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働き方改革と生産性向上
̶ホワイトカラーの仕事の「見える化」とテレワークの徹底活用を目指して̶
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員を経て、2012 年より現職。経済産業研究所プログラムディレクターを兼務。内閣府規制改革会議委員（雇用ワー
キンググループ座長）（2013～ 16年）などを歴任。主な著書に、『人材覚醒経済』日本経済新聞出版社、2016（第
60回日経・経済図書文化賞、第40回労働関係図書優秀賞、平成 29年度慶應義塾大学義塾賞受賞）。『非正規雇用
改革─日本の働き方をいかに変えるか』樋口美雄氏、水町勇一郎氏との共編著（日本評論社、2011）、『日本の経済
システム改革─「失われた15 年」を超えて』（日本経済新聞社、2006）、『日本の財政改革─「国のかたち」をどう
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イントロダクション
　2018年 6月、働き方改革関連法が成立した（図
表1）。その中で最も重要な成果は、罰則付き時間
外労働時間の上限規制の導入である。四半世紀の
間、長時間労働の是正が叫ばれてきたにもかかわ
らず、政府として実効ある対応がなされてこなかっ
たことを考えるとこれは歴史的な改革といっても
過言ではない。こうした政府の取り組みもあって、
民間企業においても働き方改革への取り組みがか
なり浸透してきているように感じられる。
　その一方で、企業の現場から戸惑いの声も聞こ
えてくる。働き方改革とは単純に残業時間を減ら
せば良いのかという疑問である。他の条件が変わ

らなければ労働時間の減少は企業のアウトプット
の減少ひいては従業員の所得の減少につながって
しまう。長時間労働是正も個々の働き手の時間当
たり生産性向上とセットで行われない限り、企業
ひいては経済のどこかにひずみやマイナスの影響
を与えることになることは明らかである。

働き方改革で何ができるか
　しかし、働き方改革を行いながら個々の従業員
の生産性を向上させていくには従来とは異なった
視点が重要になると考えられる。働き方改革と両
立する生産性向上への取り組みは大きく分けて以
下の二つの取り組みが考えられる。

Point
❶  働き方改革を生産性向上につなげるためには、時間当たりの生産性向上と時間・場所を選ばない働
き方や休暇取得による創造性発現が重要。

❷  時間当たりの生産性向上は ICT活用によるインプット、アウトプットの把握によるホワイトカラー
の仕事の「見える化」が有効。

❸  テレワークは育児・介護目的ではなく、時間・場所を選ばない働き方で集中力を高め、創造性・生
産性向上を目指すために導入するべき。
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図表 1　  働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（平成 30年法律第 71 号）の概要

出所：厚生労働省

　第一のアプローチは、仕事の効率性を向上させ
ることで時間当たり生産性を高めることである。
働き方改革により長時間労働を抑制する中で企業
として成長を続けるためには、従業員一人ひとり
の時間当たりの生産性を引き上げていくことがど
うしても必要となる。
　第二のアプローチは、イノベーション、新たな
アイディアの発現といった創造性を高めることで
ある。働き方改革でできることとは、まず、職場
からの干渉を最小限に、場所・時間にとらわれな
い働き方で集中力を高めることだ。後述するよう
に、テレワークや高度プロフェッショナル制度等
の労働時間規制の適用除外制度の導入が選択肢と
なってくる。
　また、休息・休暇をしっかりとって心身ともに
リフレッシュすることも重要だ。そのためには、
時間外労働の補償は割増賃金による金銭補償から
休日代替へ転換させていく必要がある。つまり、
EU諸国のように健康確保を目的とした労働解放
時間への規制を重視することである。具体的には、

残業時間を貯蓄し休暇に充てるような労働時間貯
蓄制度導入が望まれる。また、年休の消化促進の
ために年休時季指定権の使用者への付与、勤務終
了から勤務開始までの一定の休息時間を確保する
勤務間インターバル制度の導入・普及も重要だ。
以下では、①時間当たりの生産性向上の具体策、
②創造性・生産性を高めるための場所・時間を選
ばない働き方として特にテレワークの意義・役割
についてさらに検討したい。

