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今回の新型インフルエンザ感染拡大により、現

在の日本の「職場のあり方」は極めて大きなリス

クを抱えていることが明らかとなった。新型イン

フルエンザの感染拡大を防ぐため、保育園や幼稚

園、小学校が 1週間の休園、休校をすると、共働

きの親のどちらかが仕事を休まざるを得ない状況

となってしまう。当部が、休園・休校に伴う、0

歳～小学生の児童を持つ親の欠勤で企業が被る経

済的損失を試算したところ、5 月の局地的流行で

多くの休園・休校があった兵庫県では 126 億円、

大阪府は 82 億円の経済的損失があった。仮に、

首都圏で同様の事態が発生した場合には、企業が

被る経済的損失は 570 億円に上る。更に、全国規

模で発生した場合には、2,000 億円以上の損失と

なる。一方で、多くの企業では、入館時に手の消

毒を励行する、マスクを配布する等、対処療法に

とどまっている。

徐々に新型インフルエンザ対策としても注目が

集まるようになってきている「在宅勤務制度」は、

単にワークライフバランスとしての観点のみでは

なく、企業経営の視点からも、新型インフルエン

ザ流行時など災害時における業務の継続、業務内

容の洗い出しや従業員のモチベーションアップが

できるなどのメリットがある。一方で、導入を躊

躇している企業がまだ多いように思われる。本稿

では、在宅勤務を導入することで得られる効果や、

失敗しない導入方法などを、これまで筆者が行っ

てきた多くの企業へのヒアリング調査やコンサル

ティング実績などを踏まえて、具体的に解説して

いきたい。

1．在宅勤務とは

「在宅勤務」とは、「労働者が、労働時間の全部

または一部について、自宅で情報通信機器を用い
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在宅勤務にどう取り組むか

Point
1 新型インフルエンザに対する対応策は、入館時の手の消毒励行、マスクの配布など、対処療法にと

どまりやすい。
2 今後、誰でも、いつでも、どこでも働ける、あるいは代替できるような職場にしないと、企業は

やっていけなくなってしまう。
3 従業員が自宅で働くことができる「在宅勤務」制度の導入や、従業員が休んでも混乱しない職場の体

制づくりは急務だ。
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て行う勤務形態」を言う。すなわち、企業に雇用

