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調査概要 1. コロナ禍の長期化
○ 感染拡大に伴い、急速に新たなテクノロジーを導入

したことによる影響
2. 柔軟な働き方

○ アフターコロナの「はたらき場所」について

3. 社外との連携
○ 新たなテクノロジーで外部とのコラボレーションを

促進

＊この調査は、日本全国の雇用者数100人以上の組織に勤める2,006名のナ
レッジワーカーを対象に実施したものです。



調査結果まとめ
1）コロナ禍の長期化：感染拡大に伴い、急速に新たなテクノロジーを導入したことによる影響
　　

∙ テクノロジーを使うことで作業後効率がパワーアップした（50%）
∙ テクノロジーを使うことで、職場の文化に良い影響があった（44%）

o 業界に良い影響があった（41%）
o 組織全体に良い影響があった（40%）

∙ テクノロジーでより早く効率的な作業が可能になる（65%）
o コラボレーションしやすい（60 %）
o 在宅で効率よく仕事ができる（52%）

∙ しかし課題も判明 
o 回答者の46%が必要な情報や書類が見つけにくいと回答

■ うち45%が組織内における情報や書類の保管場所が多すぎることを理由に挙げた
o 回答者の42%が毎日6つ以上のアプリで仕事をし、アプリ間の切り替えに一日平均21分を

費やしている 
o 使用するアプリが他のアプリと十分に連携されていると答えたのは10人に1人（12%）

■ 残りの大多数にあたる53％はアプリ間の切り替えに時間を割いている



2）柔軟な働き方：アフターコロナの「はたらき場所」について

∙ 日本においては「オフィス勤務」が最も多かった
o オフィス勤務の中断は一度もなかった（37%）
o オフィス勤務が再開されつつある（17%）
o 完全、または一部在宅勤務を今後も続ける予定と答えたのは3人に1人のみ（36%）　  

∙ 「在宅勤務を認めるべきである」と考える人の割合は55%、「オフィス勤務の再開に満足している」
と答えた人の割合は 37%

∙ オフィス勤務を再開するにあたり「会社から十分な相談があった」と感じる人は30%と低い
∙ 出社と在宅の組み合わせ（ハイブリッド型）を希望する人の割合は44%、これに加えて、完全な在宅

勤務を希望する人の割合は13%
o ハイブリッド型を希望する従業員のうち、子育て中の回答者は49％、子どもがいない回答者は

41%
∙ 働く場所に自由度を求める人の割合は54%、勤務時間にも柔軟性が欲しいと答えた人は64%　
∙ オフィス勤務以外の選択肢がない場合、「選択の自由のある仕事を探す」と答えた回答者は 39%

o 「他の仕事を探す」と答えた年齢層は18-34歳が50%であるのに対し、45歳以上は26% 
∙ リモートワークによる課題も挙げられた

o 40%が、新入社員との交流や、同僚との関係構築が課題と回答　　
o 37%が、仕事と家庭の切り離しが困難と回答

∙ 回答者の約半数（48%）が「コロナ禍で使い始めたテクノロジーをオフィス勤務が再開しても継続し
たい」と回答

調査結果まとめ



調査結果まとめ
3）社外との連携：新たなテクノロジーで外部とのコラボレーションを促進

∙ 社外とのやり取りで生じる主な課題は「情報の共有」 
o 社外とのやり取りに必要な情報が容易に利用できれば、コミュニケーションが改善できる（51%）
o 必要な情報や書類が入手できないために社外とのやり取りが困難な時がある（36%）

∙ 解決のカギを握るのはテクノロジー
o テクノロジーでより効率的な情報のやり取りができる（55%）
o 社内と同様に社外との作業が効率的にできるようになる（44%）

∙ 社外の人とのコミュニケーションは「ビデオ会議で行う」が53%、「対面で行う」が39%、そのほか、E
メールでのやり取り（63%）や、電話（57%）が主流となっている  

