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欧米のテレワークをみるにあたって
アメリカの雇用を取り巻く環境
目標管理と成果による業績評価制度の定着
•

テレワーク推進部門（Human Resource、CRE、Facility Management・・・・）

Job Descriptionによる個々人の仕事の範囲と責任の明確化
ホワイトカラーエクゼンプション
•

我が国で常に問題視される労働時間管理の呪縛がない

採用・解雇のフレキシビリティと権限者（一般的にマネジャー）
•

生産性が上がれば社員数を減らせる直接コスト削減に結びつく

企業のワークライフバランス「戦略」
コスト削減効果（ホテリングなどによるオフィススペースコストの削減）
高騰するガソリン代の節約効果（＄3.50〜4.00/ガロン≒¥80〜95）
（Professional) Self Employedの地位
Sales Representative（セールスレップ）が多い、その働き方は多様

ヨーロッパの雇用を取り巻く環境

はじめに

高い失業率という社会問題の存在ITを活用した雇用の創出が政治課題化
•

ユーロ危機で今どきはそんな話でもないか？

リスボン宣言（2000年）2010年までにアメリカに対抗してヨーロッパを強くする
•

アメリカには勝てていない？

EU（欧州連合）レベルでのテレワーク（eWork）推進
テレワーク推進は一定の成果を上げ、EUとしての推進策はほぼ終了、大がかりな調査も期待できない？
労働時間管理の制約
•
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フランスの例が典型（週35時間、厳格な時間管理が求められる）
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アメリカのテレワーカー人口

アメリカにおけるテレワークの現状

調査上の定義
月１回以上テレワークを実施
Employee teleworker：フル、パートタイムで雇用されている人
Contract teleworker：請負業務、あるいは自営型で働く人
テレワーク人口
2010年の雇用型テレワーカー数：約1,700万人
2010年の自営型テレワーカー数：1,000万人弱
2010年の全体のテレワーカー数：2,620万人
参考：2009年のアメリカの就業者数：約14,200万人
テレワーカーのうちほぼ毎日：45%
（資料）Telework Trendlines 2011他, WorldatWork
少なくとも週に１回：39%
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非常に幅があるテレワーク人口調査の結果
調査の種類

調査年

テレワーカー数
（百万人）

American Community Surveyによるテレワーカー人口

テレワークの定義

雇用形態

人数（人）

構成比（％）

U.S. Census

2000

〜4

調査の前の週のほとんどすべてを自宅で仕事をし
た（雇用、自営の両方）

民間企業

2,225,497

76.0%

Current Population Survey

2001

3.4

主たる仕事の一部を自宅で行った被雇用者

民間の非営利組織

298,436

10.2%

少なくとも月に１回の自宅で仕事をしたフルタイム、
パートタイム、契約社員

地方政府

113,007

3.9%

州政府

138,801

4.7%

Cyber Dialogue

2000

16.3

American Community Survey

2005

4.8

調査の前週に自宅で仕事をしていたと回答した人

RECA (EIA2001)

2001

3.6

勤務先のオフィスに出勤せずに自宅のコンピュー
タを使って仕事をした人がいる世帯

American Interactive
Consumer Survey

2004

WorldatWork

2006

IDC

2005

44.4

少なくとも年に１回以上、フルタイムでの在宅勤務
まで含めて仕事を自宅で行った被雇用者

12.4

少なくとも月に１日、所定の就業時間内にリモート
で仕事を行った正規社員

16.2

少なくとも月に１日、所定の就業時間内にリモート
で仕事を行った自営業者

9.1

少なくとも月に３日以上所定の就業時間内に自宅
で仕事を行った人

連邦政府
合計

5.2%
100.0%

（資料）2009 American Community Survey, U.S. Census Bureau

（資料）”How Many People Telecommute?”、Global Workplace Analytics
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153,492
2,929,233
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WorldatWork調査によるテレワーカーの属性
2006年

2008年

2010年

男性

53%

61%

56%

女性

47%

39%

44%

18-34歳

38%

42%

42%

35-54歳

52%

48%

51%

55歳以上

11%

8%

8%

自宅

76%

87%

63%

車の中

38%

37%

40%

休暇中

18%

23%

37%

ホテル・モーテル

26%

26%

36%

カフェ・レストラン

31%

23%

34%

顧客先

28%

41%

33%

空港・駅・地下鉄のプラットフォーム

16%

23%

16%

公園やその他の屋外

19%

14%

14%

図書館

16%

10%

13%

航空機内・列車内・地下鉄車両内

13%

21%

12%

性別

年代

仕事の場所

アメリカのテレワーク導入企業

テレワークセンター

NA

NA

12%

企業所有の自宅近くのサテライトセンター

3%

7%

11%
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月当たり１回、週当たり１回以上のテレワーク制度のある企業は半数を超えている。内、対象者が全従業員である
企業は28〜29％。
フルタイム（完全）テレワーク制度のある企業は４割弱。内、対象者が全従業員である企業は16%。
アドホック（適時）テレワーク制度のある企業は８割を超えている。内、対象者が全従業員出歩き行は48%。

