
テレワーク導入への期待と不安

働き方改革を妨げる原因とは？

shaping
tomorrow
with you

働き方改革、
テレワーク導入を
成功に導くための
ポイントは？



多様な働き方の実現

長時間労働の是 正

働き方改革関連法が施行され、企業にとってその取り組みが

いよいよ重大な命題になってきました。2020 年 4 月には、

大企業ばかりでなく中小企業にも適用されるようになり、

働き方改革への本気度が企業の価値を評価する大きなファク

ターになります。違反した企業には罰則が科せられるばかり

か、場合によっては企業名まで公表されるなど社会的な

イメージダウンは避けられません。

この働き方改革には大きく 2 つのキーワードがあります。  

それは「長時間労働の是正」と「多様な働き方の実現」です。

そして、働き方改革に取り組んでいくために、ますます注目

を集める仕組みが ICT を活用したテレワークです。しかし、

このテレワークにも懸念される要素があり、導入をためらって

いる企業が多いのも事実でしょう。

「テレワークの必要性は理解しているが、果たしてウチの

会社にとってほんとうにメリットがあるのだろうか……」

そんなテレワークをめぐる期待と不安への答えを、わかり

やすくまとめました。
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テレワークを導入している 導入していないが、今後導入予定がある

テレワークの
介護離職に対する効果

[グラフ 3] 

テレワークの
育児休職期間からの
早期復帰に対する効果
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はじめにわが国におけるテレワークの現状を把握しておきましょう。テレワークを導入する
企業は増加の傾向にあり、2018年の調査によると 19.1％ [グラフ 1]となっています。また、
「導入の予定がある」という企業と合わせると 26.3％となり、およそ 4社に 1社が導入もしく
は検討中という高い割合になっています。毎年夏に実施される「テレワーク・デイズ」の活動
も年々拡大しており、2018年には 1,682団体、延べ 30万人以上が参加しました。
企業ばかりでなく、利用する社員においてもテレワークへの関心は高く、「積極的に利用したい」
と「利用してみたい」を合わせた前向きの回答が 20代では 51.7％に達しています。[グラフ 2]

この調査では若い世代ほど利用への意欲が高く、これも大きなポイントといえるでしょう。

テレワークの導入において多くの企業があげる目的の上位 [注 1]は勤務者の移動時間の短縮
（54.1％）や、労働生産性の向上（50.1％）など、「生産性の向上」に関わるもの。このことは
次ページで掘り下げるとして、ぜひ注目したいのは「人材の確保・育成」を目的にあげる企業
が増えていることです。
いうまでもなく、人手不足はわが国のどの企業にとっても深刻な問題。働き盛りの社員の離職
が増加する一方で、若手の採用もままなりません。その解決策のひとつとしてテレワークが
期待されているのです。
近年、子育てや介護を理由にした働き盛りの社員の離職がクローズアップされていますが、
これらを回避する制度としてテレワークが高く評価されています。[グラフ 3] 

また、先にあげたように若い世代ほどテレワークの利用意欲が高く、求人票に「在宅勤務可」
と記したところ、応募者数が急増した企業の例もあります。

テレワークを導入する企業が増えているのはなぜ？

およそ 4社に 1社が「導入」もしくは「検討中」。
その主な狙いは「生産性の向上」と「人材の確保・育成」です。

若い世代ほどテレワークへの利用意欲が高い

多くの企業が「人材の確保・育成」を目的にあげる

[注 1 ]参考データ　平成 30年版　情報通信白書　テレワークの導入目的

[グラフ 2] 

テレワークの利用動向（日本、年代別）

[グラフ 1] 

 企業のテレワーク導入率

※テレワークという言葉を聞いたことがある人を対象に利用動向を尋ねた。

※無回答をのぞいた集計

出典：総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）より作成

出典：総務省「平成 30年通信利用動向調査」より作成
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出典：総務省「平成 27 年度テレワークモデル実証事業」より作成



すでにテレワークを導入している企業へのアンケート（平成 29年版 通信利用
動向調査報告書）によると、約 8割の企業が「非常に効果があった（23.9％）」
あるいは「ある程度効果があった（55.8％）」と回答しています。テレワーク
を導入している企業が具体的なメリットしてあげているのが左記の [項目 1]