されている従業員が、企業との雇用関係を維持し

たまま、自宅を就業場所として働くことだ。

ブロードバンド回線やパソコンなどの情報通信

機器の普及を背景に、ICT（情報通信技術）を活

用した、時間や場所にとらわれない働き方が増え

ている。このような働き方を「テレワーク」と呼

ぶが、在宅勤務はこのテレワークの一つだ。なお、

テレワークには、在宅勤務以外にも、労働者の自

宅の近郊に設けられたオフィスで勤務する「サテ

ライトオフィス」やモバイルパソコンなどを利用

しオフィス外で勤務する「モバイルワーク」など、

就業場所によりいくつかの形態に分類することが

できる。また、企業と雇用関係を結ばず、ICT を

活用し自宅などで仕事を請け負う「SOHO」は、

自営型のテレワークに分類される。

（1）対象者や実施頻度は

週のうち何日を在宅勤務とするか（逆に週のう

ち何日を出勤日とするか）は、企業や在宅勤務を

行う労働者によって異なる。原則として、出勤す

ることのない「完全在宅勤務」から、週に 1回な

いし月に 1 回といったケースまで様々だ。また、

対象者も、育児や介護を行う労働者に限る場合や

すべての労働者を対象とする場合など、企業に

よって異なる。労使の話し合いにより、その企業

に合った在宅勤務制度を構築することが重要だ。

（2）在宅勤務がなぜ、今、必要とされているのか

片働きモデル時代には「夫はワーク、妻はライ

フ」という形で夫婦でバランスを合わせることが

あり得たが、共働きモデルが主流の現在は、「夫

も妻もワーク」が当たり前という中でワークライ

フバランスに対応する必要がある。多様なニーズ

を持つ人たちの集まる職場の中でライフステージ

に応じたシフトチェンジが求められるため、マネ

ジメント力が問われる。

これまでの雇用システムは「高収入」か「時

間・場所の自由」の二者択一だった。しかし、今

後は「賃金水準」と「時間・場所の自由」を両方

追うことが可能になる。また、職場のベースにあ

る概念は、平等から公正に大きく変わろうとして

いる。これまでは全員一律が平等だと考えられて

いたが、各人各様を公正に扱うという概念に変わ

らざるを得なくなる。このような価値観の変化に

対応する施策の一つが、在宅勤務である。

最近、大きな課題となっている新型インフルエ

ンザや大規模自然災害の発生に備えた業務継続性

の確保という面から、在宅勤務は非常に効果的だ。

5 月には、実際に休園・休校を実施した兵庫県と

大阪府の事例をもとに、筆者が試算したところ、

新型インフルエンザの感染拡大を防ぐため全国の

保育園や幼稚園、小学校で休園・休校が相次いだ

場合、国内企業は 2,000 億円を上回る損失を被る。

育児のために共働きの親が有給休暇を取ったり、

別の社員が業務を代行したりすることで、企業の

損失負担が大幅に膨らむのだ。

今後、仮に強毒性の新型インフルエンザが流行

した際、「損失額は（現状の）10 倍から 100 倍以

上になる」ため、「今回のインフルエンザ騒動は、

企業が『いつでも、どこでも』働ける職場環境を

目指さないと、今後、やっていけなくなる警鐘と

捉えるべきだ。具体的な対応策としては、在宅勤

務制度のより一層の導入促進や、従業員が休んで

も混乱しない職場の体制づくりなどが急務と言え

よう。

（3）在宅勤務の目的

在宅勤務の目的、効果は大きく三つある。一つ

は就労継続の選択肢、つまり辞めざるを得ない人

たちが辞めなくて済むようになるということであ

る。在宅勤務を導入していない一般企業では妊娠

出産育児で 7 割が辞め、3 割しか就労継続してい

ないが、実は 6割の人は続けたいのに辞めざるを

得なかったという状況である。そのギャップを埋

める選択肢が提供できる。

二つ目は、モチベーションの向上である。評価

の高低を在宅勤務導入の基準とするところが多い
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が、「頑張るかどうか基準」も重要である。在宅