（資料）Survey on Workplace Flexibility 2011, WorldatWork

（資料）Telework 2011, WorldatWork
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アメリカ連邦政府におけるテレワーク

連邦政府のテレワーク推進のねらい

Public Law（公法）

開始当初

1990年代初頭：在宅勤務を中心としたテレワークの導入を推進
1995年：テレワークに関するPublic Law104-52
•

所属部門の長が許可し、OPMの策定したガイドラインに沿って自宅で仕事をする連邦職員のために、
仕事のための電話回線、必要な機器やその他の費用などを政府が負担

2000年10月：テレワークに関するPublic Lawの改正（Public Law 106-346、359項）
•
•

連邦政府職員のテレワークをより促進する内容に変更
「連邦政府の各省庁は、従業員の生産性を低下させずにテレコミュートに適格と思われる従業員を最
大限テレコミュートさせるための制度を作らなければならない。この法律が施行されたから6ヵ月以内
に、適格者の25%がテレコミュートを実行し、その後各年ごとに25%ずつ拡大して行かねばならない」

2004年12月：追加修正（Public Law 108-447、B-622項）
•

「各省庁はテレワークの実施運用を監督し、省庁内の連絡窓口の役割を果たすテレワークコーディ
ネーターを設置する」という内容の改正

2008年6月：Telework Improvements Act（下院で可決）
•
•

「連邦政府の省庁の長は政府職員の2週間当たりの就業時間の少なくとも20%についてテレワークを
認めなければならない」上院の議決は？
テレワーク非適格とみなされた職員に対してテレワークの道を開くものとして組合は期待

2010テレワーク強化法：Telework Enhancement Act of 2010
•
•
•

全省庁にテレワークポリシー策定を義務化、全職員のtelework eligibility（テレワークの適格性）判断
テレワークマネジャー（TMO：Telework Managing Officer）の任命を義務づけ等
それまでの職員のWLB向上という目的から、組織戦略へシフトさせる狙い
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交通混雑緩和：首都ワシントンDCの朝夕の交通（道路）混雑はかなり激しく、テレワークに
よって交通混雑を緩和させる
環境問題：上記交通混雑とも関わるが、通勤に使われる車を減少させることによって、排気
ガスを削減する
公共工事の削減：テレワークによって混雑を回避し、そのことによって間接的に公共工事を
削減する
オフィスコストの削減：テレワークの導入によるオフィスコストの削減
人材の確保：我が国と異なり、アメリカの政府部門は常に民間企業との間で人材確保の競争
を行っている（民間に比べ政府部門の給与はやや低めなので、その点で政府部門は不利）。
そのために、働く環境を整えることで、優秀な人材を長期間にわたって確保しておきたいとい
うインセンティブ

9.11以降
危機管理対策：9.11以降、災害やテロなどが発生した際に、業務を継続できる事業継続計画
（COOP: CONTINUITY OF OPERATIONS PLANS）が策定されており、その中でもテレワーク
は重要な対応策として位置付けられている

その後
ガソリン価格の高騰：車通勤が一般的なアメリカでは、ガソリン価格高騰による職員のコスト
負担が増加していることに対する解決策のひとつ
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連邦政府のテレワーク実施状況
年

職員数

連邦政府のテレワーク推進のワンストップサービス
テレワーク実施
者数

テレワーク実施
比率

752,337

140,694

7.7%

2004年

1,818,397

2005年

1,802,032

1,253,509

119,248

6.6%

2006年

1,805,741

1,250,980

110,592

6.1%

2007年

1,848,970

1,242,104

94,643

5.1%

2008年

1,962,975

1,187,244

102,900

5.2%

2009年

1,993,390

NA

113,946

5.7%

2011年

2,165,390

684,589

168,558

7.8%

毎年議会に報告書を提出

テレワーク適格
者数

本部
GSA

2011年の内訳

連邦政府の主要なテレワーク推進組織
 General Services Administration (GSA)
 Office of Personnel Management (OPM)

