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１．テレワークとは
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１－１ テレワークの定義

 テレワークという働き方は？

『ICTを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方』

 テレワーク人口調査における定義（国土交通省）

狭義のテレワーカー：

①ふだん収入を伴う仕事を行っている人の中で、

②仕事でICTを利用している人かつ、

③自分の所属する部署のある場所以外で、ICTを利用できる環境において仕事を行
う時間が１週間あたり８時間以上である人。

広義のテレワーカー：上記定義のうち、１週間当たりの時間数が８時間未満の
人を含む。

調査では、調査対象者に対して「テレワーク」という用語を用いずに、働き方から
テレワーカーを定義。

3



１−２ 主なテレワークの形態
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テレワークの形態 具体的内容

在宅勤務  通常勤務しているオフィスに出勤せず、自宅で仕事を行う形態。
 通常は、週に１〜２日程度。

 一日のうち、半日在宅勤務、半日オフィス勤務というような働き
方もある。

モバイル勤務  顧客先、移動中、出張先のホテル、交通機関の車内、カフェ・
喫茶店などで仕事を行う形態。

 営業スタッフやサポートスタッフに多くみられる。
 直行直帰との組み合わせが多い。

テレワークセンター勤務  共同利用型のテレワークセンターや自社専用のサテライトオ
フィスで仕事を行う形態。

 自社の他事業所に設置された出張者用のワークスペースなど
も含まれる。

その他  地方の営業拠点（営業所などのオフィス）を廃止し、営業スタッ
フの自宅を拠点化するケースもみられる。

 ルートセールス、医薬業界のMRなどに多い。

１−４ テレワークの効果

社会に
とっての効果

企業経営に
とっての効果

就業者に
とっての効果

テレワークの
効果

人事面の効果
・ 優秀な人材の流出防止（引きとめ）
・ 優秀な人材の採用

企業変革の促進
・ スタッフ業務の生産性向上

（計画性・自律性の向上、業務集中）
・ 営業効率の向上
・ ワーカー・マネージャの能力向上

オフィスコスト削減
（フリーアドレス化などによる）

事業継続性の確保(BCP ※)
・ 新型インフルエンザや自然災害発
生時の事業継続 (現状は大手企業の
20％しかBCPを策定していない）

環境負荷の軽減
・ 通勤に伴うCO２ 削減（特に地方）
・ オフィス縮小に伴うCO２ 削減

就業人口減少の緩和
・ 育児期の女性、介護者、高齢者、障がい者の

雇用確保

雇用創出

・ 新産業の創出
・ 地域活性化（地方からのテレワーク）

ワークライフバランスの向上
・ 通勤の肉体的・精神的負担の軽減
・ 家庭内コミュニケーション向上（意識

の家庭回帰）
・ 育児・介護のしやすさ
・ 自分の時間の創造
・ 地域コミュニティでの犯罪の抑止

業務の生産性・効率性の向上
（実質的、労働時間の削減）

※BCP：Business Continuity Plan

震災直前でも50%弱の企業しかBCPを策定していなかった
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１−５ 最近のテレワーク人口
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（資料）「テレワーク人口実態調査」、平成24年３月、国土交通省

2011年の在宅型テレワーカーは約490万人
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１−６ テレワーク実施企業
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（資料）「通信利用動向調査」、各年度版、総務省
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２．テレワーク導入に必要なこと
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２−１ テレワーク導入までの大まかなプロセス

