがかかることが懸念され
る。

Who

予想より速い変化

ギグエコノミーの組織戦略への
組み込み

　非正規労働者はしばしば労働力
不足を補うために活用され、組織
の側にも育成しようという意欲は
乏しい。そのため配置やタスクを
課す際に首尾一貫した戦略はない
ことが多い。例えば、本来は正社
員が担当すべき重要な仕事を非正
規雇用者が担うということがよく
生じる。一方で、本来はギグワー
カーに外注すべき一過性のタスク
を正社員が抱え込んでいるという
こともある。このような問題を解
決するために、人材に関する一貫
した視点が重要になる。

労働人口動態の変化

何年も前からアナリストたちは、
高齢者の労働市場からの大規模流
出を予測していた。しかし、それ
は現実化していない。経済的な理
由であれ、個人的な好みであれ、
ベビーブーマー（団塊の世代）は
従来の一般的な退職年齢を過ぎて
も働き続けている。例えば米国で
は、65歳以上の労働者は労働力の
中で最も急速に拡大しており、こ
の傾向は今後も続くとOECDは予
測している。 世界中で2030年ま
でに、高齢労働者の割合が当初の
予想よりも高くなる可能性があ
る。

全体感を持って職務の関連性を
見ることへの関心の高まり

企業では、一つひとつの職務がどう
全体の中で関係し合っているか、
ジョブ・アーキテクチャーという視
点への関心が急速に高まっている。
その目的は、賃金の公正化や後継者
育成プロセスからキャリアの流動性
向上まで、幅広いものだ。

組織内でのキャリアの流動性

キャリアの流動性が注目される一
方で、その取り組みの多くはまだ
成果を生み出すに至っていない。
停滞の理由として、組織の蛸壺化
が長引いていること、キャリアパ
スや仕事の一貫性の欠如、そして
従業員が与えられた職務の実際を
理解するための手段が不足してい
ること、などが考えられる。

仕事の自動化

仕事が自動化されるという議論は、
長い間、肉体を持ったロボットや全
知全能の人工知能といった刺激的な
イメージで語られがちであった。現
実には、労働の自動化は、それほど
派手ではない方法で大きな変化をも
たらしてきた。ロボティック・プロ
セス・オートメーション（RPA）
は、多数のバックオフィス業務や比
較的単純なアルゴリズムを静かに引
き継ぐ形で、多くの労働者の動きを
管理している。

What
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予想より速い変化 予想より緩やかな変化 予想とは異なる変化

アルゴリズムによる業務管理

ロボットによる管理と聞くと、あり
えないほど未来的に聞こえるかもし
れないが、小売業や外食産業では、
すでにシステムによって勤務スケ
ジュールを自動的に設定される従業
員が急増している。企業はこのシス
テムが有用だと受け止めているが、
一方で労働者は透明性のないアルゴ
リズムが自分たちの生活を混乱させ
かねない決定を下すことに反発して
いる。

予想より速い変化

リモートワーク

コロナ禍においって最も顕著な変化
は、リモートワークへの急速なシフ
トと言って過言ではないだろう。例
えば、ヨーロッパ連合（EU）で
は、パンデミック前のリモートワー
ク率は数％から最大でも25％程度
だった。これがパンデミックの間に
急伸し、6月～7月にはリモート
ワーク率が70％にまで達した。

テックハブは限られたまま

テクノロジーの集積地は、シリコン
バレー、ロンドン、シンガポールと
いった場所に留まったままだ。オー
スティン（米テキサス州）やタリン
（エストニア）といった小規模な
テックハブの発展が遅れがちなの
は、キャリアの流動性という問題が
関係している。それらの都市では仕
事の選択肢が限られているのだ。
バーチャルワークが進む中で、この
ダイナミズムがどう変化するかは見
どころだと言える。

