
テレワークの概況

テレワークには大きく分けると，家

で働く在宅勤務，移動中や出先で働

くモバイルワーク，本拠地以外の施設

で働くサテライトオフィス勤務があり

ます．

テレワークは情報通信技術の発展に

よって，2000年代に急速に普及しつ

つある働き方です．特に在宅勤務は，

2005年以降に普及した働き方です．

日本テレワーク協会は，厚生労働省

の委託を受け，1999年からテレワーク

導入予定企業の相談に対応するテレ

ワーク相談センターを開設しています．

ここでの相談社数も2000年代に急増

しています．

本稿ではテレワークの効果と導入事

例，および課題とその解決策について

紹介します．

テレワークの普及

図１は国土交通省のテレワーク人口

実態調査の結果です（1）．2000年代に

テレワーカ比率が増加していることが

分かります．2010年のテレワーカ人口

は，就業人口の16.5％，約1 028万人

となっています．意外と多いという印

象ではないでしょうか．この中には，社

外でスマートフォンを使ってメールを送

受信したり帰宅後家のPCで仕事の続

きをしたりする時間が週に８時間以上

の人が含まれています．そうすると，あ

る程度納得がいくのではないでしょうか．

図２はテレワーク相談センターへの

相談社数の推移です（2）．2002年に比

べ，2010年には相談社数は約10倍に

なっています．特に2005年に厚生労働

省から在宅勤務ガイドラインが発表さ

れ，総務省からテレワークセキュリティ

ガイドラインが発表されてから，相談

件数が増加しています．

これらのことから，日本におけるテ

レワークは，急速に普及しつつあるこ

とが分かります．

企業のテレワーク導入目的

テレワーク導入企業の導入目的は，

大きく５つに分類できます．

（1） 業務生産性の向上

営業職であれば，顧客からの問合せ

に迅速に対応できる，また移動時間の

削減により顧客面談時間が増加する

などの効果が期待できます．スタッフ

職であれば，電話や来客，同僚からの

話しかけなどがないため，デスクワーク

を中断されずに，集中して仕事ができ

ることによる業務効率向上を期待でき

ます．

（2） 社員の意識改革

いつでもどこでも働けるという働き
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テレワークの動向

テレワークは2000年代に入って急速に普及しつつある働き方で，企業に
とって多くのプラス効果があります．しかし日本での導入率は高くありませ
ん．日本テレワーク協会はこれまで多くの導入予定企業の相談に対応し，テ
レワーク導入を支援してきました．本稿では，その経験を基にテレワークの
効果と課題対応策について解説します．
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図１　テレワーカ人口の推移 

出典：国土交通省「テレワーク人口実態調査」より日本テレワーク協会が作成 
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方の変革によって，社員のフットワー

