
2012年のテレワークへの期待

通信会社にとってのテレワークは，

長年取り組んでいるテーマの１つです．

一方で，なかなか華々しい成果を世の

中に示すことができていないテーマでも

あります．在宅勤務制度が整っている

NTTグループといえども，日常的にテ

レワークを実施している社員は少数派

です．その背景には，過去相次いだ情

報漏洩問題なども少なからず影響して

います．

NTT研究企画部門プロデュース担

当では技術動向や世の中の変化を先

んじてとらえ，サービスやビジネスの種

を見つけて新たに育てる「インキュベー

ションプロデュース」という活動を

2010年４月から実施しており，テレ

ワークもテーマの１つとしています．ま

だまだ道半ばのプロデュースではありま

すが，2011年３月の東日本大震災と

その後の節電施策で多くの方がテレ

ワークを実践した2011年を振り返り，

ここで得た貴重な経験を糧に，2012

年はさらなる展開を図りたいと考えて

います．

本特集では，最初にテレワーク・

ツールについての調査，2011年度の夏

期節電施策，ビジョンなどにふれた後，

NTTコミュニケーションズでのBCP

（Business Continuity Plan）対策

の社内利用事例を紹介します．続いて

NTTグループ会社の技術力を活かし

たソリューションについて紹介し，国

内動向とサテライトオフィスの社会実

験を紹介します．

テレワークに必要なツール

テレワークに必要なツールとはどん

なものでしょうか．主に雇用型のテレ

ワークを想定して整理してみます．

（1） 執務ツール

情報収集や文書作成を行うために必

要なもので，PCやファイルサーバなど

です．テレワークでは，オフィス以外

の場所から執務環境にアクセスして仕

事をするためのツールとして，リモート

アクセスシステムや，シンクライアント

システムなどが製品として提供されて

います．

外部からアクセスするための端末と

しては，ノートPCやシンクライアント

専用端末だけでなく，携帯，タブレッ

ト，スマートフォンなども利用可能に

なっています．

（2） コミュニケーションツール

マネジメントや議論，情報共有，日

常会話をするために必要なもので，電

話，Eメール，グループウェア，会議

システム，社内SNSなどがあります．

テレワークでは，転送電話や遠隔地

との会議をスムーズに行うための電話

会議，Web会議，TV会議などのサー

ビスが提供されています．Eメールは

執務のうえでは便利なツールですが，

ちょっとした日常会話には向きませ

ん．そこで，インスタントメッセージ

や社内SNSが活用されています．

（3） 雰囲気（アウェアネス）の共有

ツール，プレゼンスツール

話しかけて良いのかどうか，今ど

んな状態にあるのかを把握するため

のツールです．

在宅勤務の場合，オフィスでの仕事

と比べ，疎外感を感じることがあると

いわれています．そのためテレワーカだ

けでなく管理者も服務管理が課題と考

えています．長期間のテレワークや，

在宅コールセンタのように，多くの人

が同時にテレワークをしているという

ときにニーズが高いとされています．

市場調査の実施

NTTでは，前述のようなテレワー

ク・ツールについて，現在でもある程

度提供しているにもかかわらず，それ

らのツールが積極的には使われていな
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テレワーク拡大に向けたNTTの取り組み

電気通信の利活用ソリューションとして長らくさまざまな製品が提供され
ているものの，いまだテレワークが十分普及しているとはいえない状況にあ
ります．NTTでは自ら実践して，テレワークの新たな可能性を引き出し，市
場拡大のプロデュースにつなげるように取り組んでいきます．
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いという問題認識から，テレワーク普

