特集

復 活 への処方 箋
緊急事態宣言が解除され、徐々に経済活動が再開されつつある。もちろん、
いまだ足もとの資金繰りが最大の懸案事項だが、一方で反転攻勢へのきっかけ
をつかむべき時期でもある。復活へのキーワードは「経済」
「オンライン購買」
「リモートワーク」
。それぞれの専門家に取材した。

『戦略経営者』2020年7月号（発行所 株式会社ＴＫＣ）
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◎ 日本総合研究所 副理事長

山田 久

来るべき〝半値戻し経済〟をどう生き抜くか
しかも第 フェーズに至る先行

止対策を行いながらの経済活動で

チンの開発・投与などによる集団

きはいまだ見えていません。ワク

うということです。感染拡大の抑

会的影響は三つのフェーズに分け
は、当然、コロナショック前のよ

新型コロナ感染症の経済的、社
て考えることができます。第１が

免疫の獲得が 年後になるのか

ェーズ。そして第 が完全終息後

が感染抑止と経済を両立させるフ
な影響を受けている外食産業や観

難しいでしょう。たとえば壊滅的

動制限の再強化と緩和を幾度か繰

そ の「 出 口 」 に 行 き つ く に は 活

年 後にな る の か 。 さ ら に 言 え ば 、

2

光産業などで、足もと 割減の売

感染抑止最優先のフェーズ。第

うな制限のない市場経済の復活は

3

1

前よりもはるかに低い収益でしの

た企業は、業種問わず、コロナ以

ずれにせよ、コロナの影響を受け

う状況も十分に想定されます。い

り上げを半分戻すのがやっととい

国民、企業に感染防止へのモチベ

市場経済となるでしょう。その際 、

は、感染リスクを意識しながらの

としても、来年の半ばくらいまで

しれません。よほどうまくいった

り返すプロセスも必要になるかも

に第 フェーズにたどり着けたと

産業構造の変化です。たとえ無事

リスクを抑えるカギとなります。

拠に基づいた明確な指針が、感染

する動きがみられます。科学的根

どの業界ではガイドラインを作成

ズです。

がなければならないということで

ーションと先行きの見通しを提供

月に緊急事態宣言が解除され

たことで、日本はようやく第 フ

求められます。アクセルとブレー

と客観指標を明らかにすることが

の緩和、解除、再強化」への手順

くらいで技術的には大きく進展し

ウェブ会議システムは、この

たとえばリモートワークもそう。

な変化は完全には元に戻りません。

しても、変化してしまった構造的

年
キを踏み分ける微妙な制御感覚が

する業務手順」を業種ごとに整備

「感 染 リスクを最 小 化
さらに、

ナ騒動によって、好むと好まざる

せんでした。しかし、今回のコロ

「習 慣 」を 変 えるには至っていま

ましたが、組織レベルでの旧来の

することも必要でしょう。経団連

にかかわらず、リモートワークや

れ、そして、意外に支障なく仕事

はオフィス向けおよび製造事業場

成否を分けるかもしれません。

5

オンライン商談などを余儀なくさ
14

構造変化に対応せよ

ェーズに入ったと言えますが、こ

す。経営者はあらためてそのこと

するために、行政には「活動制限

もうひとつの重要なポイントは、

のフェーズで留意すべきは「半値

を認識しておく必要があります。

の自由な経済活動が行えるフェー

3

戻し経済」を余儀なくされるだろ

9

やまだ・ひさし
1987年、京都大学卒業後、住友銀行入行。9 8年、日本
総合研究所調査部主席研究員。その後、経済研究セ
ンター所長、マクロ経済研究センター所長、ビジネ
ス戦略研究センター所長、調査部長兼チーフエコノ
ミストなどを経て2019年から現職。15年には京都大
学で博士号（経済学）を取得。
『同一賃金同一労働の
衝撃「働き方改革」のカギを握る新ルール』
（日本経
済新聞出版社）
など著書多数。