導入の検討と経営判断
（目的・基本方針）

ワーカーからの要望

プロジェクトチーム設置

試行導入

試行導入の評価
（効果・課題抽出）

本格導入

・ニーズ・課題などの現状把握
・導入範囲・形態など基本戦略
・社内規則のチェックと改訂必要項目
・IT環境の整備・投資
・導入にあたっての教育研修

ボトムアップによる導入推進

トップマネジメントのコミットメントが重要
ミドルマネジメントの理解と協力

・プロジェクトチームのメンバー
推進部門（人事・労務部門など）
関連部門（IT、総務部門など）
導入対象部門、実施者
労働組合など

・試行導入のウォッチ・アンケート調査
実施者はもとより、上司の受け止め
方が重要

・プロジェクトチームで評価
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２−２ 目標を明確化

 生産性向上

 組織改革

 営業効率、顧客満足度向上

 事業継続（BCP）

 人材確保・定着（退職者防止）

 企業イメージ向上

 CSRなど

 育児支援

 介護支援

 ワークライフバランス向上など
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経営的側面

従業員支援的側面

２−３ 試行導入（トライアル）の評価

 目的に合わせて評価項目をあらかじめ定めておくことが重要

定量的評価が可能な項目 指標

顧客対応 顧客対応回数、顧客対応時間、新規契約獲得数など

事務効率 文書・伝票等の処理件数、報告書・企画書等の作成時間・作成件数など

オフィスコスト オフィス面積、オフィス賃借料、紙の使用量、コピー費用など

移動コスト 通勤費用、移動費用、移動時間など

情報通信投資 テレワークに必要なIT投資額など

人材確保 応募者の数や質、退職者数

オフィス改革投資 オフィス改革に必要な投資コストなど

定性的評価が可能な項目 指標

業務プロセス 情報共有度、仕事の質、生産性など

顧客サービス 顧客満足度など

コミュニケーション コミュニケーションの頻度と質

情報通信システム オフィス外からのアクセスについての機能・能力の評価など

情報セキュリティ 情報セキュリティに対する意識、社内ルールの整備状況など

人事評価 人事評価に対するテレワーク実施者の満足度

自律性 業務の自律的な管理に対する評価

働き方の質 仕事に対する満足度、通勤の疲労度など

生活の質 家族とのコミュニケーション、個人生活の満足度など 11



２−４ テレワークと労働時間制度

 どの労働時間制でもテレワークを実施することは可能。

オフィス勤務時と同一の労働時間制のまま実施することも可能。

労働時間管理はいずれの労働時間制度でも必要。

 主要な労働時間制度
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労働時間制度 概要

通常の労働時間制
労働基準法（第32条）で定められている１日８時間、週40時間の法定労働時間の
原則に基づき、就業規則で規定されている労働時間（例：９時から17時まで）。

フレックスタイム制
１ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を週当たりの平均労働時間が40時間と
なるよう定め、確実の始業・終業時刻を選択する制度。

事業場外みなし労
働時間制

従業員が事業場（オフィス）外で労働し、労働時間の算定が困難な場合、その業
務に通常必要とされる時間または労使協定で定めた時間を労働したとみなす制
度。モバイル勤務と在宅勤務に適用できるが、それぞれに条件がある。

裁量労働時間制

みなし労働時間制の一つで、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制
の二種類がある。いずれも、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分
等を管理者が具体的に指示することが困難であり、従業員の裁量にゆだねる必
要がある業務に認められている労働時間制度。それぞれ、対象業務、条件、手
続きがある。