- 12 -

- 13 -

連邦政府のテレワーク推進のワンストップサービス
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）
(Washington, DC

週当たり３日以上在宅勤務：46,023人（27.3%）
週当たり２日在宅勤務：47,675 人（28.3%）
（資料）議会への報告書（Status of Telework in
週当たり１日在宅勤務：41,727人（24.8%）
the Federal Government)各年次版
月当たり１回在宅勤務：5,637人（3.3%）
（注）テレワーク実施状況は各年次の９月〜10月の
適時在宅勤務：21,251人（12.6%）
２ヶ月間の働き方をベースに調査している
モバイル勤務：4,248人（2.5%）

Telework Exchangeは、テ
レワークやモバイルワーク
がもたらす価値を周知し、教
育研修などについての情報
共有を推進するための官民
のパートナーシップ組織。
毎年３月に首都ワシントン
DCエリアで実施されている
Telework Weekをコーディ
ネートしたり、四半期ごとに
実施しているセミナーを主催
している。
民間企業では、Adobe、
Blackberry、CISCO、Citrix、
Intel、Microsoft、NetApp、
Sprintなどが協賛している。

最近、Telework Exchange
はMobile Work Exchange
へと拡大？

Washington, D.C.近郊の連邦政府テレワークセンター

テレワークセンターの概要
設置数：14ヵ所
利用料：25～49ドル/日
一部は民間企業にも開放
設置・運営はGSA

約70マイル（110キロ）

テレワークセンター設置の意義
自宅、コミュニティに近接
通勤のストレス、コスト削減
集中して業務に専念
9.11同時多発テロ以降は緊急時の拠
点としての位置付け（COOP：Continuity
of Operation Plan）
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アメリカ連邦政府のテレワーク事例（特許庁）

アメリカ連邦政府のテレワーク事例（特許庁続き）

特許庁（Patent and Trademark Office）のテレワーク導入の歴史

特許庁のテレワークの成功要因

1997年：Trademark Work @ Home（TW@H）パイロットプログラムをスタート（18人審査官）
2002年：ホテリングオフィスを試行的にスタート
2003年：審査を行う部門は完全にホテリングに移行。110人の審査官（審査部門の44%）が
就業時間の90%以上をテレワーク（主に在宅勤務）
2007年：新たなパイロットプログラムをスタート。それまでの制度では、Alexandria（バージニ
ア州）にある本部オフィスから110マイル（176キロ）以内に居住することという条件を設けてい
たが、職員から居住地の制限を撤廃してほしいとの要望あり。これに応える形で、居住地の
制約を撤廃したパイロットプログラムを導入。いくつかの条件はあるが、コロラド州、テキサス
州、イリノイ州などに居住して在宅勤務を実施する人があらわれる

現在のプログラム（2010年〜2015年）

パイロットプログラムで試行問題を解決しつつ拡大
テレワーク研修の充実
成果評価基準の明確化
顧客サービスの向上（審査官の生産性の向上が測定可能）
本部オフィスのホテリング化（オフィスコストの削減）
テレワーカーに対する技術サーポート
労働組合との合意・連携

特許庁のテレワークの効果

テレワークは職員全員が対象。労働組合とも合意済み
50 Mile Hoteling Program：2010年に導入。Alexandriaから50マイル（80キロ）以内にある代
替的オフィスででの勤務を許可。Alexandriaにある本部オフィスには固定席を設けず、ホテリ
ングとする。約2,000名がこのプログラムに参加
Trademark Work at Home Geographic Pilot Program：2007年にパイロットプログラムとし
てスタートした地域拡大型のテレワークプログラム。2008年から本格的制度化。現在このプ
ログラムでテレワーク中の審査官の居住地は、アラバマ、アーカンソー、カリフォルニア、コロ
ラド、デラウエァ、フロリダ、ジョージアなど23州に広がっている
Nationwide Workforce Program：サテライトオフィス勤務を前提とした専門家の採用プログ
ラム。対象エリアはMid Atlantic states (New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware
等）
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特許庁におけるテレワーク実施者数の推移

離職率の低下（Retention：1997年の約11%から2007年には約2%に減少）
新規採用の拡大（応募者に対する魅力付け、オフィススペースの増床不要）
オフィススペース（含む書類保管スペース）の削減
生産性の向上（10%アップ）
従業員満足度の向上
環境問題にも貢献（CO2排出量削減）、年次報告でCO2削減量を算出
各種の表彰を毎年のように受賞
毎年テレワークの進捗状況を報告する年報をリリース
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アメリカ連邦政府のテレワーク事例（農務省）
農務省はモバイルワークに重点
途切れることのない業務と適切な職員の配置
モバイルワーカーにはいくつかの種類がある