3
向けのガイドラインを 月 日に
5

提示しましたし、小売りや外食な
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◎ 特集

復 活への 処 方 箋

いる中国が、リーマンショックの

時のような大規模公共投資に踏み

波にさら

されれば、心理的なインパクトは

切るのも難しいでしょう。

抱えている人々が、第

の流れは、多少の揺り戻しはあっ
大きく、経済への打撃はさらに大

が行えることを証明しました。こ
ても将来にわたって続くでしょう。
きくなることが予想されます。

買」
「調達」など、
ビジネスの「肝」

と中国ですが、もともと剣呑だっ

世界経済をけん引してきた米国

内を優先して経済を回していこう

いつつあるなか、欧州などで、域

国という「成長のエンジン」を失
けんのん

の部分のオンライン化の進捗です。

た両国の対立はさらに激しくなる

しんちよく

ここに対応できない企業は蚊帳の
でしょう。

も、その間に「構造変化」への対

なんとか自社を存続できたとして

いう弱点があぶりだされてしまい

いという 意 味で、
「所 得 格 差 」と

世界一。低所得者層は感染しやす

た。各国が内向きになれば、グロ

を回避する動きが目立ってきまし

活保障材の内製率を上げ、リスク

医療、衛生、食料など基礎的な生

本も例外ではありません。とくに、

応を怠れば、将来は危ういと認識

ました。また、大規模なレイオフ

米国は感染者の数がダントツで

しておくべきです。

ーバル化がスローダウンし、世界

さて、日本はなんとか抑え込み

時に、その雇用がそっくり戻って

いますが、いずれ経済が回復した

業も莫大な借金を抱えることにな

す。コロナ不況によって行政も企

経済の下振れ要素はまだありま

の経済成長率はさらに下落します。

に成功したように見える新型コロ

くるかは疑問です。４～ 月期の

ります。当然のことですが、借金

％増 ）と膨れ上がって

ナ感染症ですが、世界的にみれば

実質ＧＤＰ成長率は前期比年率３

はコロナ後に返済しなければなり

済再開への動きが出始めています

率で 割以上低下しましたが、４

中国は１～３月期のＧＤＰが年

くなっても、貿易がスローダウン

ません。たとえコロナの脅威がな

6

が、気になるのは南米とアフリカ

ばくだい

まだまだ終息にはほど遠い状況で

割減が予想されています。

（前 月 比

によって 月の失業率が ・７％

政府の支援策などを活用しながら、

という傾向が強まっています。日

外に置かれてしまいます。現状、

このように世界経済が米国と中

とくに、ポイントとなるのが、
「購

2
14

す。欧米先進国では、少しずつ経

「成長エンジン」の喪失

10 4

ら冬にかけてまた北半球に戻って

感染爆発が起これば、今年の秋か

ロールできたとしても、南半球で

です。そのため、北半球でコント

どうしても感染が広がりやすいの

くにスラムのあるところなどでは、

です。所得格差が大きい国々、と

期待できないかもしれません。ま

うが、コロナ前のような高成長は

せん。徐々に戻してはくるでしょ

て予断を許さない状況は変わりま

在庫がたまり雇用も落ち込んでい

生産はプラスになっていますが、

各地の工場も再開し、 月の工業

～６月期は戻しているようです。

まある経営資源を最大限有効活

済成長率は下落する一方です。い

来のやり方を踏襲するだけでは経

「半値戻し経済」のなかでは、従

力がなくなり、さらに貿易が細る。

する上に、借金返済で投資への余

劇的な構造変化に対応する

この悪循環が懸念されます。

くる。そんなループに陥る危険性

た、ここ数年財政が悪化してきて

3

波でトラウマを

もあります。第

1

4

12
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ァンドや②シェアリング型一時雇

その上で、たとえば①官民共同フ

の枠を超えた連携が求められます。

国を挙げた情報の共有化と、産業

要があるでしょう。そのためには、

用しつつ、解決策を探っていく必

できます。

への負担も軽減されることが期待

とができる上、結果として、財政

うすることで、失職者を抑えるこ

のミスマッチが解消されます。こ

業界に「レンタル」すれば、労働

また、柔軟な勤務体制がとられる

視されやすくなるかもしれません。

が見えにくくなるため、結果が重

わなければならず、業務プロセス

員は自らタイムマネジメントを行

大幅に見直されるでしょう。従業

が変わるとすでに述べましたが、

ナ後は産 業 構 造や企業のあり方

のシフトも大切な課題です。コロ

とはいえ、留意すべき点もあり

を行うべきです。

を検証し、要所要所に適切な投資

され ま す。これ ら「変 化の要 素 」

ことで、女性やシニアの活躍が促