クが軽くなり，他部門や他社との連携

が進む，現場部門からの的確な情報を

入手しやすくなる，などの効果が期待

できます．

（3） 社員のワーク・ライフ・バランス

向上

在宅勤務導入により，優秀な社員

が育児期や介護を担うために退職する

のを防ぐことができます．また，通勤

困難な障がい者を在宅勤務というかた

ちで雇用することも可能ですし，一般

の社員にとっても家族との団らんの時

間を確保することができます．さらに，

働きやすい環境を整備することにより，

優秀な人材の採用もしやすくなります．

（4） コスト削減と節電

テレワークの導入と併せてオフィス

をフリーアドレス化すればオフィス賃料

や電力をはじめとするオフィス関連コ

ストを削減でき，節電にもつながります．

また電力供給量不足のときなどには，

フロア単位・組織単位での在宅勤務実

施により，大幅な節電も可能です．日

本テレワーク学会の試算によると，在

宅勤務によって，１人当り１kWの節

電が可能とのことです．100万人が在

宅勤務すれば，原発１基分の節電効

果が得られることになります．

（5） 事業継続性確保

震災や新型インフルエンザなどによ

るパンデミック発生時には，在宅勤務

が有効です．普段から在宅勤務をして

いれば，非常事態が発生しても在宅勤

務で事業継続（BCP: Business Con-

tinuity Plan）が可能となります．今

回の東日本大震災でもテレワーク導入

企業の多くが在宅勤務をすることに

よって，支障なく業務継続ができてい

ました．

テレワーク導入事例

日本テレワーク協会は，テレワーク

に取り組んでいる先端的な企業を表彰

するテレワーク推進賞という表彰制度

を毎年実施しています．

以下ではこのテレワーク推進賞受賞

企業の中から，導入事例を紹介します

（図３）．

（1） 業務生産性向上を目的に導

入：日本IBM

日本IBM株式会社は顧客面談時間

の増加を目的に，1997年から営業・

SEを対象にモバイルオフィスを導入し

営業部門の移動効率を高めています．

さらに2005年からは5 000人に拡大

してオンデマンド・ワークスタイルを展

開しています．

サテライトオフィスの設置，在宅勤

務の導入により，いつでもどこでもテ

レワークできる環境を整備し，併せて

本拠地のオフィスはフリーアドレス化

するという制度です．

効果としては，①移動時間の低減，

事務処理のための出社の削減により，

顧客面談時間が30％増加，②タイム

リな情報共有による情報処理の時間が

50％短縮，③スペースコストを30％削

減，などが挙げられています．

（2） 社員の意識改革を目的に導

入：パナソニック

パナソニック株式会社はe-Work制

度という名称で，2006年から試行導

入をして，2007年に社員30 000人を

対象に本格導入しています．それまで

の内向きで重くて遅い，高コストな企

100

図２　テレワーク相談センターへの相談社数の推移 
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業体質を，お客さま第一の，軽くて速

い，競争力のある企業に変革すること

を目指して導入しました．

制度の内容は，在宅勤務，モバイ

ルワーク，スポットオフィス，フリーア

ドレスの導入です．パナソニックでは，

本制度を軌道に乗せるために，e -

Work推進室という組織を創設，全社

にe-Work推進委員を設置し，この推

進室が全社を取りまとめています．ま

た，トップが全面的にテレワークを支

援しており，e-Work推進室は社長直

轄とし，担当役員を配置しています．

現在は在宅勤務利用者5 500人，ス

ポットオフィス利用者9 000人/月と大

いに活用され，所期の目的を達成して

います．

（3） 社員のワーク・ライフ・バランス

向上を目的に導入：NTTデータ

NTTデータは2005年に新行動改革

ワーキンググループの１つとして，育

児中の女性社員を中心としたワーク・

ライフ・バランスワーキンググループを

立ち上げました．このワーキンググルー

プの活動が経営トップに認められ，テ

レワークを導入することになりました．

ボトムアップでのテレワーク導入です．

2006年からトライアル，2008年か

ら本格導入しています．対象は一部を

除く，ほぼ全社員です．成果としては，

「育児に対する負担感が減少した

（82％）」「自律・自己管理的な働き方

が向上した（77％）」などの効果が挙

げられています．また，育児中の女性

社員からは，「本制度がなければ会社

を辞めていた」との切実な声も聞かれ

ます．東日本大震災以降はさらに在宅

勤務利用者が増え，利用者は３倍に

なっています．

（4） コスト削減を目的に導入：アク

センチュア

アクセンチュア株式会社は次世代の

働き方の実現とコスト削減を目的にテ

レワークを展開しました．対象は約400

人の本社管理部門のスタッフです．

きっかけは青山のオフィスからみなと

みらいのオフィスへの移転でした．横

浜への移転で東京・千葉や埼玉方面

に住居のある人は通勤時間が長くなり

ます．このため，週に１～２日は在宅

勤務で働いてもらおうということです．
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図３　企業のテレワーク導入目的 
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その分コアオフィスのスペースは削減