（人）
8,000

•

7,000
1,221
6,000

4,000

アプリケーション、データ、ネットワーク、セキュリティ、統合サービス、サポートを統一
モバイルデバイスには「ワイプ機能」を装備
個人所有の端末についてはWebベースのシステムでセキュリティを確保
iPadの導入も検証中

1,135

5,000

895
814

3,000

5,915
5,176

2,000

3,604

フィールドワーカー、在宅勤務、モバイルワリァ（空港、ホテル、車の中等どこでもオフィスを実現）など

途切れることのない業務（Streamlining Processes）を実現するために

テレワーク教育の充実
ライブミーティングを使ったテレワーク教育
マネジャー教育もオンラインツールを活用

4,268

テレワークの効果

1,000
0
FY2007

FY2008

テレワーク実施中

FY2009

FY2010

移動に関わるコスト削減：年間100万ドル以上
オフィスコスト、離職、欠勤、生産性向上の効果：年間2.5億ドルと予測
環境への貢献：10万バレルの石油節約、1.8万トンの温室ガスの削減

テレワーク適格者（未実施）
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州政府におけるテレワーク（１）

州政府におけるテレワーク（２）

カリフォルニア州

バージニア州

1985年：パイロットプロジェクトをスタート（アメリカのテレワークの草分け）
ワーク・ファミリー・プログラム：仕事と家族のニーズのバランス
ワーク・ファミリー基金：州政府職員のための支援プログラム（育児・介護支援が中心）
600名をこえる職員がテレワークを実施（テレワーク制度は完備している）
２度の地震（1989年のサンフランシスコ地震、1994年のノースリッジ地震）

ジョージア州
Work Awayプログラム（州政府職員のワークライフバランス向上を目的）
Alternate Work Schedule：2週間単位で1日当たりの勤務時間を長くすることによって１日休
みを増やす働き方
Compressed Work Week：１日10時間勤務することにより、週に４日の勤務とする働き方
Telework：週に、あるいは月に１日以上自宅で仕事をする働き方で、適格とされた職員に認
められる働き方
民間企業のテレワークアセスメントに対する優遇税制：ジョージア州に所在する企業が、テレ
ワークの導入のために「テレワークアセスメント」を行った場合に、それに要した費用を州の
事業所得税から控除する

州政府職員のためのテレワーク制度は完備
Office of Telework Promotion and Broadband Assistance：バージニア州の行政機関及び
私企業に対する低価格で先進的なブロードバンド及びインターネットアクセスのサービスの
提供を進めるための支援策を講じる
「Telework!VA（テレワーク！バージニア）」：民間企業のテレワークに対する補助制度
•
•
•

テレワーク導入のための機器（リース契約が対象）に対する補助
コンピュータ、サーバ、モデム、ファックス、電話、プリンタ、テレワークセンター利用料、コンサルタント
サービスなど
1企業当たり2年間で最大35,000ドル

Assistive Technology Loan Fund Authorityによるテレワークローン：テレワークを実施しよう
としている障がい者に対する低利融資制度

メリーランド州
州政府職員のためのテレワーク制度は完備
バージニア州やメリーランド州は連邦政府とも連携し、様々なテレワーク推進事業を実施して
いる（例：Telework Week）

その他
ノースカロライナ州、ニューヨーク州などが環境対応のためのテレワーク州法
ニュージャージー州、ワシントン州などがテレワーク導入企業に対するインセンティブ制度
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民間企業におけるテレワーク AT&T

北米のテレワーク効果の定量化の試み

テレワーク導入のねらい

Telework Saving Calcilator
定量化の範囲

コスト削減：オフィススペース、パーキングスペース
従業員のワークライフバランス
Retention：人材の流出防止

実施状況
6割を超えるマネジャーが実施
うち、完全在宅勤務が2割、部分在宅勤務（少なくとも週に1日）が3割強
テレワーク実施時の集中時間の増加が顕著

テレワークの効果
コスト削減はもとより、優秀な人材流出の防止につながっていること
金額換算の効果（2003年のデータ）
•
•
•

生産性向上：148百万ドル
Retention：2百万ドル
ファシリティコスト：34百万ドル

その他、アメリカにおいてはグローバル企業から中小零細企業まで、テレ
ワークは「ごく普通の働き方」として定着している。いまや、テレワークという
働き方を特別扱いする考え方も薄まりつつある
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雇用主にとっての効果：生産性向上、オフィスコスト削減、欠勤率低減、転職防止
従業員にとっての効果：通勤時間の節約、燃料費及び駐車場代の節約、公共交通機関の利用コストの節約
コミュニティにとっての効果：石油の節約、温室効果ガスの削減、交通渋滞の減少、交通事故の減少、医療
費の削減（主にストレスの低下による）
その他の効果：道路や公共交通機関のインフラのメンテナンスコストの削減、緊急時の迅速な対応、オフショ
アからホームショアにシフトすることによる雇用の増加、田舎暮らしの生活の質の向上、テロの攻撃対象の
分散化、プロフェッショナルなスキルを有した人材の能力活用