した産業再生機構のようなイメー

それに対して今から準備しておく

ます。オンライン化、デジタル化

個々の企業レベルでの経営資源

企業が発生するので、融資という
ジで、民間のチェック機能が働く

必要があります。業務のオンライ

によって不可視部分が増えること

用といった施策が有力視されるの

間接金融による資金繰り支援には
公共的な支援の仕組みをつくるべ

ン化、デジタル化は今後、加速度

ではないでしょうか。

限 界 が あ り ま す。 ま た、
「借 金 」
きではないでしょうか。

ながら、アフターコロナの新しい

希望する企業に出資する形をとり

公 的 資 金 と 民 間 資 金 を 合 わ せて

め、①官民共同ファンドのような

重大な足かせとなります。そのた

旅館・ホテルなどの観光産業など

もあるので、たとえば、飲食業や

一方で人手不足が続いている業種

ることが予想されます。しかし、

業が急増し、雇用環境が厳しくな

また、今後、収益の悪化する企

ト勤務が普及し、会議や営業活動

オフィスワークにおいてもリモー

ケティングや物流も変化します。

ル店舗）の役割が見直され、マー

ろう小売業では、対面販売（リア

ネット販売がより重視されるであ

を増して進展することは確実です。

があるでしょう。（取材日 月 日）

極めながら、丁寧に対応する必要

す。経営者は、これらのリスクを見

育にも支障が出る可能性がありま

本の企業が得意としてきた人材教

平性にほころびが生じ、さらに日

で、コンプライアンスや評価の公

半値戻し経済では、大量に赤字

は将来的な経済成長を抑制する

世界に対応する魅力ある企業へと

コロナ禍に苦しむ企業の従業員を、

※当サービスに関するご質問等
は、TKC会員事務所におたず
ねください。

5

26

（インタビュー・構成／本誌・高根文隆）

上記 のTKCサービス からhonto
をご利用の場合、全てのご注文が
《 送料無料 》となります。

などもオンラインを絡めることで

オンライン書店 honto は、TKC
戦略経営者メニュー 21 ╱e21
まいスターに搭 載 の「 玉手箱 」
からご利用ください（ TKC 会員
事務所はProFIT から）。

宅配業や食品スーパーなど忙しい
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導いていく必要があると思います。
２０００年代に大きな役割を果た

インターネットで簡単注文！
オフィス・ご自宅にお届けします。
領収書としてもご利用できるコ
ンビニ決済をはじめ、各種クレジ
ットカードのご決済が可能です。

◎ ヴァリューズ社長

辻本秀幸

◎ 特集

復 活への 処 方 箋

重要性高まるオンライン起点の購買喚起策

ンターネットを使っているのは若
アルの世界だけではなくネットの

な環境変化が予想されるなか、リ

面白いのは、これらのうちいずれ

ものだと思われます。この調査で

やドラッグストアで購入していた

ま しょ う（図 表 １）
。ス テ イ ホ ー

ット利用サービスの変化が見えて

と、新型コロナウイルスによるネ

したサイトやアプリを調べていく

アクセス数やユーザー数を伸ば

ジネスを再設計、強化することが

向をニューノーマルと認識してビ

段階に入ってきているといえます。

という承認欲求・自己実現欲求の

変えたい」
「もっと良くなりたい」

ロナ 禍の最 中でも、
「自 分 自 身 を

イトの伸びが目立っています。コ

要不急ではない大人向けの学習サ

ぶ落ち着きを取り戻した後は、不

一方で騒動が一巡し社会もだい

ト行動につながったといえます。

理的欲求・安全欲求を満たすネッ

これらのアクセス解析やアンケ

定着していくでしょう。

ターネットで購入する動きは今後

と見られ、食料品や日用品をイン

ーザーでも一定量増えてきている

はとっていませんが、年配層のユ

実感した可能性があります。統計

ネットでも大丈夫じゃないか」と

店舗で買っていた層が、
「なんだ、

さらにコロナウイルスが大きな
問題になりはじめた時期の１日当

〜

たりセッション数の変化をみてみ

いますが、とりわけ
はっきりわかります。

ニア層の伸びが目立っているのが

60

ＥＣ関連は軒並みアクセス急増

14
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つじもと・ひでゆき
1964年生まれ。8 6年、同志社大学工学部卒業。リクルートでマーケティングシステム事業部
長などを歴任。マクロミル代表取締役社長を経て2009年にヴァリューズを創業。
同意を得た約
200万人のモニター数は日本トップクラスの規模で、上場企業250社以上を含む多数の企業
や官公庁などをクライアントとして抱える。データの一部は無償で開放しており、「勘と経験
に依存していたマーケティングの世界をデータドリブンに変革していくのが使命」と話す。