管理監督者
いわゆる管理職の勤務時間。労働基準法第41条に規定されている「労働時間等
に関する規定の適用除外」に基づく。

その他 変形労働時間制。

２−５ テレワークを支援するツール

 オフィス勤務時と同じ環境

VPNは必須、多重の認証システム、HDDの暗号化、OSのアップデート、セキュリティ
ソフトの更新などの自動チェック

 シンクライアントPC

シンクライアント専用PC、既存PCとスマホのシンクライアント化

 画面転送型の疑似シンクライアントシステム

USB・指紋などによる認証

ASPサービスにより低廉なコストで利用可能

 クラウドシステム

これから本格的に普及か

大企業はプライベートクラウド

中小企業にとっては、安価に利用可能

 その他

タブレット・スマートフォンの利用

会話システム・チャットシステム

電話会議、Web会議、TV会議

13

２−６ テレワーク時の情報セキュリティ

 ルール・人・技術のバランスが重要

ルール：テレワークの社内規則にセキュリティ項目を含める

人：テレワーク時のセキュリティに関する社内周知、教育研修など

技術：その企業に最適な（コストとリスクのバランス）セキュリティを確保したテレワークシステム

 認証と暗号化

認証：BIOS、OSログイン、サーバー接続（VPN接続）、暗号化解除、アプリケーションごとの認証など

暗号化：回線、メール添付ファイル、HDD丸ごと暗号化など

 端末管理

会社所有の端末の貸与か、個人所有の端末の利用を認めるか（BYOD）

盗難、置き忘れなどへの対応（特にタブレット、スマートフォン・・・リモートワイプ機能）

今年はMDM（Mobile Device Management）普及の年？

 テレワーク時の紙の資料

紙の資料の持ち帰り・持ち出しを認めている企業は少ない。

自宅や外出先でのプリントを認めている企業は少ない。

 参考：総務省のテレワークセキュリティガイドライン（改訂版作成中、パブコメ募集中3月5日
締め切り）

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208109&Mode=0
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２−７ 導入に際してのよく指摘される問題点など
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 在宅勤務を行うようになると際限なく働いてしまい、過重労働に陥るのではないか？

 在宅勤務時には、時間外労働を認めないルールとしている事例が多くみられる。自宅で仕事をしていると際限なくキーボードに向
かってしまうということもあり得る。

 在宅勤務の制度化を図る際に、過重労働に陥ることがないようなルールとすることや、テレワーカー自身が意識的にメリハリをつけ
て仕事をするように努力することも必要となる。

 過重労働に陥らないためにも、「仕事の棚卸し」を行うことが重要である。

 テレワークを導入すると、オフィス勤務をしている人に負担がかかるのではないか？

 よく問題になるのはオフィスにかかってくる電話への対応で、テレワーカーに仕事用の携帯電話を貸与したり、オフィスの電話を自
動的に自宅や携帯電話に転送するシステムを導入することで解決可能である。

 電話の他に、オフィスではさまざまな雑用が発生するが、これについてはその部門全員で話し合いをして、できるだけ一部の人に負
担がかからないよう配慮する仕組みを考える必要がある。

 テレワークで働いていると、上司から見えないために評価が低くなってしまうのではないか。そのため、テレワー
クには定型的業務しか向かないのではないか？

 テレワーク時は上司から見えない場所で仕事をするため、「時間」ではなく「成果」で評価することが重要である。あらかじめ、テレ
ワーク時に行う仕事の内容、期限などについて、業務確認連絡票のようなものを作成し、実施者と上司の間で合意しておくことも重
要である。

 テレワークで行う業務の内容については、可能な限り定量化した目標値のようなものを設定するよう努める。

 テレワークをしていると、社内の情報から取り残されてしまうのではないかと不安になるが？

 週に一日程度のテレワークでは問題になることは少ないが、テレワーク実施日が多い場合には、情報共有の仕組みを導入する必
要がある。

 社内SNSの仕組み、リアルタイムでチャットができる仕組み、オフィスの様子を常時動画で配信し、必要に応じてテレワーカーが
チェックできる仕組みなどが考えられる。

 これらとは別に、テレワーク時に使用するIT機器に障害が発生した場合や事故が行った場合の連絡体制なども確立しておくことが
必要である。



３．テレワーク規定
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３－１ テレワーク規定を作成するに当たって

 テレワーク規定の範囲

在宅勤務規定

モバイル勤務規定

在宅勤務、モバイル勤務を含むテレワーク規定

 テレワーク規定は就業規則の一部

就業規則の「付則」とするケースが多い

労働組合（労働者代表）の意見聴取、協定が必要な場合は労使協定書の締結

労働基準監督署長への届け出が必要

就業規則（付則を含む）を従業員に周知

（必要に応じて）対象者に辞令の交付
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３－２ 必要な社内制度の改訂・策定

 テレワーク勤務に必要な社内制度作りのためのチェック項目

対象範囲、業務内容

対象者の選定基準

勤務場所等の労働条件の明示

服務規律

業務連絡・報告の方法

労働時間制（36協定との関係、移動時間の算定等も含む）

人事評価制度

通勤手当、在宅勤務手当

安全・衛生・健康管理（労働災害）

情報セキュリティの確保

通信費等の費用負担

テレワークによる勤務の停止

教育・研修

緊急時の対応

家族との関係（在宅勤務）

テレワーク実施申請書等の様式など
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３－３ テレワーク勤務規定のサンプル