計算式に用いられているパラメーター
各種のケーススタディなどのデータをもとに基準値（Bottom Line）を算出（していると思われる）
主なパラメーター：全従業員数、テレワーク実施者数、テレワーク頻度、テレワーク実施者の今後の増加数、
通勤距離と時間、ガソリンのガロン単価、テレワークで削減可能なオフィス面積、KWｈ当たり電力コスト、オフ
ィス賃料、従業員を失うことによるコスト、欠勤によるコスト、欠勤率の削減率、転職率、リテンションの割合、
生産性、平均的な年間収益、その他のコスト削減、在宅勤務が可能な従業員の割合、テレワークを希望する
従業員の割合、日々の通勤コスト、パーキング/食事/衣服などのコスト、その他の個人的コスト、育児介護
のコストなど

Webサイトで自社のパラメーターを入力すると、結果が金額で表示されるサービスも
あり
http://www.teleworkresearchnetwork.com/Calculator
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アメリカのホワイトカラーエク ゼンプション

アメリカのテレワーク関連情報源

公正労働基準法上、ホワイトカラーについて労働時間規制を適用除外

政府関連
Government Telework Portal Site

管理的（executive）被用者：主たる職務が企業または部課等の管理で、2人以上の労働者を
定常的に指揮監督し、一定の人事上の権限を有する者
運営的（administrative）被用者：主たる職務が使用者やその顧客の経営や事業運営全般に
直接関連するホワイトカラー業務であり、かつ重要事項に関し裁量と独立的判断を行使する
ことを含む者
専門的（Professional）被用者：法律、医学、会計等の長期にわたる専門的教育によって得ら
れる高度の知識を要する職務、芸術家や一定の要件をみたすジャーナリスト、教師、医師、
法律家
一定のコンピュータ専門職：ソフトウェアの分野におけるシステムアナリスト，プログラマーな
ど
外勤営業（outside sales）職：主たる職務が販売または有料のサービス・施設利用の注文・
契約の獲得であること

•

http://www.telework.gov/

General Services Administration
•

http://www.gsa.gov

Office of Personnel Management
•

http://www.opm.gov/

Telework Exchange
•

http://www.teleworkexchange.com/

National Institute of Standards and Technology
•

http://csrc.nist.gov/telework/

US Patend & Trademark Office
•

http://www.uspto.gov/

民間団体
上記以外の労働者

Telework Advisory Group of World at Work
•
•

週40時間を超える労働については通常賃金の1.5倍以上の支払
労働時間についての記録の作成・保存の義務づけ
ただし、ほとんどのホワイトカラーはエクゼンプション対象となっており、テレワーク時の労働
時間管理が問題になることは稀である

http://www.workingfromanywhere.org/index.html
かつてのInternational Telework Association and Councilを吸収

Telework Coalition
•

http://www.telcoa.org/
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ヨーロッパのテレワーク人口（SIBIS調査2003年）
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フィンランド

ヨーロッパにおけるテレワークの現状

4.9

（調査上の定義等）
在宅勤務テレワーカー：自宅で仕事を行い、仕事の成果を電子的に送信する人
モバイルテレワーカー：少なくとも週に10時間以上自宅あるいはメインの仕事場所から離れて、仕事の
ためにオンラインでコミュニケーションをとっている人
自営業におけるテレワーカー：自宅を主たる仕事の場所とするフリーランスあるいは自営業者で、顧客と
の間のコミュニケーションにICTを利用している人
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（資料）SIBIS Pocket Book 2002/03より作成
SIBIS=Statistical Indicators Benchmarking
the Information Society

ヨーロッパのテレワーク（在宅勤務）人口（2005年）
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EU（欧州連合）におけるテレワーク推進の背景

ほとんどの就業時間をテレワーク

（調査上の定義等）
調査時期：2005年９月〜11月
調査対象：層化無作為抽出による31ヵ国３万人（被雇用者のみ、自営業主は含まれていない）
テレワークの定義：主たるオフィスを離れて自宅で少なくとも就業時間の1/4以上の仕事を行っ
ている人