及の壁（阻害要因）を明らかにする目

的で，2010年度に「テレワーク・ツ

ールに関するユーザニーズ調査」を行

いました．

（1） 調査結果①自然体には拡大しない

制度の有無を問わず，現在テレワー

ク的な働き方をしているワーカ数は就

業者人口に対して飽和状態にあり，自

然な状態では政府目標の水準（在宅

型テレワーカ700万人）に達すること

は不可能な状態であることが分かりま

した．

では，なぜテレワークが広がらない

のでしょうか．ワーカの立場では，コ

ミュニケーションが希薄になりがちな

テレワークによって，会社への働き方

や自身の存在意義（評価）に関して，

現時点よりもさらに悪化することに不

安を持っていることが，グループイン

タビューやWeb調査から明らかになり

ました．また，テレワーク導入した企

業側からも，「組織の生産性向上につ

ながっているのか不明」という声がヒ

アリングより得られました．つまり，テ

レワークに対して企業やワーカともに

懐疑的な見方をしているのです．これ

を乗り越えるためには，テレワークの

良い活用方法をワーカに広めて，組織

の生産性につなげられる成功事例をつ

くっていくことが必要です．

（2） 調査結果②工夫しているワーカ

さらに調査で着目したのは，利用実

態と利用意向別で分けた４つのタイプ

のうち，タイプ１（現テレワーカ・積

極派）です（図１）．

このタイプは，会社より与えられた

ICT環境を使いこなし，効率的な仕事

を実現しているワーカといえます．成

功事例の創出にあたり，我々はこのタ

イプのユーザに使ってもらえる施策が

効果的と考えました．所属部署でみる

と，研究・開発部署が多く，まずは

NTT研究所自らが使うことで市場拡

大につなげることにしました．

現テレワーカ・積極派（タイプ１） 
　ICTツールを使いこなして効率的な仕事を実現している 

現在テレワーカ 

タイプ１ 

27.9％ 

23.2％ 

15.5％ 

33.4％ 

タイプ２ 

タイプ３ タイプ４ 

環境が整えばテレワーク希望 行いたくない 消極的 積極的 行いたい 

非テレワーカ 

出典：NTT「テレワーク・ツールに関するユーザニーズ調査」2011. より作成 
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テレワーカ所属部署（タイプ1） 

図１　利用実態と利用意向別でのワーカの分布 



研究所テレワーク推進

前述の調査結果を背景に2011年度

は研究所テレワーク推進活動を進めて

います．社員アンケート等からテレ

ワーク環境の改善ポイントとして，サ

テライトオフィスの実現，コミュニ

ケーションツールの充実，モバイル

ワークの効率化を挙げ，NTT研究企

画部門（大手町）を含む数個所にサ

テライトオフィスを数席ずつ確保し，

NTTアイティのミーティングプラザ会

議室を４会議室開放して自由に利用

できるようにしています．さらに，利

用者向けのメールマガジン配信および

Webサイトを通じて，テレワーク推進

に資する情報提供を行っています（図

２）．

節電施策中の在宅勤務模様

2011年７～９月は，節電施策の

一環でNTTだけでなく，NTTコミュ

ニケーションズ，NTTデータ，NTT

ドコモ，NTTソフトウェアなどで，

在宅勤務制度を活用，一部利用対

象者や利用日数を拡大したうえで，

大規模人数でテレワークを実践しま

した．

以下は，前述のテレワーク・ツール

の分類の観点から， 大手町の勤務模

様を振り返ってみたいと思います．大

手町では2011年７月３日～９月12日

まで，フロア単位で毎日午前か午後の

在宅勤務を行っていました（図３）．

（1） 執務ツールについて

従来は会社からの持出しPC，もし

くはあらかじめ申請した自宅PCを使

い，自席PCにリモートアクセスして在

宅勤務をする環境でした．節電施策中

はオフィスフロア全体が電源OFFとな

るために，自席PC環境を丸ごとクラ

ウド環境（Bizデスクトップ）に移行

して，執務をするスタイルに切り替え

ました．自席，自宅，共用会議室の

どのPCからでも自分のPC環境にアク

テレワークへの取り組み
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メールマガジン（テレワークつうしん） 

テレワークつうしん バックナンバー 

Webサイト（テレワーク推進ページ） 

テレワーク推進ページの例 

対象者：NTT研究企画部門および研究所の社員 
内容 
　・設備（サテライトオフィス）やツール（ミーティングプラザ）の利用方法，利用状況 
　・テレワーク活用事例 
　・Q&Aなど 

NTT研究企画部門のサイトに「テレワーク推進ページ」を開設 
掲載内容（2011年10月11日現在） 
　・設備（サテライトオフィス）の利用方法 
　・ツール（ミーティングプラザ）の利用方法 
　・アンケート結果フィードバックなど 

図２　研究所テレワーク推進（社内プロモーション） 
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セスできるので，出社時間中に終わら