∙ Eメールの課題として下記が挙げられる
o 効率が低い（51%）：返信に時間がかかる、内容が詳細すぎる、メール作成に時間がかかる、受信

トレイの整理に時間がかかる、時差のある複数の相手とのやり取りが困難
o 効果的なコラボレーションの妨げになる（50%）：相手が正しく理解していないと感じる、身振り

やトーンから相手の考えが読み取れない、新規の関係構築が困難、どの程度礼儀正しく伝えればよ
いかわからない、伝わっていない／認められていないと感じる

o プラットフォームそのものの課題（44%）：ファイル共有に制限がある、送信後の編集や削除が不
可能、多人数でのコミュニケーションに向かない、スレッドをミュート出来ない、使い勝手が悪い 

∙ 社外とのコラボレーションには平均3つ以上のプラットフォームを使用し、プラットフォームの切り替え
に一日平均24分を要している

∙ このような負担を軽減するために、「社外とのコラボレーションは単一のプラットフォームで行いたい」
と答えた人は61%  



国別調査結果
日本、韓国、オーストラリアの3カ国で比較

1）コロナ禍の長期化：感染拡大に伴い急速に新たなテクノロジーを導入したことによる影響
∙ テクノロジーによりパワーアップしたと感じた従業員の割合は、日本が50%、韓国が55%で、オーストラリ

アの70%と比べて極めて低い
∙ 3ヵ国の回答者が同様に「テクノロジーにより自宅で効率よい作業ができるようになった」と答えたが、最も

割合が高かったのはオーストラリアの75% で、日本52%、韓国60%はそれを下回る結果となった



国別調査結果

2）柔軟な働き方：アフターコロナの「はたらき場所」について
∙ オフィス勤務を続けた日本の従業員は37%、これに対し韓国は 20%

○ オーストラリアはエッセンシャルワーカー以外の市民が外出禁止であった
∙ 日本や韓国の半数以上が、完全にオフィス勤務再開を予定しているか、リモート勤務の実績がない（日本

54%、韓国60%）。これは、とオーストラリア（41%）を大きく上回る
∙ オーストラリアでは、ハイブリッド型での勤務形態が主流になる見込み（45%）。これに対し、2022年に

リモートワークを予定している日本の回答者は35%、韓国が33%となっている
∙ 「企業は在宅勤務の継続を認めるべき」と考えている回答者はオーストラリアで68%に上ったが、日本では

55%、韓国が54%と低い結果となった
∙ オフィス勤務の再開予定に関して、「希望を十分相談できた」と答えた日本の回答者は35%。これに比べ

て、オーストラリア51%が「今後の勤務形態に関して個人の希望が十分考慮された」と答えている
∙ 「今後の勤務形態に満足している」と答えた回答者の割合は、オーストラリア64%、韓国55%、日本37%

の順であった 
∙ 日本と韓国の従業員のうち10人に4人が、オフィス勤務のみを求められた場合、「在宅勤務の選択肢がある

他の仕事を探す可能性がある」と回答。オーストラリアで同様に答えたのは10人に5人であった

日本、韓国、オーストラリアの3カ国で比較



国別調査結果

3）社外との連携：新たなテクノロジーで外部とのコラボレーションを促進
∙ 全ての対象国において、社外とのやり取りで従業員が抱えている主な課題は情報の共有である

○ オーストラリアと日本に比べて、韓国でより顕著であった
∙ 「必要な情報がもっと容易に入手できれば、社外とのコミュニケーションを改善できる」と回答した割合は、韓

国が69%と高く、それに次いでオーストラリア52% 、日本51%となった
∙ 「必要な情報や書類にアクセスできず、社外とのコミュニケーションに苦心することがある」と答えた割合が最

も高かったのは韓国43% 、オーストラリア39%、日本36% の順であった
∙ 効果的な社外コミュニケーションの確立にはテクノロジーが重要だと感じる人の割合はオーストラリア（81%）