（資料）EWCS、Fourth European Working
Conditions Survey 2005

2000年3月にEU加盟国首脳は、2010年までに、EUを「より良い雇用機会をより多く創出し、
社会的融合を高め、持続的な経済成長を達成しうる、世界中で最もダイナミックで、かつ競争
力のある知識経済（Knowledge-based economy）」地域に発展させるという戦略を定めた
この戦略は、ICTによる技術革新、市場の活性化、雇用率の向上、企業競争力の強化に必
要な施策を結集することによってEU全体をより豊かにし、地域間格差を是正することを2010
年までの目標として定めたもの
EUにおけるテレワークの推進は、ヨーロッパの社会・経済を大きく転換していくことをめざした
リスボン戦略のもとで、アメリカに対する戦略的対抗策としてICTを活用した新しい働き方を
積極的に支援していくという考え方で進められた

リスボン戦略の中間見直し（2004年）
「2000年以降とられた施策はリスボン戦略の目的を達成するための助けとはならなかった。
それは、欧州連合及びその加盟国がリスボン戦略の実現を緊急性の高いものであると認識
して行動に移さなかったからである。この期待外れの結果は、負担の大きすぎた課題、調整
の欠如、優先順位の混乱などによって引き起こされたものである。しかし、重要な問題は、断
固とした政治的行動の不足である。アメリカとアジアとの経済成長のギャップが拡大し、ヨー
ロッパは人口増加の低迷と高齢化という課題に挑戦しなければならないという状況下で、リ
スボン戦略の緊急性はますます高まってきている。」
i2010プログラム：中間見直し結果を受けて2005年に決定された戦略的フレームワーク
•

単一のヨーロッパ情報スペース、研究開発投資、統合・融合された公共サービスとQoLの向上などがう
たわれている
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EUにおけるテレワーク推進政策の終焉

テレワークに関する枠組み合意書

テレワーク推進政策の終焉

テレワークに関する枠組み合意書

リスボン戦略の中間見直しの
結果、より重点的な資源配分
（具体的には研究開発資金な
ど）の必要性、及びテレワーク
は一定のレベルに達したとの
評価に基づき、EUレベル（具体
的には欧州委員会）のテレ
ワーク推進組織は解消された
テレワークに関する年次報告
書（右図）も2006年版を最後に
終了となった

2002年6月：欧州委員会主導のもと、ヨーロッパの経営者団体と労働組合団体間で署名調印
されたテレワークの労働条件に関する一般的なフレームワークを定めたもの
加盟各国は、各国別に経営者団体と労働組合団体間で協議し、各国の事情に応じて国別の
枠組み合意書を3年以内に締結することがうたわれた
枠組み合意書はEU指令（Directive）ではなく、自主的な合意書（autonomous agreement）
2006年10月までに主要国は各国別に枠組み合意書に署名調印したが、国によって取り決め
の方法・範囲などが異なる（法規制・指令<->ガイドライン・声明）

枠組み合意書の主な内容
テレワークの任意性：従業員・雇用者の両者に選択権
雇用条件：差別的取り扱いの禁止
データの保護：セキュリティ確保に関するルール
テレワーカーのプライバシー尊重
テレワークに必要な機器等：コスト負担などのルール作りとサポート体制
健康と安全：VDT作業に関するルールの遵守など
トレーニング：差別的取り扱いの禁止
団体の権利：オフィス勤務者と同じ団体権など

テレワークにかかわる政策とし
ては
eCollaborationのための研究開発支
援
eInclusionのための研究開発支援

eChallenges
2004(Vienna)
2005(Ljubljana)
2006(Barcelona)
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主要国別の特徴（イギリス）

イギリスのテレワーク実施事例 British Telecom

イギリスの特徴
労働力調査で経年的にテレワーカー
（＝在宅勤務）比率が捕捉されている。
中小企業の4割弱が在宅勤務が可能
とのレポートもあり、中小企業にも柔軟
な働き方が普及している
ワークライフバランス施策については、
旧経済省（現BERR）が主導して推進

2005年
テレワーカー率

8.5%

テレワーカー人口

8.9%
3,200千人

テレワーカーの定義：ITを利用し、雇用契約・雇用関係に基づき、従
業員の住居もしくは通常の勤務場所以外の場所で仕事を置こうな
こと
（注）就業者に占める割合
（資料）Office for National Statistics (ONS), ‘Home-based
working using communication technologies’, Labour Market
Trends, October 2005, The UK Labour Force Survey