 別資料参照
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４．導入事例
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４－１－１ 日本IBM

 日本IBMのテレワークは３種類

eWork：週３日までの在宅勤務（1999年にスタート）

ホームオフィス：週４〜５日以上の在宅勤務

オンデマンド・ワークスタイル：いつでも、どこでも仕事をする

 情報セキュリティの確保

個人所有のPCを利用する場合には、システム側からチェックが入る。

多重の認証（BIOS、Windowsのログオン、VPN、サーバーのログオン）、クライア
ント端末のHDD暗号化、パスワードの定期的変更、OS等のパッチ等。これらを
遵守しない場合には、本人及びその上司に警告が。

誓約書へのサイン

 コミュニケーションツール

Sameｔimeによる在籍確認。

電話会議を多用。海外拠点との電話会議も多い。ドキュメンツは共有システム
で。

電話会議などでのルールのガイドブック化（「あれ」、「それ」・・・・）。
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４－１－２ 日本IBM

オンデマンド・ワーク
スタイル

在宅勤務

ホームオフィス eWork

対象者

顧客サービス系部門
に属する営業職、コン
サルタント職、SE職

管理部門の社員
主任クラス以上

過去２年間の評価
が一定以上

管理部門の社員
副主任クラス以上
勤務１年以上

在宅勤務の頻度 定めなし 週４日もしくは５日 週3日まで

主たる勤務場所

自社オフィス（フリーア
ドレス）、サテライトオ
フィス、顧客先オフィ
スなど状況に応じて選
択

自宅またはオフィス
（オフィスに自席な
し）

自宅またはオフィス
（オフィスに自席あ
り）

備品、経費等
PC、携帯電話は会社から貸与
自宅の通信回線は社員が用意
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４－１－３ 日本IBM

 サテライトオフィス

同社の箱崎オフィスはフリーアドレスでオフィス面積を節減。

顧客企業の多い山手線主要駅近くにサテライトオフィスを設置（池袋、新宿、渋谷、
品川、新橋、東京等）。

サテライトオフィスには、フリーアドレスの執務デスクと会議室。基本的に管理者はお
かず、社員証のICカードで入室管理。

 効果

オフィススペースの削減：六本木の本社ビル売却に当たってもオフィスの増床はなし。

生産性向上、顧客サービスの向上、ミーティングの効率化、災害発生時への対応

ペーパーレス：ファイルメーターは0.13m

WLBの向上

リテンション

3.11東日本大震災時も業務継続が可能であった

 課題

自宅の執務環境、家族との関係、社外とのコミュニケーションなど
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４ー２－１ リコージャパン

 ビジョン

働く場所を選ばず、「お客様」「営業チーム」とコミュニケーションやコラボレーションが
できる営業ワークスタイル（モバイルワーク）の実現。

 目的

顧客接点時間を増加させ、同時にオフィスフロア削減による経費節減を達成する。

 具体的な運用・取り組み

営業プロセス

 直行直帰による新ワークスタイル

勤怠管理

 残業ゼロ化を目指す

ITインフラの整備

 セキュリティ規定の見直し
 シンクライアントPCの導入
 携帯電話、通信カードの貸与

ファシリティ

 フリーアドレスの導入、固定席の削減
 レンタルオフィス、サテライトオフィスの活用（大宮、新宿、渋谷、横浜、東京、渋谷）

 2011年７月よりMA（メジャーアカウント）事業本部の約700名を対象に実施
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４－２－２ リコージャパン
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 モバイルワーク導入の効果