で高く、社外コミュニケーションはテクノロジーにより情報の共有や受取がより効率的になると感じている回答
者の割合は、韓国で60% 、日本で55%となった

∙ テクノロジーのおかげで社外の人とも社内のチームと同じように効率的に仕事ができていると感じる人の割合
は、オーストラリアが69%で、韓国46%と日本44%と比べて高い

日本、韓国、オーストラリアの3カ国で比較



コロナ禍の長期化:
感染拡大に伴い
急速に導入された
テクノロジーの影響



ナレッジワーカーの2人に1人 (50%)が
テクノロジーを使うことで
作業がパワーアップしたと感じている

コロナ禍の長期化

B5.  あなたが仕事で使用するソフトウェアやアプリについて、総合的にどう評価しますか？
サンプル数（合計） n=2,006



45%のナレッジワー
カーが、社内での情報
や書類の保管場所が多
すぎると感じている

ナレッジの共有

コロナ禍の長期化

B1. 次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



テクノロジーの
メリットは、業務の
スピードアップと効
率化、そしてより効
果的なコラボレー
ションの実現

テクノロジーの
効果

コロナ禍の長期化

B4. ソフトウェアやアプリのテクノロジーに関する次の記述について、あなたはどの程度同意
しますか？サンプル数（合計）n=2,006

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



回答者の44%が
テクノロジーの導入により
過去6か月で職場の文化に
良い影響があったと感じて
いる

コロナ禍の長期化

B12. 次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006



約40%の回答者が
自分の職場がソフト
ウェアやアプリを有
効に活用し、
テクノロジーの急速
な導入が良い影響を
もたらしたと感じて
いる

職場での
テクノロジー

コロナ禍の長期化

B12.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



回答者の3分の1が
3～5つのアプリを使
用

5人のうち2人が５～6
つ以上使用

使用する
アプリの数

コロナ禍の長期化

C2. 仕事で 日常的 におよそ何種類のソフトウェアやアプリを使用していますか？仕事の一環としてコ
ンピューターや携帯電話で使用しているすべてのタイプのソフトウェアやアプリにつ
サンプル数（合計）n=2,006

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い

42%
6つ以上の

アプリを使用



ナレッジワーカーが
アプリの切り替えに
要する時間は
1日平均21分
年間では
合計10日相当

1日のうち
アプリの切り替え
に費やす時間

コロナ禍の長期化

C11. 均的な勤務日に、ソフトウェアプラットフォームやアプリ間の切り替えに費やす およそ の時間はどれくらいですか？
サンプル数（合計）n=2,006

アプリ間の切り替えに要する時間
平均で一日21分

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



ナレッジワーカーが
アプリを切り替える
回数は1日平均16回

1日のうち
業務アプリを
切り替える回数

コロナ禍の長期化

C34. 平均的な勤務日に、ソフトウェアプラットフォームやアプリ間の切り替えを およそ 何回行っていますか？
サンプル数（合計）n=2,006.

1日に切り替えるアプリの回数
平均16回

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



アプリ間の連携が十分で、
複数のアプリにわたる業務
が効率的にできると感じて
いるのは12%のみ

コロナ禍の長期化

C10. あなたが仕事で使用するソフトウェアプラットフォームやアプリは、どの程度統合・相互に連携されていますか？
サンプル数（合計）n=2,006



2人に１人が
業務アプリの連携が
進んでいるものの、
有効に使うには何ら
かの対処が必要と感
じている

アプリの連携

コロナ禍の長期化

C10. あなたが仕事で使用するソフトウェアプラットフォームやアプリは、どの程度統合・相互に連携さ
れていますか？　　サンプル数（合計）n=2,006

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



柔軟な働き方：
アフターコロナの
「はたらき場所」 



2022年には、36%の企業で
リモートワークを進める予定
 (完全なリモートワークまたはハイブリッド型）

柔軟な働き方

B18. 後1年間で、職場で予定されている勤務体制に当てはまるものはどれですか？
サンプル数（合計）n=2,006



約30%の組織でハイ
ブリッド型勤務を進
める一方、
大多数の企業では
オフィス勤務を継続
していた、あるいは
今後完全にオフィス
勤務に戻る予定

オフィス勤務の
再開

柔軟な働き方

B18. 後1年間で、職場で予定されている勤務体制に当てはまるものはどれですか？
サンプル数（合計）n=2,006.