時間当たり生産性向上に向けた取り組み
　まず、時間当たり生産性を向上させるような改
革はどのように行えばよいのだろうか。第一は、
ICTの徹底活用である。従来の日本的雇用システ
ムの特徴の一つは、同質的な人材、頻繁な配置転
換・人事異動、長時間労働により、企業内に大変
効率的な情報ネットワークを築き、部門内、部門
間の情報の共有とそれに基づくコーディネーショ
ンを効率的に行ってきた。これが特に、すり合わ
せ型と呼ばれるもの造りの競争力の源泉にもなっ
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てきた。
　一方、「人力」でこうした情報の共有やコーディ
ネーションを行う仕組みが発達してきた分、ICT
の職場での抜本的な活用が遅れていたことは否め
ない。しかし、近年、こうした日本の職場の風景
も大きく変わりつつある。例えば、机の上に書類
はなく、パソコンのみ。仕事をする机も毎回変わ
るというような職場である。情報が個々の従業員
のパソコンの中に分散しているのではなく、クラ
ウドで情報を集権化してしまえば、情報の共有化
やコーディネーションは格段に容易になるであろ
う。それは、従来型の雇用システムを変化させる
大きな推進力となると考えられる。
　また、ICTの活用で従来よりも従業員の仕事ぶ
り（努力）のモニタリングや成果の計測が容易に
なり、インセンティブの付与が容易になったこと
は見逃せない。在宅ワークの場合でも、従業員の
仕事ぶりを直接観察できないため、従来は成果が
計りやすい業務に限られる傾向にあったが、モニ
タリングや成果が観察しやすくなれば業務の幅は
広がる。

ICT 活用によるインプット、アウトプットの
把握
　このように ICTの活用には様々な生産性向上の
ルートが考えられるが、ここでは、特に、ICTに
より、インプット（労働時間）、アウトプットの計
測が容易になり、その結果、アウトプットをイン
プットで除した時間当たり生産性の把握しやすく
なることで、時間当たり生産性を意識した働き方
が可能になることを明らかにしたい。
　生産労働者の場合、ラインの生産工程で単位時
間においてそれぞれのアウトプットを計るのは比
較的容易である。一方、管理・事務・技術労働者（ホ
ワイトカラー）は、アウトプット（成果）そのも
のが必ずしも明確ではなく、また、それに費やし
たインプット（労働時間）を正確に測ることも難
しい。これが、ホワイトカラー労働者が時間当た
り生産性を意識することを難しくしてきたと考え

られる。
　一方、ICTの活用で従業員の努力や労働時間と
いったインプットや成果の計測が容易になってき
ていることは大きな変化である。例えば、従業員
の使用しているパソコンの使用状況（オン、オフ）
で労働時間や仕事内容を把握することは簡単な例
ではあるが、最近ではウェアラブルデバイス（身
体に着けることのできる小型の機器・センサー）
により、従業員の行動に関する様々なデータを活
用することが可能になっている。
　例えば、日立製作所では名刺型ウェアラブルセ
ンサーを使い、個々の従業員の行動データを取得
し、従業員のコミュニケーション等を定量的に把
握している。また、メガネの JINSは一日のうち、
いつ、どれだけ集中できたかを可視化できるメガ
ネ型ウェアラブルを開発、商品化している。こう
したウェアラブル機器が従業員のインプットの可
視化で大きな効果をあげつつあるのだ。
　また、一方、従業員のアウトプットも ICTの徹
底活用で可視化していくことが可能である。ホワ
イトカラー従業員のアウトプットはともすれば最
終的な成果がでてくるまでは個人レベルの「ブラッ
クボックス」の中に埋没しがちであった。しかし、
書類やメールなど仕事のアウトプットがすべてデ
ジタル化され、クラウドなどで中央集権的に管理
され、どこからもアクセスが可能になれば、従業
員の間での完全な共有が可能になり、中間的な成
果物やチームワーク業務における個々の貢献など
測りにくかったホワイトカラー従業員の成果の可
視化が可能になってきている。
　こうして、これまでで計測しにくかった個々の
ホワイトカラー従業員のインプットとアウトプッ
トが可視化され、時間当たりの生産性を定量的に
把握することが可能になれば、業務の棚卸しを行
い、無駄な業務内容・プロセスを特定化し、見直
していくというプロセスも容易になると考えられ
る。また、個々の従業員でブラックボックス化さ
れていた仕事のやり方は書類等のテンプレートの
活用、マニュアルの作成も含めた仕事の標準化も
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重要であり、ICTの利用によってより効果的に実
施できるであろう。
　QCサークル、リーンシステム、カンバン方式
など製造業の生産現場では当たり前であった生産
性、品質向上への飽くなき努力は、生産ラインで
は生産性がまさしく可視化できることがその前提
にあった。ホワイトカラーの業務でも ICTの活用
で業務の流れがあたかも工場の生産性ラインのよ
うに可視化できれば時間当たりの生産性向上に向
けた取り組みは大きく前進すると考えられる。

時間・場所を選ばない働き方による時間当たり
創造性・生産性向上
　次に、創造性・生産性を高める時間・場所を選
ばない働き方の導入を検討してみよう。職場があ
るのは従業員が同じ時間、同じ場所で共有しなけ
ればならない情報や知識があるからである。一方、
ICTによりどこにいても職場と同じように情報の
共有・伝達ができるようにその制約を解き放せば、
従業員が同じ時間、同じ場所にいる必要はない。
その意味で、時間・場所を選ばない働き方の導入
はやはり、ICTの徹底活用が大前提となってい
る。以下では、時間・場所を選ばない働き方の代