なかった作業はクラウド上のPCデス

クトップに置いておき，在宅勤務時間

にそのまま継続して作業ということも

可能でした．クラウド環境から自組

織のファイルサーバにもアクセスでき

るので，作業に必要な資料を電子化し

ておけば，その都度資料を持ち出す必

要もありません．毎日３時間の在宅勤

務は，午前より午後のほうがついつい

時間が延びがちでしたが，「今日は家

族と一緒に夕食をとる」などちょっと

した目標を意識して，集中しました．

（2） コミュニケーションツールにつ

いて

これは想定以上に気を遣いました．

内線の電話は携帯電話に転送設定す

ると発信元が分からないので，呼び出

しが鳴ったらすぐに出られるように，在

宅勤務中は常に携帯電話をそばに置い

ていました．また，大手町の利用可能

な会議室が減ったので，打合せ場所の

確保が大変でした．出社している人と

社外の人，または在宅勤務している人

との打合せとして，音声会議用マイク

スピーカ（RealTalk等）を活用しま

した．さらに，在宅勤務の人どうしの

打合せとして，Web会議（ミーティン

グプラザ）も活用しましたが，会社以

外の環境で使ったことがない人も多く，

事前の接続テスト等のフォローが必要

でした．結果的に不要不急の打合せが

減ったのではないかと考えますが，一

方で仕事の遂行においてコミュニケー

ションの重要さを再認識しました．コ

ミュニケーションツールについては，引

き続き改善の余地があると感じてい

ます．

（3） 雰囲気（アウェアネス）の共

有ツール，プレゼンスツールにつ

いて

既存のスケジューラと在宅勤務の開

始・終了のやり取り等で上司や同僚の

状況を把握して仕事を進め，節電施策

中に特に新たなツールは導入しません

でした．原則的には毎日出社したので，

業務に直接支障はなかったものの，忙

しい人は常にPCの前にいないため，ス

ケジュールやプレゼンスの確認について

はモバイルツールと連携が必須だと感

じました．

在宅コールセンタ

NTTならではのテレワークの１つと

して，在宅コールセンタがあります．近

年は，クラウド上のプラットフォーム

と在宅オペレータに配布した指紋認証

機能付きUSBメモリを使い，コールセ

ンタにかかった問合せ電話を在宅オペ

レータに転送して応答することが可能

です．コールセンタ業務に必要な端末

ソフトウェアはすべてUSBで貸与され，

自宅にPCとブロードバンド回線があ

れば仕事が可能です．NTTアドバン

ステクノロジの「MatchPhone ASP

Home」などがサービス提供を開始し

ています．NTTコムチェオのCAVA

（.Com Advisor & Valuable Agent）＊

スタッフなども注目されており，これ

らは新しい時代の働き方として今後の

拡大が注目されます．

テレワーク2.0

次に，テレワークの未来像は何かと

いう点で，2009年に発表されたテレ

オフィス勤務（8：00～12：30） 

自席で執務 

在宅で執務 

共用会議室で執務 

在宅勤務（15：00～18：00） 

図３　夏期節電における NTT 研究企画部門勤務の様子（AM出勤の場合） 

＊CAVA：NTTコミュニケーションズが実施する
インターネット検定合格者などを対象に，在宅
コールセンタオペレータなど，ICTにかかわる
業務をNTTコムチェオから委託する制度．
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ワーク2.0の提言を紹介します．これ

は，日本テレワーク学会Telework2.0

研究部会で策定されたもので，2010

年以降，e-Japan戦略Ⅱで提示された

就業人口の20％をテレワーカが占めた

「個人，組織，社会の未来像」をイ

メージし，新たなテレワークのあり方

について，経営・組織，ビジネスプロ

セス，人的資源管理，テクノロジ，

ワークプレイス，都市・地域など総合

的な観点から，定義，提言，政策に

ついて検討したものです（1）（図４）．

横軸である， L I F E（生活），

WORK（仕事），SOCIETY（社会）

の流れは，社会情勢を踏まえて取り組

まなければいけないものです．縦軸で

ある，安心，知恵，元気の流れは，働

き方について積極的に新たな可能性を

見いだすという方向が描かれています．

さらに2009年以降には「クラウド」と

いう大きなパラダイムシフトが起こって

います．今後，日本はクラウドサービ

スを活用した新しいワークスタイル変

革をさらに進めることで，よりしなや

かで強い社会へ生まれ変わるべきだと

唱えられています（2）．

今後の展開

本稿で列挙したツール群は普段から

仕事に活用し，いざというときにはオ

フィスにいなくても仕事を進められる

ツールであり，組織の生産性を高める

ツールとして活用されるべきです．

また，NTT研究所でのテレワーク推

進や夏期施策での在宅勤務実践を通

じ，ツール単体の提供では限界があ

り，職場環境に応じた効果的な使い方

など課題解決型でのアプローチが有効

であることが見えてきました．このよう

な点をとらえて，テレワーク市場拡大

に向けた活動を加速していきたいと考

えています．

■参考文献
（1） http://www.telework-gakkai.jp/telework2.0/index.html
（2） 宇治：“クラウドが変える世界，”日本経済