顧客対応

 顧客訪問件数：53%増加

 顧客訪問時間数：71%増加

 目標値はいずれも50%の増加

コスト削減

 オフィス賃料・残業代等：34.6%削減（約700名に対し座席数を400席に）

 ペーパーレスの実施：個人キャビネットを半減し、0.5ファイルメーターに

残業時間

 対前年比約６割減少

営業プロセス改革

 バケツリレーから共同作業に。

 情報ソースを関連部門で共有

 顧客ニーズへの迅速で的確な対応

プロジェクトマネジメント改革

 国内開発からグローバル開発へのシフト

４－３－１ ソフトバンクモバイル

 目的

生産性の向上、コスト削減、製品化のための品質向上

 具体的な運用・取り組み

対象者

 営業職を中心とした「ホワイトワークスタイル」で、ロケーションに依存しない業務形態

労働時間制度

 勤務時間は通常のオフィス勤務者と同じ

 始業・終業はメールあるいは電話で上長に報告

管理方法

 上長はスケジュール管理システムで部下のスケジュールを把握

 勤怠管理システム、営業支援システム等については全てモバイル環境から利用可能

トライアルから本格導入へ

 2010年３月：営業職50人でトライアル実施

 2010年７月：営業職1,550人

 2010年12月：スタッフ職、業務委託社員、派遣社員（5,550人）を対象にシンクライアント
化が完了
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４－３－２ ソフトバンクモバイル

 テレワーク実施環境

シンクライアントPC、iPad、iPhoneを支給。

自社、グループ企業の通信ネットワークを活用。

情報セキュリティは、MDM（モバイル機器管理システム）、PKI認証、VPN、パスコード
ロック（数回のパスワード入力ミスでデバイスの初期化）、ID/パスワードなどで確保。

 テレワーク導入による効果

シンクライアント化による効果

 PC故障率：20%→1%以下

 セキュリティパッチ→即時

 運用管理者への問い合わせ件数：250件以上/月→50件以下

コスト削減

 ペーパーレス：70%以上の削減

 運用管理者の負担軽減：90%軽減

営業職の生産性の向上

 ロケーションフリーによる時間の創出：約10%増加

事業継続（BCP）

 3.11後、及び夏期節電対策にスムーズな業務遂行と節電の実現
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４－４ テレワーク導入の失敗事例

 トライアルから本格導入に至れなかった事例

 本格導入したものの、実施者がごく一部にとどまってしまっている事例

 社内制度はできているが、実施者がいない事例
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５．成功のポイント
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５−１ テレワーク導入に失敗しないために

 目的を明確に最も重要と思われる目的

 トップマネジメントのコミットメントことあるごとに重要性を社内に

 ミドルマネジメントの積極的な参画と協力ミドル自身が実施

 組織改革・業務プロセスの見直しと併せて実施テレワークを効果あらしめ
るために

 オフィス改革と併せて実施コスト効果が見えやすい

 定期的なデータの把握効果の検証とトップに対する説明

 オフィス勤務者に過度の負担がかからないような工夫社内周知と研修

 社内に対する周知・教育研修実施者だけではなく、同僚・上司にも

 常に問題点・課題の発掘につとめ、随時修正・改善をPDCAをまわす

 具体的に導入を進めるにあたって

テレワーク相談センター

http://www.tw-sodan.jp/index.html

TEL: 0120-91-6479
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６．(参考)多様化するワークプレイス
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６－１ 多様化するワークプレイス（仕事の場所）

 従業員の自宅

 テレワークセンター（共同利用型のテレワークセンターのイメージ）

 サテライトオフィス（一般的には企業が独自に設置するものをイメージ）

 レンタルデスク・レンタルオフィス

 コ・ワーキングスペース

 創業者支援施設（インキュベーション施設）

 有料自習室・学習室

 ホテルのビジネスセンター

 空港のビジネスセンター

 公共図書館

 その他の公共施設（生涯学習施設、地区センターなどのコミュニティ施設）

 ファミリーレストラン

 カフェ・喫茶店

 その他

駅のタッチダウンスペース（新幹線品川駅）

カラオケルーム

交通機関の車内・機内（新幹線N700系には座席に電源、公衆無線LAN）
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６－２ テレワークセンター実証実験（国土交通省）