表例であるテレワーク（ここでは、在宅勤務のみ
ならず、モバイルワーク（営業活動などで外出中
に作業する勤務）、サテライトオフィス勤務（本来
の勤務地とは別の場所のオフィス等で作業する勤
務）も含めるものと定義する）がなぜ時間当たり
生産性を向上させるのかについてみてみよう。
　先進的な例としては、在宅の従業員が主体にも
かかわらず、ICTの進化により、上記のような制
約・問題点を克服し、ネット上で従来の職場と変
わらない仮想的なオフィスを実現している企業が
出てきていることが注目される。在宅勤務のコン
サルティングなどを手掛ける（株）テレワークマ
ネジメントは一例だ。同社ではネット上の仮想オ
フィスで机を並べる従業員の場所をクリックして
呼び出し、顔を見ながら打ち合わせしたり、複数
で会議をしたりすることが可能となっており、従
来以上に生産性を高めて働くことが重視されてい
る。
　それではテレワークのメリットは具体的に何だ
ろうか。労働政策研究・研修機構がまとめた、テ
レワークを行っている従業員へのアンケート調査
をみると（図表2）、通勤による負担が少ないと回
答したのは17%程度、育児・介護の時間が増える

図表 2　テレワークのメリット（従業員調査）

出所：労働政策研究・研修機構（2015）「情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関する調査」
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との答えは5.5%程度とそれほど多いわけではな
い。
　むしろ、仕事の生産性や効率性が向上するとの
回答が50%を超えており、従業員の立場からみて
も生産性の向上が重要な位置を占めていることが
わかる。もちろん、同調査では4割程度の人が仕
事と仕事以外の切り分けが難しいと答え、2割程
度が長時間労働になりやすいといったデメリット
を認識していることにも留意が必要だ。
　テレワークのもたらす影響については、欧米で
は1980年代からすでに学際的に多くの研究が積
み重ねられてきている。2000年代初めまでの研究
を調査した米テキサス大学オースティン校のダイ
アン・ベイリー准教授らの論文は、やはり通勤コ
ストの低下はテレワークの主要な動機ではない一
方、多くの研究がテレワークによる生産性向上の
効果を確認してきたことを紹介している。
　近年では、前記の問題点を克服するような実証
分析もいくつか出てきている。例えば、米スタン
フォード大学のニコラス・ブルーム教授らは、中
国の旅行会社、シートリップのコールセンターの
従業員が9カ月間、在宅勤務とオフィス勤務にラ
ンダムに割り当てられるという実験を活用し、生
産性（通話量）を定量的に把握した上で在宅勤務
の従業員はパフォーマンスが13%上昇したことを
示した。このうち4%分はより静かで居心地の良
い環境下で生産性が増加したことによるものだが、
9%分は休憩時間や病気休暇の減少による労働時
間の増加に起因するものであり、見かけの生産性
向上の中には労働時間増も含まれていることには
注意が必要だ。
　一方、テレワークの生産性を高める上で、労働
時間とともに重要な要因が仕事の内容である。米
オハイオ大学のグレン・ダッチャー助教の論文は、

大学生を実験室内と外にランダムに分けた上で、
タイピングのような単調な作業とより創造性の必
要な作業をさせるという実験を行った。実験室の
外、つまりテレワークに近い状況では、単調な仕
事は室内に比べて生産性が6～ 10%低下する一
方、創造性を要する仕事の場合は11～ 20%増加
することを示した。
　テレワークが真の生産性、すなわち時間当たり
の生産性を高める働き方になるためには何が必要
だろうか。まず、自律的で集中力を生むことが可
能なテレワークの利点を最大限生かせるようなよ
り創造的な仕事を割り当てることが重要だ。職場
からの干渉や雑音の遮断により自律的な働き方を
実現すべきだ。また、テレワークは柔軟で自律的
な働き方が高い満足度を生む一方、無意識のうち
に長時間労働に結びつく可能性が高く、真の生産
性を高めるには従来の働き方よりも労働時間が増
加しないような取り組みが必要だ。

おわりに
　これまでみてきたように、働き方改革と企業の
生産性向上が両立していくためには、企業側の取
り組みだけでなく従業員がその意図を理解し、意
識改革を行っていくことが重要な第一歩である。
その際、大きな推進力、後押しになるのは新たな
テクノロジーの活用である。新たなテクノロジー
といえばAIばかりが脚光を浴びがちであるが、
本稿で指摘したように ICTの徹底活用でまだまだ
働き方を大きく変革する余地は残っているといえ
る。そこに気づく企業と気づかない企業で今後大
きな差が生まれることは間違いない。働き方改革
を契機に日本の企業が大きく飛躍することを期待
したい。
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