日本のナレッジワー
カーの40%以上が
オフィス勤務と在宅
を組み合わせたハイ
ブリッド型を希望

働き方の
選択肢

柔軟な働き方

B20. あなたの個人的な希望に当てはまるものはどれですか？
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



18-34歳のナレッジ
ワーカーは、完全な
在宅勤務を希望

働き方の
選択肢

柔軟な働き方

B20. あなたの個人的な希望に当てはまるものはどれですか？
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で(CI）で比較対象
よりかなり高い / かなり低い



家族の世話をしてい
る回答者は、そうで
ない回答者に比べて
ハイブリッド型を望
む傾向が強い

働き方の
選択肢

柔軟な働き方

B20. あなたの個人的な希望に当てはまるものはどれですか？
サンプル数（合計）n=2,006. 95%の確立で(CI）で比較対象よ

りかなり高い / かなり低い



柔軟な働き方

ナレッジワーカーは、自律性と柔軟性のある職場を求めている

60%
他の用件と調整しながら、
自分の好きな時間に
働きたい

54%
自分の希望する場所で働け
るような柔軟性の高い職場
で働きたい

64%

柔軟な勤務時間を認めて
くれる職場で働きたい

B22. 次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.



柔軟な働き方

若手のナレッジワーカーは
ハイブリッド型を望み、柔軟な勤務時間を求めている

他の用件と調整しながら、
自分の好きな時間に
働きたい

自分の希望する場所で働け
るような柔軟性の高い職場
で働きたい

柔軟な勤務時間を認めて
くれる職場で働きたい

B22. 次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.

35～44歳
64%

45歳以上
64%

18～34歳
65%

35～44歳
60%

45歳以上
60%

18～34歳
59%

35～44歳
55%

45歳以上
52%

18～34歳
55%

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



柔軟な働き方

家族の世話をしているナレッジワーカーは
柔軟な勤務形態を最も重視

B22. 次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.

家族の世話は
していない
61%

家族の世話を
している
69%

家族の世話は
していない
51%

家族の世話を
している
58%

家族の世話は
していない
57%

家族の世話を
している
63%

95%の確立で(CI）で比較
対象よりかなり高い / かな

り低い

柔軟な勤務時間を認めて
くれる職場で働きたい

他の用件と調整しながら、
自分の好きな時間に
働きたい

自分の希望する場所で働け
るような柔軟性の高い職場
で働きたい



日本のナレッジワーカーの
39%は、在宅勤務の選択肢が
ないままオフィス勤務に戻る
よう求められた場合、
柔軟性のある他の仕事を探す
可能性があると回答

柔軟な働き方

B21.パンデミック後に、勤務先からオフィス勤務への復帰を求められ、在宅勤務できる選択肢がない場合、より柔
軟な勤務形態ができる他の仕事を探す可能性はどの程度ありますか？ 　サンプル数（合計）n=2,006.