 平成23年度国土交通省事業で、首都圏６ヵ所（郊外型３ヵ所、都心型３ヵ所）にテレワークセンターを設置
し、４ヵ月間実証実験を行った。

 延べ900人弱が利用し、郊外型と都心型の利用形態の違いなどが明らかとなった。

 テレワークセンターの面的な展開を図る必要性が指摘された。
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東京 

品川 

新宿 調布 

永山 

横浜 

関内 

海浜
幕張 

京葉線 

山手線 

京王線 

小田急線 

東海道線 

根岸線 

テレワークセンター多摩 

幕張MBP 

霞が関ナレッジ 
スクエア 

関内フューチャーセンター 

DESK@品川港南口店 

DESK@東京日本ビル店 

テレワークセンター多摩 

DESK@ 

霞が関ナレッジスクエア 

６－３ テレワークセンター
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 京葉線稲毛海岸駅近くにオープンしたテレワークセンター

 運営主体：千葉スマートワーク推進協議会

 国土交通省、（社）日本テレワーク協会、千葉市、（財）千葉市産業振興財団、綜合警備保障（株）、
大日本印刷（株）、日本アイ・ビー・エム（株）、（株）リコー、千葉市社会福祉協議会高洲・高浜地
区部会、UR都市再生機構千葉地域支社

 設置期間：2012年２月〜12月（予定）

 施設：セミクローズ席、オープン席、会議室、コピーサービスなど

 目的：価格受容性、集客力、差別化要素などの検証

 想定利用イメージ：スマートワーク（起業、SNS活用、テレビ会議活用など）、子育て両親、高齢者
の活用など

６－４ サテライトオフィス
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三三株式会社は、クラウド型の名刺管理サー
ビスを主たる業務としている従業員50人の中
小企業。

 2010年に徳島県神山町に古民家を利用したサ
テライトオフィスを設置。

職住近接、田舎の開放感・癒やし効果、集中し
て想像力の発揮、心身の健康増進を目的。

地域企業との協業、地域活動への参加、待ち
の情報発信。

（画像資料）三三株式会社ホームページ



６－５－１ レンタルデスク・レンタルオフィス
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 DESK@は、首都圏で最も古くからワークスペースを時間単
位でレンタルするサービスを商業ベースで展開してきた施
設。品川駅と東京駅に近接した場所に展開。

法人会員が多く、主に雇用型テレワーカーの利用する拠
点となっているが、近年フリーランス等自営型テレワー
カーの利用促進にも注力している。

会議室、コピー・プリント・スキャニング、メールボックス
サービス、貸しロッカーのサービスなども提供している。

（画像資料）DESK@ホームページ

６－５－２ レンタルデスク・レンタルオフィス
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 Regusは、100ヵ国、600都市、1,500拠点にビジネ
スセンターを展開。

 国内では41拠点。

 廉価で利用できるBusinessworld Gold会員は月
額4,800円で、世界中のビジネスセンターの利用
が可能。

 そのほかに、レンタルオフィス、バーチャルオフィ
ス、貸し会議室などのサービス。

日本リージャス青山プラースカナダセンターのビジネスセンター

６－６ コ・ワーキングスペース
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（画像資料）MOVホームページ

 ここ１〜２年の間に急増しているコ・ワーキング（Co-Working）スペースとは、多様な業種・
業態、年齢の人々が集まり、仕事をしたり、ノウハウやアイデアを共有し、協働する場所で
ある。レンタルオフィスなどとは異なり、ワークスペースに仕切りがなく、イベントを開催し
たり、参加者同士の交流など「コミュニケーション」に重点を置いている。

 コ・ワーキングに集まる人達は、それぞれがプロフェッショナルなスキルなどを持ち、お互
いに補完し合いながら協働していくことが特徴であるため、ワークスペースはオープンで、
コミュニケーションがスムーズに行くような工夫をしている。

６－７ 創業者支援施設（インキュベーション施設）
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個人事業主、SOHOなどで、設立直後、あるいは設立
予定の事業者を支援・育成するための施設。