勤務をきっかけに覚醒して、モチベーションが上

がる例は少なくない。

三つ目は、効率的な組織になることである。従

業員のやる気を引き出しつつ、業務体制を見直す

ことにより、個人とチームの生産性向上を目指す

ことこそ、ワークライフバランスの本質と言える。

そして、そのベースにあるのは組織・業務体制の

見直しであり、キーワードは無駄な業務をなくす

ことと、下位の役職への権限委譲である。

2．企業、労働者、社会のメリット

在宅勤務を導入することで、企業、労働者、社

会のそれぞれにメリットがある。

第一に、企業のメリットは、通勤コスト、オ

フィススペースコスト、残業コストが削減できる

ことだが、あまりコスト節減効果を強調せず、環

境に優しい企業という言い方をした方がよい。そ

の他、従業員のやる気向上などの効果も確認でき

ている。これまで出産や育児、介護などの事情で

働き続けることができなかった社員も、在宅勤務

を利用すれば辞めずに済み、優秀な人材の流出防

止になる。また、在宅勤務により社員の自律性が

高まり、計画的に仕事を行うようになることから、

業務の効率性・生産性が高まり、業績の向上も期

待できる。

第二に、活用する人のメリットとしては、通勤

の必要がなくなることで、肉体的・精神的な負担

が軽減されるだけでなく、すきま時間の活用が可

能なこと、中断コストから解放されることが挙げ

られる。家族と過ごす時間、個人の時間、家事に

費やすことのできる時間が増え、ワークライフバ

ランス（仕事と生活の調和）の実現が見込まれる。

また、在宅勤務は、オフィスでの勤務に比べ、集

中できる時間が増加するため、業務効率が向上す

る。

第三に、 社会的なメリットについて述べる。

在宅勤務による通勤の削減は、社会的な観点から

見てもメリットがある。特に、自動車通勤が多い

地方では、朝夕の交通渋滞の緩和、排気ガスによ

る環境負荷の軽減などが期待される。そのほか、

これまで就業機会を得にくかった育児期の女性、

通勤が困難な障がい者や高齢者などの就業機会を

増加させることができる。

3．在宅勤務の進め方

情報漏洩リスク、労災リスク、業務評価の壁の

三つが、在宅勤務を躊躇させる要因である。在宅

勤務は労基法上、職場の出先機関なので、労災が

発生した場合には企業が損害賠償を負う責任が生

じる可能性がある。それを回避するために、在宅

勤務者と労働契約書の締結をしているケースもあ

る。業務評価は未対応の企業が多い部分だが、こ

こをきちんとしないと在宅勤務は定着しない。

在宅勤務の一番の課題は、業務の質を評価する

システムである。職種、役級ごとに、従業員一人

ひとりの役割分担、生産量、結果、仕事の質、達

成速度をきちんと把握する仕組みを作り、それを

職場全体のノウハウとして共有する必要がある。

そのために研修をしたり、業務の見える化・共有

化の仕組み作りをする。

基本的な流れとしては、まず業務の棚卸しをし、

仕事のタイプを判別する。個人でやる仕事の場合

は上司と在宅勤務者が分かっていればいいが、

チームでやる仕事の場合は情報共有の仕組みをき

ちんと作っておかなければならない。一度やった

ものを「見える化」し、マニュアル化しておくと、

2 回目にはもっと効率的にできる。また、在宅勤

務をするときにはジョブディスクリプション（職

務記述書）をせざるを得なくなる。これは各担当

者の仕事の範囲を明確にし、その人の業務内容を

客観的に把握できるようにしておくことである。

在宅勤務に一番要求されるのは職場のマネジメ

ント力であり、そういう力をつけさせる仕組みを

人事がどう作れるかが成功のポイントである。日

本の従業員は抱え込みやすく、オープンにするこ

とを嫌がる。そこにメスを入れる一つの方法が在

宅勤務である。

ダイバーシティ＆ワークライフバランス
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推進体制を作り、現状を把握し、具体的に取り

組み内容を決定する。そして、運用方法を決め、

社内に周知し、社外にも PRする。この PDCA サ

イクルの中で最も重要なのはその後の点検評価

で、それが次の施策につながる。

4．在宅勤務を進める際の注意点

筆者がよく尋ねられる質問が三つある。

第一の質問は、「在宅勤務で逆に労働時間が長

くなってしまわないか？」というものだ。確かに

在宅勤務では、オフィス勤務と違い、まわりに同

僚がいないため、仕事を切り上げるタイミングが

難しい場合がある。労働者の勤務時間帯と日常生

活が混在せざるを得ない働き方であるからこそ、

業務時間中は集中して仕事を行い、決められた終

業時間になったら仕事を切り上げるというメリハ

リが大切だ。

第二の質問は、「在宅勤務者とのコミュニケー

ション不足にならないか？」というものだ。これ

も確かに在宅勤務を行うことで、疎外感や孤独感

を感じている在宅勤務者もいる。週 1回程度の在

宅勤務であれば、ほとんど問題はないだろうが、

コミュニケーション不足は思わぬ行き違いを招く

こともある。メールでの連絡ばかりでなく、電話

で直接話すことも必要だ。また、必要に応じ、

Web カメラやテレビ会議などのツールを活用す

るといいだろう。

第三の質問は、「情報セキュリティで気を付け

るべきことは？」というものだ。在宅勤務に個人

のパソコンを利用すると、セキュリティ対策不足

による情報漏洩のリスクがあるため、専用のパソ

コンを貸与するケースが多いようだ。その場合、

端末にハードディスクがなく、データ保存ができ

ない「シンクライアントパソコン」を利用すれば、

安全性がかなり高まる。また、最近では、通常の

パソコンに USB キーを差し込むだけで、擬似的

にシンクライアント環境を実現できるシステムも

開発されている。

5．おわりに

現在の日本の「職場のあり方」は極めて大きな

リスクを抱えている。従業員が自宅で働くことが

できる「在宅勤務」制度の導入や、従業員が休ん

でも混乱しない職場の体制づくりは急務だ。

筆者は、他企業に出向いて職場改善を手伝った

り、講演をすることが多く、職場にはほとんどい

ない。そこで、5 ～ 6 年前から同僚や部下とは別

の場所にいても円滑に業務が進む仕組みを模索し

てきた。方法はいろいろあるが、導入しやすいの

は「メーリングリストで情報を共有する」という

方法だ。かつて 6人いた部下は毎日、仕事を終え

る前にメールで、「明日以降にやる予定の業務」

を列挙し、それぞれの業務にかかる見込み時間も

書き込む。筆者はそれを見て、業務の優先順位を

入れ換えたり、見込み作業時間について標準時間

と比較して「もう少し短縮して」とか「もっと時

間をかけてもいいから、丁寧に」とコメントを返

す。

この方法をとると、どんな状況で何をやってい

るのかがチーム全員に伝わるため、テキパキと仕

事をして定時で退社する人に対しては、むしろ

「時間当たりの生産性が高い人だから残業せずに

帰宅できる」というイメージが形成される。ある

時、部下の一人が家庭の事情で休みがちだったこ

とがある。日頃からチーム全体で業務を共有化し

ているので、彼女が突発的に業務を抜けても、す

ぐにサポートに入ることができた。

そして、チーム全体で「自分が休むためには情

報を共有化することが必要だ」→「共有化するこ

とで他の人のノウハウを学ぶことができる」→

「よりよい仕事ができる」という好循環が起き、

一人ひとりがアイデアを出しはじめ、それによっ

てチーム全体が働きやすくなった。

今回の新型インフルエンザ騒動は、誰でも、い

つでも、どこでも働ける、あるいは代替できるよ

うな職場にしないと今後企業はやっていけなく

なってしまう、という警鐘と捉えるべきであろう。

在宅勤務にどう取り組むか