フレキシブルワークに関するガイド
ライン
6歳以下の子供を持つ親、あるいは18
歳以下の障がい児をもつ親に対して、
フレキシブルな働き方を申請する権利
を与え、雇用主にはこの申請を真剣に
検討する義務を負う
要求可能な内容
•
•
•

2007年

その他の施策
Work Wise Week
Work from Home Day
National Commute Smart Week

テレワーク実施事例

仕事の時間数の変更
仕事の時間帯の変更
自宅で仕事をすること

British Telecom

ヨーロッパの中でも最もテレワークの進んだ企業（といわれている）BT
オフィス勤務（Office 56%）：主としてBTの定められた１ヵ所オフィスに勤務し、在宅勤務はほ
とんど、あるいは全くしない従業員
モバイル勤務（Mobile 44%）：BTの定められた１ヵ所のオフィスに勤務していない従業員（オ
フィス勤務以外の全ての従業員）
フィールド勤務（Field 14%）：多様な場所で仕事をするが、在宅勤務はほとんどあるいは全く
しない従業員
eワーク（eWork 26%）：頻度高く在宅勤務を行う従業員（Agile、Alternate、Workaboutを合
計したグループ）
オルタネート（Alternate 9%）：主としてBT の定められた１ヵ所のオフィスに勤務するが、在宅
勤務もしばしば行う従業員（オフィスと自宅で交互に仕事をしている）
アジル（Agile 8%）：多様な場所で仕事をし、しばしば在宅勤務も行うが、自宅がメインの仕事
場所ではない従業員
ワークアバウト（Workabout 9%）：多様な場所で仕事をし、しばしば在宅勤務も行い、自宅が
メインの仕事場所である従業員
その他（4%）

テレワークの効果
ワークライフバランスの向上
もちろん、本音はコストの削減効果が非常に大きいこと
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主要国別の特徴（フランス）
フランスの特徴

ドイツの特徴

厳しい労働時間規制
• 1998～99年にかけて法定労働時間の短縮（週あたり35時間）と、残業時間に対する厳しい制約が制度化された
• その結果、企業などは労働時間管理を徹底せざるを得なくなった
• 実労働時間：従業員数10人以上の企業で週あたり35.6時間、10人未満では36.8時間
労働時間管理がしにくいテレワークに対する関心の低下
それでも雇用者のテレワーカー比率は7%。うち在宅勤務が2%、モバイル勤務が5.4%

政府の検討状況
1994年、2004年、2006年にテレワークに関する調査報告がなされたが、具体的な行動には結びついていない
政府主導で地方にテレワークセンターを設置するプロジェクト
• 首都パリの居住者を地方に分散させるための方策
• 2007年現在18のテレワークセンターがオープン
• テレワークセンターの規模は小さく、多くは地域の商工会議所の中に間借り状態
• パリの企業に対する魅力付けに失敗

2012年３月22日の労働法典改正
•
•

主要国別の特徴（ドイツ）

2011年に政府はテレワーク、テレセンター推進のためのアクションプランを発表
テレワークの自発性、コスト負担、個人所有機器の利用などを再定義。パンデミック時などには雇用主が従業員に在
宅勤務を命じることが可能。ただ、個人のプライバシー保護、テレワーク中の労災などへの対応などが含まれておら
ず、その効果については疑問視する意見もみられる

テレワーク事例
アルカテル・ルーセント、フランステレコム、ルノーなどがテレワークを実施と報告されているが、例外的といわれている

国家公務員のテレワーク
枠組み合意書の締結を受けて、2009年から政府部門のテレワークの導入・拡大を図るためのトライアル導入を進めて
いるとの情報があるが、その後については詳細不明
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Multi-locational eWork（どこでもオフィス的な働き方）が急増
在宅勤務の増加は鈍い
政府（連邦、州）、経営側の関心は低い
1990年代後半に連邦政府や州政府がテレワークのパイロットプロジェクトに取り組むもののその後本格普及
には至らず。その理由はテレワークが効果を発揮するのは育児責任を持つ従業員のみとの評価がなされた
ためといわれている
労働組合の交渉能力（あるいは関心度合）の低さも理由の一つか？
一時期、州政府がテレワークを導入する中小企業に対する資金援助を実施していたが、その後廃止。在宅
勤務者の執務スペースや機器にかかる費用の控除制度もあったが、これも時限措置で現在は廃止か

テレワーク実施事例 ハンブルグ市役所
1998年にテレワークのパイロットプログラムをスタート
パイロットプログラムが成功し、2000年に労働組合との間でテレワーク導入の協約を締結。
テレワーク導入のねらい
•
•
•
•