若手のナレッジワー
カーは、オフィス勤務
に戻ることを求められ
た場合、他の仕事を探
す可能性が高い

柔軟性のある
仕事へ転職する
可能性

柔軟な働き方

B21.パンデミック後に、勤務先からオフィス勤務への復帰を求められ、在宅勤務できる選択肢がない場合、より柔
軟な勤務形態ができる他の仕事を探す可能性はどの程度ありますか？ 　　サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で(CI）で比較
対象よりかなり高い / かな

り低い

NET：非常に可能性が高い +
どちらかと言えば可能性がある

50% 38% 26%



家族の世話をしてい
るナレッジワーカー
は、オフィス勤務に
戻ることを求められ
た場合、他の仕事を
探す可能性が高い

柔軟性のある
仕事へ転職する
可能性

柔軟な働き方

B21.パンデミック後に、勤務先からオフィス勤務への復帰を求められ、在宅勤務できる選択肢がない場合、より柔
軟な勤務形態ができる他の仕事を探す可能性はどの程度ありますか？　　サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で(CI）で比較
対象よりかなり高い / かな

り低い

44% 35%

NET：非常に可能性が高い +
どちらかと言えば可能性がある



半数以上のナレッジ
ワーカーは、「企業
が在宅勤務の継続を
認めるべきだ」と考
えている

リモートワークには
コミュニケーション
の改善が必要

リモートワーク

柔軟な働き方

B22次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？ 
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で(CI）で比較
対象よりかなり高い / かな

り低い



若手のナレッジワー
カーは、リモート
ワークでの人間関係
の構築や家庭生活と
の切り離しが難しい
と感じている

リモートワーク

柔軟な働き方

B22.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？ 
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



家族の世話をしてい
るナレッジワーカー
は、効率性を重視し
て、在宅勤務を認め
るべきだと考えてい
る

一方、リモートワー
クの課題として、人
間関係の構築が難し
いと感じている

リモートワーク

柔軟な働き方

B22.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



ナレッジワーカーの48%は
パンデミック時に採用した
テクノロジーや業務プロセ
スを、オフィス再開後も継
続したいと考えている

柔軟な働き方

B22.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.



32%のナレッジワーカーは
職場の柔軟な勤務方針によ
り離職率が低下したと感じ
ている

42%の回答者は職場の柔軟
な勤務方針が自分の希望に
沿っていると考えている

柔軟な働き方

B22.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.



柔軟な働き方

ナレッジワーカーの約半数は、リモートでの新入社員の
受け入れが効果的に行われていると感じている

26%
自分の職場では
リモートでの新入社員の
受け入れが、対面の場合
と同じくらいうまくいっ
ている

28%
自分の職場では、
リモートでの新入社員の
受け入れがうまくいって
いる

B22.次の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.



社外との連携: 
テクノロジーで外部との　
コラボレーションを促進



知識労働者の３人に2
人が顧客・クライア
ントやサプライヤな
ど社外とのコラボ
レーションを行って
いる

社外との
コラボレーション
の現状

社外との連携

C30.職務の一環で、あなたが個人的にコミュニケーション、連携、情報共有をする外部の人は誰ですか？
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い

66%
社外とのコラボ
レーション



2人に1人 (51%) が必要な情報
がもっと容易に入手できれば社
外コミュニケーションを改善で
きると感じている

36% が社外とのコミュニケー
ションで苦心することがあると
回答し、その理由に必要な情報
や書類にアクセスしにくいこと
を挙げている

社外との連携

B1. の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.



「テクノロジーのおか
げで社外の人とも社内
のチームの一員と同じ
ように効率的に作業が
できる」と考える人は
半数を少し超えた割合
に留まる

社外とのクロスコ
ラボレーション

社外との連携

B16.の記述について、あなたはどの程度同意しますか？
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



社外とのコミュニケーション
において、ナレッジワーカー
の大半は（65%）、
ソフトウェアプラットフォー
ムやアプリを活用

C17. 外部の人と一緒に仕事をする際に、コミュニケーションや情報共有に使用するソフトウェアやアプリは何ですか？
サンプル数（合計）n=2,006.

社外との連携



社外との連携

社外のクロスコラボレーションプラットフォーム 

C17. 外部の人と一緒に仕事をする際に、コミュニケーションや情報共有に使用するソフトウェアやアプリは何ですか？ 
サンプル数（合計）n=2,006.