し，フリーアドレスにしました．

効果は以下のとおりです．在宅勤務

利用者は対象社員の50％，それを見

越してスペースを削減し，年間1 500

万円程度の削減ができました．また制

度導入前に比べ，残業時間が１人当

り平均月8.5時間減少しました．これ

は集中して業務ができることによる効

果と考えられます．

（5） 事業継続性確保を副次的目的に

導入：日本ユニシス

日本ユニシス株式会社は，業務生産

性向上とワーク・ライフ・バランスを

目的に2007年から在宅勤務制度を導

入しました．2008年にはBCP対策の

一環として，全社員にSASTIKという

画像転送型のシンクライアント環境を

実現できるシステムを配布しました．

東日本大震災後，日本ユニシスで

はBCP対策としての在宅勤務によっ

て，以下のような効果が得られました．

① 震災当日に在宅勤務していた育

児期の社員は，保育園・学校に

子どもを迎えに行くことができ安

心できた．

② 震災当日家での安全を確保後，

在宅勤務を継続できた．

③ 震災翌週は多くの社員がSASTIK

で定時から在宅勤務ができた．

さらに，節電対策としての効果もあ

りました．フリーアドレスのエリアは天

井照明を一列おきに消灯しましたが，

社員は窓際や照明の明るい列に移って

仕事が可能だったとのことです．

テレワーク実施上の課題

以上のように多岐にわたる効果のあ

るテレワークですが，実施上の課題も

いくつかあります．図４は2008年に総

務省と厚生労働省で実施したテレワー

ク共同利用型システム実験のアンケー

ト結果（3）です．

課題の１番目は情報セキュリティの

確保です．2005年に個人情報保護法

が施行されてから，多くの企業でPCを

紛失する事故が発生し，PCの社外持

ち出しを禁止するようになりました．し

かし現在は実質的にシンクライアント

環境で業務ができる安価なシステムも

普及したり，クラウドシステムが普及

することによって，情報セキュリティ

対策上の課題は解決されつつあります．

課題の２番目は労務管理です．

2005年に厚生労働省から「在宅勤務

ガイドライン」が出され，在宅勤務時

の労務管理上の留意点が明確になりま

した．このことで，労務管理上の課題

対応の方法についてはかなり明確にな

りました．モバイルワークの場合は外

勤職の労務管理を適用できると考えら

れます．

課題の３番目は評価制度です．毎

日在宅勤務をしているのであれば事情

は変わりますが，日本における在宅勤

務制度はほとんど週に１日か２日です．

この場合，従来の評価制度を適用し

ても問題ないと考えられます．モバイ

ルワークは営業職やSE職が主体の外勤

職ですので，制度を変える必要はあり

ません．

課題の４番目は個人の費用負担で

す．会社によっては，家での光熱費分

を多少負担する場合もあります．ただ

しテレワークは本人が申告して実施す

るものです．本人もメリットがあるわ

けですから，週に１，２日程度のテレ

図４　テレワーク実施上の課題 

出典：厚生労働省「テレワーク共同利用型システム試行導入事業に
関する調査報告書」より日本テレワーク協会が作成 
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ワークでの多少の費用はテレワーカが

負担しても問題ないでしょう．

課題の５番目は長時間労働に陥る

可能性です．これまでの多くの企業の

事例をみると，集中して仕事をするた

め，短時間で業務遂行が可能となり，

労働時間は減る傾向があります．始業

時間，終業時間を事前に決めておけば

問題になることは少ないと考えられます．

課題の６番目は上司・同僚とのコ

ミュニケーションです．これも週に１，

２日なら問題にならないと考えられま

す．ただし，オフィス側にいる人がテ

レワーカへの電話を受けなければなら

ないなどの負担は，自動転送などで軽

減することが望まれます．

課題の７番目は自宅の執務環境で

す．できれば個室での業務が望まれま

すが，首都圏の住宅事情では困難な場

合が多いでしょう．執務中は家族の干

渉を受けないようできるだけ家族にも

理解してもらうことが必要です．

このように，テレワーク実施上の課

題はほとんどが解決可能です．ただし，

７番目の執務環境については，どうし

ても解決が難しい場合もあります．以

下でその解決策を提示します．

テレワークセンター社会実験

日本テレワーク協会では，現在国土

交通省の事業を請け負ってテレワーク

センターを首都圏の６カ所に設置し，

実証実験を行っています．実験の目的

は将来テレワークセンターを日本全国

に展開するために必要な要件を把握す

ることです．

都心のモバイルワーク用施設として，

東京・霞ヶ関・品川の３カ所，郊外

の在宅勤務の補完用施設として，多摩

（永山），関内，幕張の３カ所にテレワー

クセンターを設置しています（図５）．

開設期間は2011年10月25日から

2012年１月末までです．対象はテレ

ワーク導入企業，およびテレワーク導

入を検討している企業の従業員や

SOHO事業者などで，利用料金は無

料です．皆様にも大いに活用していた

だき，テレワークセンターの利便性に

ついて評価をお願いしたいと思います．
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テレワークは企業経営にも従業員にも，
多くのメリットがある働き方です．また
NTTグループ企業にとっては，そこでのビ
ジネスチャンスも大きいと考えられます．
NTTグループの多くの方にテレワークを実
体験していただき，メリットを実感してい
ただきたいと思います．

◆問い合わせ先
日本テレワーク協会
TEL 03-5577-4572
FAX 03-5577-4582
E-mail sodan japan-telework.or.jp

図５　テレワークセンターの立地 
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テレワークセンターの利用申込は下記サイトか
らお願いします．
http://www.t-work.jp/