新聞出版社，2011．

（左から）野田 喜昭/ 舘　 幸江

テレワークを通じたワークスタイルの変
革には当事者意識を持って取り組んでいま
す．チームNTTでテレワーク市場を活性化
したいです．

◆問い合わせ先
NTT研究企画部門
プロデュース担当
TEL 03-5205-5376
FAX 03-5205-5853
E-mail telework lab.ntt.co.jp

出典：日本テレワーク学会 Telework2.0研究部会 2009.（1）より作成 

LIFE WORK SOCIETY

自律的な働き方で 
「生きる力の実現」 

多様な交流を通じた 
知性と感性の充実 

ネットワーク知による 
新しい価値観の創出 

ICT活用と事業創造に 
よる地域活性化 

「新たな経営手段」に 
よる競争力強化 

可能性にあふれた社会 
の実現 

図４　テレワークの可能性 : テレワーク 2.0

・個々のプレゼンスを高めることで，
社会全体で個人知の共有が可能と
なる 
・時間や場所を問わず，世界の人材
が ICT でフラットにつながり，豊
富な社会経験や最先端の知識を持
つ個人と最適なタスクフォースを
組む 

・通勤時間削減や業務効率化によって
得た時間で，ネットワークが生み出
す多様な交流や学びを活発化 
・地域社会への気づきと市民性を高め
るとともに，社会に豊かさとゆとり
をもたらす文化・芸術活動の活性化
に貢献できる 

育児・介護ニーズを 
充足した豊かな生活 
・家族のケアを無理なく実行し，キャ
リアの断絶や経済リスクを低減する 
・子どもや親，夫婦とすごす時間をバ
ランスよく確保し，安心感・安定感
を得る 

事業継続性の確保 
・事業所以外でも業務環境を整備して
いくテレワークの導入は，事業継続
性の確保，特に情報通信基盤確保お
よび人的資源確保を同時に満たすこ
とができる 
・恒常的にテレワークを習慣化するこ
とによって，災害時やパンデミック
等の不測時に，資源と知恵を総結集
し，業務復旧までのリードタイムを
短縮する 

災害・過疎化・環境 
課題への挑戦 
・各家庭に引かれた通信回線を日常
業務に活用．家庭内の情報環境や
リテラシーの高度化が災害対策や
環境問題に対しても有効に機能し
始める 
・ネットワークが過疎地とも結ばれ
ることにより，新たなサービス産
業の開発や一次産業活性化によっ
て自給率改善 

・業務の可視化・標準化が必然的に行
われ，コミュニケーションが迅速に
なり，円滑な意思決定につながるよ
うになる 
・知の融合が触発され，新価値をもた
らすなど，サービス産業，ホワイト
カラーの付加価値増大に向けた生産
性改善の基盤を手に入れる 

・社会性や市民性を強めた「個」に
よって，地域社会の課題解決がビジ
ネスプロセスとして理解されるよう
になる 
・「個」と，業務を可視化・標準化す
るノウハウを身につけた企業組織が
連携することにより，事業創造が進
み，地域への還元が拡大される 

・次世代の情報通信技術の発展に伴っ
て組織構造，業務プロセスの変革が
行われるとともに，テレワークが適
正に定着していく 
・組織規模，時間・場所，人材の流動
化にとらわれない新たな経営手段が
開発され，競争力を強化し続ける 

・都市と地域を含んだ国土全体で思い
切った集積化とコンパクト化を実現
する 
・上からの規制や誘導によって従属的
に社会の運営がなされるのではなく，
地域の人々自らが都市や地方の空間
の創生，賦存資源の最大限の活用を
行い，自分たちにとってのあるべき
社会を生み出す 

安
　
心 

元
　
気 

知
　
恵 