24%の人が社外とのコラボレー
ションに5つ以上のプラット

フォームを使用

社外とのコラボレーションに使用
されるアプリの数は

平均で 3.3



社外との連携

社外とのコミュニケーションで好まれる主な手段は
メール(28％）とビデオ会議（20%）

C21. 外部の人とのコミュニケーションや情報共有の際に、あなたが最も好んで使用しているものは何ですか？ 
サンプル数（合計）n=2,006.



必要な情報を見つけ
ることや、複数のソ
フトウェアプラット
フォームを駆使して
の作業が課題に

社外コラボレー
ションの課題

社外との連携

C23.外部の人と、特にコミュニケーションや情報共有するためにEメールを使用する際に、あなたが気
付いたり個人的に経験した問題点は何ですか？　　サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



社外とのコミュニ
ケ―ションの主な問
題点として、状況が
分からない、情報不
足、返信の遅れ、
などを挙げている

社外コラボレー
ションにおける
上位10の課題

社外との連携

C32. コミュニケーション、連携、情報共有をバーチャル環境で外部の人と行う際に、あなたが気付い
たり個人的に経験した問題点は何ですか？
該当するものを全て選んでください.　　サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



社外コミュニケ―ショ
ンの主な課題として
「状況が分からない」
「情報不足」
「返信の遅れ」
などを挙げている

社外コミュニケ―
ションにおける
課題

社外との連携

C32. コミュニケーション、連携、情報共有をバーチャル環境で外部の人と行う際に、あなたが気付いたり個人的
に経験した問題点は何ですか？
該当するものを全て選んでください.　　サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



社外コラボレー
ションにおける
メールに関する
上位10の課題

社外との連携

C33. 外部の人と、特にコミュニケーションや情報共有するためにEメールを使用する際に、あなたが気
付いたり個人的に経験した問題点は何ですか？ 　
サンプル数（合計）n=2,006.

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い

社外コミュニケーショ
ンをメールで行う際の
主な問題点は「返信の
遅れ」



社外との
メールでのコミュ
ニケ―ションにお
ける問題点

社外との連携

C33. 外部の人と、特にコミュニケーションや情報共有するためにEメールを使用する際に、あなたが気
付いたり個人的に経験した問題点は何ですか？　　サンプル数（合計）n=2,006. 95%の確立で（CI）で

著しくより高い / より低い

社外とのコミュニ
ケ―ションをメール
で行う際の主な問題
点は、「時間の浪
費」や「非不効率な
連携作業」
 

時間の浪費: 
51%

効率性: 
43%

Eメールプラット
フォームの制限: 
44%

効果的なコラボ
レーション: 
50%

Eメールの対応: 
17%

ユーザーによる
操作ミス:
 41%



社外とのコラボレー
ションにおいては、
ソフトウェアやアプ
リの切り替えに
一日に平均で24分を
費やしている

社外コラボレー
ションでの
時間の浪費

社外との連携

C25. 均的な勤務日に、特に 外部の人との仕事 で、ソフトウェアやアプリ間の切り替えに費やす およそ の時間はどれくらい
ですか ？　サンプル数（合計）n=2,006.

社外との作業において
アプリの切り替えに

費やす時間は一日平均24分

95%の確立で（CI）で
著しくより高い / より低い



2人に1人(61%)のナレッジワーカーが
社外の人とのコミュニケーションや
コラボレーションを単一のプラットフォームで行う
ことに魅力を感じている

社外との連携

C26. 数のアプリを使用するのではなく、単一のプラットフォームで外部の人とのコミュニケーションや連携を
行うことは、どの程度魅力的ですか？　 サンプル数（合計）n=2,006.



Thank you
ありがとうございました

本調査は、Slackが市場調査会社であるHoneycomb Strategyに委託して実施したものです