です。前ページでも紹介したとおり、「人材の確保・育成」に並んで企業が
大きく期待しているのが「生産性の向上」です。

実際、生産性の向上を目的としてテレワークを導入した企業のうち、82.1％
が「効果があった」と回答しており、テレワークの効果の高さが認められて
います。[グラフ 4] 

テレワークの効果の高さが認められている一方で、テレワーク導入にあたっての留意点として
あげられるのが［表 1］です。

勤怠や在席、業務管理など人事・労務管理については、テレワークのなかでも「働き方」が
見えないだけに人事担当者や上司にとっては頭を悩ます問題です。それは社員にとっても不安
の要素であり、生真面目な人などはついつい長時間労働につながってしまう場合もあります。
これでは働き方改革としては逆効果です。これらの不安を解消するためには、管理をサポート
する仕組みづくりが欠かせません。テレワークでは ICTの活用が前提となるために、パソコン
の使用時間を管理するといったシステムの導入が重要になります。厚生労働省によるテレワーク
のガイドラインでもその必要性があげられています。働き方を「見える化」することが、テレワーク
を導入して生産性を高めるためのポイントなのです。

企業にとっての期待と不安

テレワークを導入して生産性を高めたい。
しかし、社員の働く姿が見えないのは不安です……。

8割以上の企業が
「生産性向上に効果があった」と回答

「働き方」が見えないため、人事や労務の管理が大変

出典： 厚生労働省「テレワークではじめる働き方改革　テレワークの導入・
運用ガイドブック」より作成

業務プロセスの革新業務プロセスの革新

非常時の事業継続性（BCP）の確保非常時の事業継続性（BCP）の確保

事業運営コストの削減事業運営コストの削減

人材の確保・育成人材の確保・育成

人材の離職抑制・就労継続支援人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上企業ブランド・企業イメージの向上

企業内外の連携強化による事業競争力の向上企業内外の連携強化による事業競争力の向上

[項目 1] 

企業にとってのテレワークのメリット 

[表 1]  

テレワークを導入する上での留意点

非常に効果が
あった
28.5％

非常に効果が
あった
28.5％

ある程度効果が
あった
53.6％

ある程度効果が
あった
53.6％

あまり効果が
なかった

1.7％

あまり効果が
なかった

1.7％

効果はよく
わからない

13.4％

効果はよく
わからない

13.4％

無回答
2.8％
無回答
2.8％

[グラフ 4]  

労働生産性向上目的でテレワークを
導入した企業による効果の認識

出典：総務省「平成 29年通信利用動向調査」（2018）より作成

セキュリティ

セキュリティに関する漠然とした不安

情報漏えいリスクの軽減

第三者からののぞき見、端末の紛失、盗難の防止

人事・労務管理 個々のテレワーク実施者の労務管理の難しさ

コミュニケーション テレワーク実施者と通常勤務者の間の円滑な
コミュニケーション

作業効率 通常オフィス勤務時と変わらない作業効率の確保

電子化の遅れ 資料の電子化、管理ツール導入の遅れ

予算制約 ICT投資予算の制約

企業にとっての

期待

企業にとっての

不安
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自律・自己管理的な働き方自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワーク・ライフ・バランスの向上ワーク・ライフ・バランスの向上

生産性の向上生産性の向上

テレワーク導入にあたって社員が感じる課題 [グラフ 6] からも企業側と同様に
システムやルールの重要性が浮かび上がってきます。

また、もうひとつ注目したいのが上司や同僚とのコミュニケーションです。テレ
ワークでは自律的な働き方ができる一方で、「会社が自分の仕事をちゃんと認識
してくれているのか？」や「適正に評価されるのか？」といった不安がつきまと
います。日頃のコミュニケーションや情報共有も不安の要素でしょう。 
[グラフ 6] の調査では、約 15％の社員が「孤立感を感じる」と回答しています。
これらの不安を解消するためには、働き方の「見える化」に加えてコミュニケー
ションツールの導入が必要となります。また、テレワーク時の残業時間など、社員
の労働時間を上司が管理できるツールも重要です。