ワークライフバランスの向上
フレキシビリティと創造性・生産性の向上（生産性は15%向上）
シェアドオフィスの導入によるオフィススペースの削減（デスクは3人に対し2人分配置）
車通勤の削減

窓口業務担当部門についてもテレワークの対象（ただし部分在宅勤務）
約10万人の職員の内25,000人が対象
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主要国別の特徴（北欧諸国）

ヨーロッパの情報源

北欧諸国の特徴

欧州連合・欧州委員会 (European Union、European Commission)

地理的特徴（寒冷地、人口密度の低さなど）から、ヨーロッパの中でもテレワーク的な働き方
をいち早く導入した地域
在宅勤務は官民ともに普通の働き方として定着し、近年では「どこでもオフィス」的な働き方
が急速に広まっている
ただ、在宅勤務実施者の8割は制度（契約）にのった働き方ではない（Informal Base）との報
告も

Statistical Indicators Benchmarking the Information Society (SIBIS)
http://www.sibis-eu.org/
http://www.sibis-eu.org/statistics/stat_ind.htm

EIROnline (european industrial relations observatory on-line)

政府の施策
テレワーク導入時期（80年代から90年代初頭にかけて）には、政府主導によるテレワーク推
進施策が実施されてきた（テレワークセンター設置など）が、近年は政策的対応はほとんどな
い
フィンランドのTykes
•
•
•
•

http://ec.europa.eu/information_society/tl/ecowor/ework/index_en.htm

地域開発、組織変革による競争力強化、持続可能な開発などを目的とした政府の開発計画
2004～2009年の6年間
民間のプロジェクトに対する資金的な支援
テレワークという観点では、Remote Collaborationに関する技術開発などを実施

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/index.htm

イギリス (UK Telework Association)
http://www.telework.org.uk/

ドイツ (empirica)
http://www.empirica.com/
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韓国のテレワーク
韓国政府のスマートワーク推進戦略
2010年７月、大統領のリーダーシップでスマートワーク推進を発表
2015年までに官民の30%でテレワークを実施する目標設定
スマートワークセンターの導入と普及（2015年までに公共型50施設、民間型450施設の構築）

政府部門のスマートワーク導入状況
韓国特許庁がいち早く在宅勤務を実施している
検討やトライアルは2005年頃からスタートした。2006年以降本格実施に以降

韓国のスマートワークの特徴
民間企業ではKorea Telecomがスマートワークセンターを設置し、スマートワークセンター勤務を実施済み
デジタル・コラボレーションで対面の文化を克服（統合型コミュニケーション、ビデオ会議、クラウドコンピューティング）
韓国のスマートワークにおいては、スマートフォンなどのモバイル機器の活用に重点が置かれている

スマートワーク展開の背景

韓国におけるテレワークの現状

電子政府の進展（官公庁の電子決済率98.4%、電子文書流通率97.8%、いずれも2007年）
2010年国連の電子政府ランキングで、韓国は電子政府整備状況、市民の電子参画いずれも世界第一位
国内市場が小さいため、海外展開がサバイバルの条件、国際競争力を強化するものであればアグレッシブに導入
政府機関の分散化（南北緊張に対する危機分散のためか？）

課題と展望
大統領のリーダーシップ？？→新大統領の対応は如何？
ブロードバンド普及でとった施策の応用もありか？？
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既に数カ所のスマートワークセンターが
オープン
保育所などが併設されている施設もあり

まとめ
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日本にとっての示唆
日本のテレワークが抱える課題と欧米のテレワークからの示唆
経営者の意識

働き方の戦略化ができるかできないか
苦境の時こそ働き方の戦略化を図る欧米企業

ミドルマネジャーの意識

海外でも同じ悩み、しつこく教育研修を

評価制度

来年の報酬にダイレクトに響く評価制度

情報セキュリティ

海外でもセキュリティ問題は重要課題、しかし企業は
やるべきことをやる、あとは個人の責任（訴訟にまで）

情報の電子化

紙文化、韓国と比べて我が国は・・・

仕事の棚卸し

Job Description、少なくとも役割不明確なことを
よしとする日本の組織のあり方は・・・

コスト

テレワークだけでなく、働き方変革は
投資であるという考え方

通勤費

海外（特にアメリカ）では自己負担が多い。車通勤の
場合、在宅勤務は大きなコスト節約のインセンティブ

公務員のテレワーク

ぜひ本格化を
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おわり ありがとうございました！！
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