ウイルス感染の大きなリスクが明るみに出た２０２０年。予期せざる形で人々の生活スタイルは大きく変わりつつある。アフターコロナ後の消
費動向にも特徴的な変化が表れてくるはずだ。２００万人のモニターからオンライン行動を分析しているヴァリューズの辻本社長に聞いた。

代まで」と
世界でも積極的に情報収集して意

も半数以上が「影響収束後もネッ

ど、普段であれば近くのスーパー

思っている人がいまだにいますが、
思決定しようと考えるシニア層が

トで契 約・購入を続ける見込み」

ことが読み取れます。社会に大き

そうしたイメージは全くの思い込
極めて当たり前の存在になりつつ

と回答していることです。これま

中小企業経営者のなかには「イ

みです。総務省の「通信利用動向
あるのです。シニア層は人口ボリ

で生活必需品はなんとなくリアル

い人やせいぜい ～

調査」によれば、すでに２０１８

ュームも大きいことから、この傾

ムで可処分時間が増えたことから

きます。マズローの欲求の５段階

図表３は、新型コロナウイルスの

ート調査から、コロナによって引

年の時点で、 代で 割近く、

全世代でネット閲覧数が増加して

を踏まえると、緊急事態宣言前後

影響拡大をきっかけにインターネ

き起こされたデジタル行動の変化

代でも 割を超える人がインター

代のシ

の 命 の 危 険 を 感 じ た 段 階 で は、

ットで購入・契約しはじめた商品

について次の３点にまとめられる

ネットを利用しています。

図表２は、新型コロナ影響拡大

「トイレットペーパーや 食 料 品 を

やサービスについて尋ねたアンケ

50

求められると思います。

後に見聞きが増えたメディアにつ

とにか く 調 達 し な け れ ば 」
「会 社

と思います。

まず非ネットネイティブ世代も

学び、消費、娯楽ニーズは健在

いて聞いたアンケート調査ですが、

ー トで す。トップ３は「日 用 品 」
ければ」などといった心理が、生

「出前や宅配、持ち帰り」
「食材」な

が危ないから次の勤め先を探さな

70

40
8

30

60

歳以上でもインターネットがメ

5

インの情報収集手段になっている

60

図表1 コロナウイルス発生前後でのネット行動の変化
（%）

ン（ＤＸ）が一気に加速化する環

デジタルトランスフォーメーショ

が圧倒的に拡大しており、社会で

問わずデジタルにリーチできる層

含めたネット利用者の拡大。年代

いえるでしょう。

テラシーは間違いなく高まったと

り前です。日本国民のデジタルリ

議やファイルの共有はもはや当た

りました。企業ではオンライン会

ンを起点とした購買喚起の仕組み

は、ＥＣチャネル対策やオンライ

ます。このため今後の企業経営で

ビスでその傾向が顕著になってい

全欲求を満たすための商品・サー

ケーション」をいかに生み出し、

ら「リアリティーのあるコミュニ

オンラインをうまく取り入れなが

はもう通用しません。デジタルや

こと。ただこれまで通りのやり方

２点目はＥＣ購買経験者の増加

202001

202002

202003_01_10 202003_11_20 202003_21_31

図表2 メディア利用時間の変化
▼見聞きが増えたメディアと回答した割合：20代と60歳以上（面積比が％比と同じになるように作成）
インターネット

テレビ
52％

（スマホ・タブレット）

73％

56％

VOD
40％

VOD

雑誌・
フリーペーパー
7％

新聞

28％

図表3 インターネットで購入・契約し始めた商品やサービス
（%） 11.6

10

■ 影響拡大をきっかけにネットで
契約・購入していたもの
■ 影響収束後もネットで
契約・購入を続ける見込みのもの

8.3
6.3

3.9

3.3

2.6

4.1
2.2

3.5
2.4

3.4
2.3

3.1
2.2

2.3
1.5

1.8
1.6

THE STRATEGIC MANAGER 2020.7

（本誌・植松啓介）

・投資信託など）

出典：ヴァリューズ「新型コロナウイルスの影響拡大を受けた消費者の行動・意識変化」調査

0.8

その他

0.5
0.3

保険の加入／契約切り替え

0.6
0.4

有料テレビ放送

0.8