社員にとっての期待と不安

ワークライフバランスが向上し、仕事と生活にメリハリが。
でも、働きぶりが適正に評価されるかどうかが心配です……。

上司や同僚とのコミュニケーションが足りない

[グラフ 6]  

テレワーク実施の課題（複数回答、テレワーク実施希望者）

出典：総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」（2018）より作成
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社員にとってのメリットとしては［項目2］があげられます。なかでも「ワー
クライフバランスの向上」は、社員の心と体の健康を維持して満足度を高
めるなど大きなメリットとなります。

また、テレワークの利用によって家族と一緒に過ごす時間が増えたという
データ [グラフ 5] もあります。テレワークによって通勤などの負担を軽減
することは生産性の向上にも結びつき、プライベートの時間も増えて
仕事と生活のメリハリがつきます。

テレワークを利用することで
家族と過ごす時間が増える

［項目 2］ 

社員にとってのテレワークのメリット

家族と共に過ごす時間（n＝97）家族と共に過ごす時間（n＝97）

家事の時間（n＝103）家事の時間（n＝103）

育児の時間（n＝69）育児の時間（n＝69）

52.6％52.6％ 25.8％25.8％ 21.6％21.6％

35.9％35.9％

49.3％49.3％

41.7％41.7％

27.5％27.5％

21.4％21.4％

23.2％23.2％

1.0％1.0％

1時間以上増加した1時間以上増加した 30分程度増加した30分程度増加した 変わらない変わらない 30分程度減少した30分程度減少した

増加計 78.4％増加計 78.4％

増加計 76.8％増加計 76.8％

増加計 77.6％増加計 77.6％

出典：厚生労働省「平成 26年度テレワークモデル実証事業」（従業員アンケート）より作成

[グラフ 5]  

テレワーク利用によって増減した時間
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テレワークを、働き方改革を
成功に導くためのポイントは？
テレワークは、企業にとっても社員にとっても大きなメリットがある一方で、

陥りやすいデメリットもあり、場合によっては働き方改革に逆行してしまうおそれ

もあります。ルールづくりやシステムの導入など仕組みをしっかり整えてスタート

することがテレワークを、そして働き方改革を成功に導く鍵なのです。
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P C ロ グの 取 得 に より「 労 働 時 間 を 適 正 に 管 理

で きる か」「 業 務 内 容 を 把 握 で き な い の で は 」

と い った テ レ ワ ー ク 導 入 の 悩 み を 解 決。 テ レ

ワーカー の 働きすぎ 防止や業 務 の 効率化を支 援

します。

働く時間の意識向上で、
生産性の高い働き方へ

FUJITSU Software TIME CREATOR

60日間 無償トライアル実施中！
詳しくは下記 URLか QRコードからWebサイトにアクセス

〒 141-0033　東京都品川区西品川 1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー 

お問い合わせ：0120-860-242　https://www.fujitsu.com/jp/fsas/

※本資料の無断転載、複写、複製は禁じさせていただきます。
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
※本資料記載の仕様は、その後の改良により変更することがあります。

Copyright 2019 FUJITSU FSAS INC.

※本資料の内容は、2019年 7月時点のものです。
※当社は、ISO9001(1995年 5月）と ISO14001(2000年 3月）の認証を取得しております。

www.fsas.fujitsu.com/service/time-creator/ 

［タイムクリエイター］

勤務時間外の PC 利用を申請・承認
制にすることで、管理職と従業員と
のコミュニケーションが活性化し、
業務内容を把握できます。

残業申請・承認 勤務時間外のPC利用抑止 業務の見える化
勤務時間外の PC 利用をポップアップ
表示で警告。また強制的にシャット
ダウンする事もでき、時間意識の向
上や自律的な働き方につながります。

PC の操作ログを取得し、業務内容
を見える化。テレワーク時の従業員
の勤務実態の把握を支援します。
※オプションです。

業務の
見える化が
簡単に

！

富士通エフサス
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※トライアルはクラウド版

http://www.fsas.fujitsu.com/service/time-creator/?utm_source=(direct)&utm_medium=pdf&utm_campaign=time-creator_whitepaper-telework