オフィスのトランスフォー
メーション

多くの組織ではテック企業を模
して、それまでのキュービクル
からオープンスペースへとオ
フィスの改造を進めていた。コ
ロナ禍がやってきたのはそんな
最中だった。今、組織は再び
ワーキングスペースの閉鎖化へ
の変更を強いられている。これ
は感染リスクを低減し健康にも
いいだろうし、生産性の妨げに
なるものを減らすことにもなる
ので内向的な人にとっても同様
だろう。オープンスペースのオ
フィスには今や批判の目が向け
られるようになっている。

When

Where
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対面の終わり

多くの労働者が就業開始と終了
の時間に柔軟性を持っている一
方で、「プレゼンティーイズ
ム」（勤務態度を上司にアピー
ルすること）や標準的な労働時
間に仕事をすることを求める管
理職中はいまだに根強く存在す
る。在宅勤務者でさえも勤務状
況を測定するソフトウェアに
よって追跡されていることに恐
れを抱いている。不安な管理職
は部下が仕事に従事しているこ
とを知って安心したいのだ。

予想より穏やかな変化

ワークライフ・インテグ
レーション

コロナ禍により、人々はワー
クライフ・インテグレーショ
ンというこれまで未知なもの
を強要されることとなった。
ある面においては、在宅勤務
者は通信不備などテクノロ
ジーの問題、子どもやペット
が仕事の妨げになるといった
課題を報告した。仕事とプラ
イベートの境界の曖昧さに直
面したのだ。しかし逆の面で
は、通勤からの解放とワーク
スタイルの柔軟性を獲得した
ことで、仕事とプライベート
をうまくバランスさせること
になった。

予想とは異なる変化



予想より速い変化 予想より緩やかな変化 予想とは異なる変化

組織パーパスの受け入れ

コーン・フェリーが持つデータに
よれば、これまでも強固なパーパ
スを持つことと好業績には相関関
係があることが分かっていた。 こ
の現象は最近になってさらに加速
していると言える。人および私た
ちの行動が人間に与える影響に焦
点が当てられるようになったコロ
ナ禍の間、パーパスが明確な組織
では全体的にエンゲージメントレ
ベルが高くなった。

予想より速い変化

パーパスに駆動された役割の受
け入れ

コロナ禍で発生した安全衛生上の課
題により、パーパスを持って行動し
ていた多くの従業員が不満を持って
退職することとなった。ある調査に
よると、米国で最初に行動を起こし
た人たちが今最大の求職者層となっ
ている一方で、世界中の教師がまだ
安全が確認できていないことから現
場に戻ることを懸念している。

組織パーパスの共通理解

過去数年のパーパスに関する議
論の代表的なものは、いくつか
のテクノロジー企業を題材とし
たものものだ。 テック企業の労
働者たちは仕事の本来の意義は
何かについて活発な議論を展開
し、結果的にテクノロジーの創
造や政府系機関など予期せぬ顧
客を生み出すことになった。

非同期型コラボレーション

人々が場所や時間帯が必ずしも同じ
でない中で協働する非同期型コラボ
レーションが急速に台頭している。
最初はアジャイル・ブームによっ
て、次にコロナ禍によって強制的に
促される形で。これはチームへの貢
献を同等に可視化できるため、多様
な働き方を包摂し、結果への責任を
高めることができると指摘されてい
る。

流動的アプローチ

多くの組織でアジャイル・チーム
とプロジェクト・マネジメントが
採用されているが、現場での真に
流動的なチーム化の取り組みは遅
れている。何が遅れの原因となっ
ているのか。旧来型のジョブディ
スクリプション、政治的な縄張り
争い、不完全で個人主義的な報酬
構造のすべてが、流動的なチーム
環境を作り出そうとする組織の意
欲を阻害しているように見える。

従業員ウェルネスへの配慮

コロナ禍以前から従業員ウェル
ネスは注目の的だった。パンデ
ミックによって変わったのは、
バーチャル環境における従業員
のメンタルな健康度を診るレン
ズが「常時オン」になったとい
うことだ。連続するビデオ会
議、子どものホームスクーリン
グ、ロックダウンによって蓄積
されるストレスによる負荷を抱
え、「燃え尽き症候群」の兆候
はピークに達している。

Why

How
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