育児用品・ベビーフード

金融商品（株・

アルコール飲料

健康食品、サプリメント

飲料（アルコール飲料を除く）

有料動画配信サービス

レトルト食品・インスタント食品

化粧品

洋服

食材（米・野菜・肉など）

食べ物の出前や宅配、持ち帰り

日用品

F
X

2.8
1.2

COMPANY
DATA

がウィズコロナ時代の企業の共通

4.6

4.1

課題になってくると思います。

7.2

5.4

人々の自己実現を満たすサービス

雑誌・
フリーペーパー
10％

づくりの必要性がますます高まっ

新聞

電子書籍
8％

ラジオ
15％

を設計していくか ―― こうした点

49％
電子書籍
24％

16％

60歳
以上

（PC）

20代

ラジオ
12％

14％

インターネット

ていくでしょう。

（PC）

49％

テレビ
58％

インターネット

（スマホ・タブレット）

インターネット

15

境がいよいよ整ってきたと感じま

2.女性60代以上

0.00

0

です。しかし購買層の増加に対し

2.女性50代

2.00

-2.00

す。今まで「頑張ればできるけど

2.女性40代

4.00

最後は、ソーシャルディスタン

2.女性30代

てネットチャネルが追い付いてい

2.女性20代

6.00

面倒くさいからいいや」と先送り

1.男性60代以上

スをとりながらの学び、消費、娯

1.男性50代
8.00

るかといえば、必ずしもそうとは

1.男性40代

10.00

にしてきたパソコンやスマホの設

1.男性30代

楽へのニーズは健在であるという

1.男性20代

12.00

いえません。特に生理的欲求・安

14.00

定も多くの人が取り組むようにな

16.00

株式会社ヴァリューズ
設 立
所在地

2009 年 9 月
東京都港区赤坂 2-19-4
FORUM 赤坂 5F

リポート

◎キャスター

復 活への 処 方 箋

リモートワーカー一人ひとりの
っしゃることと思いますが、これ

考え始めた、さまざまな方がいら

員の勝見彩乃氏はこう話す。

ースを企画したＰＲ／人事執行役

進を遂げている企業である。リリ

新たなタイプの人材企業として躍

ちがアウトソーシング業務を担う

だ。所属するリモートワーカーた

ジネス・プロセス・アウトソーシ

てチームを組み、
企業のＢＰＯ（ビ

「オンラ インアシスタント 」とし

ス。所属するリモートワーカーが

「キャスタービズ」が主力 サービ

書 サ ー ビス と してス タ ー ト し た

同社は、もともとオンライン秘

ィスでのリモートワークと趣味の

た立役者の一人だが、ホームオフ

ービスの市場を日本で形成してき

オンラインアシスタントというサ

の麓に引っ越し。同社が提供する

婚を機に東京・世田谷から高尾山

任した執行役員の村田諒氏は、結

ームのリーダーを担当する志垣竜

子氏は、宮崎県在住。入社後１年

は本社に通勤していたが、同居す

る母の体調があまり優れなくなっ

てきたため、不測の事態に備え自

宅メインで仕事をすることになっ

た。以来、メンバーと顔を合わせ

て仕事をしたい時は本社に行き、

黙々と没頭したい時は在宅と仕事

環境を選択しながら変えながら勤

務を続けている。

担当する電話代行業務のニーズ

は高く、多くの企業から依頼が舞

い込む部署だが、場所に縛られず

に利用できる電話システムを導入

しているため、パソコンとインタ

ーネット、ヘッドセットがあれば

在宅でも電話対応が可能。志垣氏

は「柔軟なオペレーションを実践

し、クライアント企業に『ありが

とう』と感謝の言葉をいただける

ことがやりがいにつながっていま

す」と話す。

同社の中川祥太社長は、リモー

16
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◎ 特集

リモートワーカーが当たり前のように活躍できる社会に

多 様な働き方の実 態を詳しく紹
からの働き方を考える参考にして

約７００名のリモートワーカーが有機的にチームを形成しながら企業のアウトソーシング需要に応えているキャスター。
同社における働き手の多様性や経営戦略からは、日本の「働き方」の未来が見えてくる。