地方自治体が中心となって設置、運営を民間に委託
するケースが多い。

東京、千葉、埼玉、神奈川の４都県で126施設（2011
年度、日本テレワーク協会調べ）。

期間限定（２〜３年間限定）で、低廉なコストでワーク
スペースを提供。経営コンサル、イベントなどのサー
ビスも。

 レイアウトと写真は「BS多摩」の例。

（画像資料）BS多摩ホームページ



６－８ 有料学習室・自習室
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有料自習室・学習室も近年急増している施設である。

駅に近接したビルにパーティションで仕切ったワークスペース（学習スペース）を設置。

主な利用者は、受験生や資格試験のための学習をするサラリーマン。

座席を固定的に提供する施設と自由席で空いている席を使う施設がある。

個室を備えている施設はごく一部。

パソコン・電卓の利用を制限している施設や、パソコン・電卓の利用者向け専用スペースを
設置している施設があり、「静粛さ」が売りとなっている。

（画像資料）アカデミーラウンジ・池袋ホームページ

６－９ ホテルや駅・空港のビジネスセンター
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 ホテルのビジネスセンターは、宿泊客向けのサービスとして主に大都市のシティホテルに設
置されている。

 主な利用者は海外からの旅行客。

 利用料金はやや高め。

 実際のサービスは専門の外部業者が行っている。

空港のビジネスセンターは、海外（欧米）の空港では当たり前のように設置されているが、
日本では羽田など一部の空港に設置されている。キャリアが運営するビジネスラウンジに
はワークスペース的な施設が設置されているケースが多い。

鉄道駅では、品川駅新幹線待合室のモバイルコーナー。電源、無線LANのサービスあり。

（画像資料）ANA Intercontinental Tokyo、Haneda Airportホームページ

６－10 公共図書館
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公共図書館でもビジネスマン向けのコーナーを設置する動きが盛ん。

千代田区、豊島区、荒川区、江戸川区などの図書館などが先駆的にビジネスマン向けコー
ナーを設置。

電源、無線LAN、有線LANのサービス。

千代田区中央図書館では、ビジネスマン向けの「キャレル席」（利用は２時間まで、カウン
ターで予約）を設けている。

（画像資料）千代田区中央図書館ホームページ

６－11 コミュニティ施設
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 コミュニティ施設でも、NPO活動の支援、生涯学習支援などを目的として、ワークプレイス
「的」な施設を設置する動きもみられる。

武蔵野プレイス（中央線武蔵境駅前）

 図書館、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の機能を併せもった複合施設。

 「ワークラウンジ」や「ワーキングデスク」と名付けられたスペースが設けられている。

 ワークラウンジは、NPO等の市民活動団体の利用を想定したもの。

 ワーキングデスクは40席（PC持ち込み可能が32席、持ち込み不可席が８席）設けられており、個人
で読書、調べ物、軽作業をするための学習スペースと位置づけられている。

 各席には電源が設置されており、無線LANのサービスも提供されている。

 利用は有料、予約も可能。

（画像資料）武蔵野プレイスホームページ



６－12 カフェ・喫茶・ファミレス
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 スタバ、ドトール、エクセルシオール、タリーズ、マクドナルド・・・・。

 電源コンセント、無線LANが常識化しつつある。

 ファミレスは、座席に電源を設置することには消極的（仕事をする場所ではないとの認識）。

銀座ルノアールはビジネス志向強い。

 無線LANは全店舗設置。長時間ステイも問題ない。ワークブース、会議室を備えた店舗も。

 かつて、ルノアールと似た喫茶店として談話室滝沢があったが、2005年に閉店。

カラオケルーム？？

（画像資料）銀座ルノアールホームページ

６－13 列車内
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他都市（福岡、海外）では当たり前の地下鉄トンネル内のワイヤレス通信設備。

 東京メトロ、都営地下鉄は2012年度内に全線で利用可能に。

 2012年11月現在、銀座線、丸ノ内線、東西線（地上部）、千代田線、南北線の一部区間で供用開始。

新幹線

 N700系、各座席に電源コンセント設置。

 車内では無線LANサービス。

成田エキスプレス

（画像資料）東京メトロホームページ

ありがとうございました
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