介するプレスリリース「働き方図

「今年に入り予期せぬ形で、リモ

ング）ニーズに応えてきた。採用

トレイルランニングを両立させて

もらえるよう、創業以来、全社で

ートワークが普及してきています。

代行や経理、人事、労務、マーケ

いる。海外のレースに出場するこ

鑑」が話題を呼んでいる。公表し

現在、自分の意思とは関係なく突

ティングなど事業領域も順次拡大

と も 多 く、
「好 き なエリアに 住 め

リモートワークを行ってきたキャ

然リモートワークせざるを得なく

中 だ。
「働 き 方 図 鑑 」に は、メン

て通勤がなくなり自由に使える時

たのは、
「リモー トワ ー ク を 当 た

なり戸惑っている、仕事をする環

バーの暮らしやリモートワーカー

間が増えた」と理想に近い生活ス

スターメンバーの働き方をまとめ

境が整っておらず効率よく業務を

でよかったと感じていること、リ

タイルを実現。旅行に行く回数が

り前にする」をミッションに掲げ、

行えていない、これまでオフィス

モートワークの必須アイテム、普

増え、海外でリモートワークしな

ました」

に行かなければできないと思って

段の仕事場環境などを写真入りで

２０１４年に創業したキャスター

いたことがリモートでもできるこ

がら生活することもあるという。
キャスタービズ事業部でコールチ

紹介している。
例えば２０１６年にＣＭＯに就

とに気づき、オフィスで働く必要
性や今後の働き方について改めて

中川祥太社長

トワーカーの主な収入の場として
認知されていたクラウドソーシン

バイリンガル
WEB係

グの市 場 が、
「時 間 当 たりの報 酬
にすると極めて安い金額になり、
子育て中のママさん支援など人道
的な側面でみられていた」ことに
じく じ

成果物

忸怩たる思いをしてきたという。

コール係

チェック納品

キャスト（作業者）
フロント（ディレクター）

経理

ディレクション

秘書係

業務依頼

そのためキャスターでは、製造業
などにおける生産管理の手法を取
り入れることによって、リモート
ワーカーにしっかりとした報酬を
支払いつつ、クライアント企業に
も低コストでサービスを提供でき
る仕組みづくりに注力してきた。

キャリアパスが描ける
同社に所属するリモートワーカ
ーは約７００人。一般的なクラウ
ドソーシングとは異なり、企業か

ず教育研修を実施することもある。

や業務委託など勤務形態を問わ

タスクを担当する作業者には雇用

トワーカーによるチームを編成し、

を行う。基本的には複数のリモー

振りを最適化するディレクション

に数万人規模まで拡大する余地が

い」
（中 川 社 長 ）状 態 だ。将 来 的

用 の コ ス ト は ほ ぼ か かって い な

域に統一していることもあり、
「採

賃金水準は全国で最も高い東京地

こに住んでいるかにかかわらず、

リモートワークが脚光を浴びる

見込めるという。

って「リモートワーカーでも、単

現在、
「問い合わせが ・ 倍以上

そうした体制を整備することによ
なるオペレーターではなくキャリ

モートワーカー双方が高い満足度

価を支払う ―― クライアントとリ

されず労働に見合った安定的な対

手にも居住地や勤務形 態に左右

なリソースを提供しながら、働き

がる。つまり同社は、企業に良質

れが販売単価の引き上げにもつな

の高い業務の遂行を可能にし、そ

になり、成長機会の存在はより質

アパスが描ける」
（中川社長）よう

迫っている。

ように行われる時代がすぐそこに

ーカーへの業務委託が当たり前の

アウトソーシングではリモートワ

中川社長。社内では在宅勤務が、

のペースで増えています」と話す

かげさまで売り上げも毎年倍以上

が非常に忙しくなっています。お

に対するコンサルティングチーム

ークを導入したい』といった企業

に増え、特に『社内でリモートワ

2014 年 9 月
宮崎県西都市鹿野田11365-1

設 立
所在地

5

（本誌・植松啓介）

株式会社キャスター

COMPANY
DATA

オンラインアシスタント
クライアント（企業）

1

を得られる仕組みを確立している
のである。リモートワーカーがど
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ら業務依頼を受けてから業務をタ
スク単位に細分化し、仕事の割り

クライアント（企業）からの依頼をフロント（ディレクター）が確認し、さまざまな経験や
スキルを持つキャスト（作 業者）がチームとなり、業務を代行。フロントは日々のコミュ
ニケーションからキャスト手配、進捗管理を行う。企業は幅広い業務の依頼を月間30時
間から、チャットで簡単に依頼できる。

オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」

