
第4回JTAトップフォーラム

講演＆パネルディスカッション 開催レポート

　国や企業にとって「働き方改革」は喫緊の課題のひと
つと位置付けられており、ICTの活用で場所や時間にと
らわれない柔軟な働き方を実現するテレワークは、改革
を実現する最も有効な手段と目されています。当初は外
資系やICT系企業などで先進的に進められていました
が、いまや製造業や金融業、サービス業など幅広い展開
をみせています。
　テレワークは、企業の生産性を高め、柔軟な働き方を
従業員に提供する手段でありますが、社内制度や情報シ
ステムといった仕組みだけでなく、企業風土や意識改革
との関連などの面からも幅広く捉える必要があります。
　日頃から、導入はどこまで進んでいるのか、何を手本
にすればいいのかというお問い合わせをよく受けます。
そこで今回のフォーラムではテレワークにいち早く取り
組み、試行錯誤を重ねながら実績を挙げている企業の
方々に登壇いただくなど、興味深いプログラムを用意し
ました。皆さまのお役に少しでも立てば嬉しい限りです。

一般社団法人日本テレワーク協会は2017年1月27日、第4回JTAトップフォーラム「テレワークでワークスタイル変革」を開
催しました。「働き方改革」が社会課題として注目を浴びる中、会場は400人を超える来場者で埋まりました。総務副大臣の
あかま二郎氏にも来賓としてご参加いただき、基調講演、特別講演に続くパネルディスカッションでは、テレワークを巡る
最新の動向などが披露されました。

　時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現するテ
レワークは、まさに働き方改革のど真ん中であり、2016年
11月からのテレワーク月間では総務省、国土交通省、経
済産業省、厚生労働省が一体となって取り組んでいます。
　テレワークの企業導入率は増加傾向にあるものの本格
導入には至らないことから、総務省は国の旗振り役とし
て、導入を検討している企業・団体にICT有識者を派遣
する「テレワークマネージャー派遣事業」 をはじめ、
2016年11月にはテレワーク推進企業のネットワークを立
ち上げ、先進企業の紹介や産業界との連携強化を通じ
たテレワーク普及を目指しています。都市部から地方へ
の流れをさらに加速する「ふるさとテレワーク」も推進し
ており、自治体に対するサテライト導入経費も補助事業
とする予定です。
　他の省庁や産業界のためにも成果を広く知らせること
が大事であり、本フォーラムを機に多くの企業や団体が
テレワークへの意識を高める契機となってほしいと思い
ます。テレワークで働き方が変わることは、現政権の願
いでもあります。

一般社団法人 日本テレワーク協会
会　長 宇治 則孝
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東京コンファレンスセンター・品川

主催者挨拶 来賓挨拶

テレワークでワークスタイル変革
会場に隣接する広間では、本フォーラム協賛企業各社による展示も行われました。

テレワークを支援する最新のサービスやソリューションに対し来場者も熱心に質問するなど、展示会場も熱気に包まれました。

協賛企業各社が展示で紹介

ワークスタイル変革へ！ サービス、  ソリューションの最新事情

日本マイクロソフト株式会社

セキュリティやコンプライアンスに対応しながら使いやすさも併
せ持つ同社のコミュニケーションプラットフォーム「Skype for 
Business」と、NECネッツエスアイの「テレワークウォッチ」を紹
介。「テレワークウォッチ」が「Skype for Business」のプレゼン
ス機能と連動して在籍情報を取得し、勤怠ログが自動的に収集
できることなどを説明しました。

Skype for Businessを活用した
ワークスタイル変革

NTTコミュニケーションズ株式会社

在宅勤務やリモートワーク時に、携帯電話端末で専用アプリを
経由するかプレフィックス番号を付けて発信するだけで業務用
の通話料を分計できるサービス「ビジネスモバイル」を紹介。携
帯端末・通信キャリアを問わず、電話番号も通話品質もそのまま
で運用でき、BYODに最適であることをアピールしました。

法人向け
携帯電話かけ放題サービスの紹介

株式会社NTTデータ

パソコンやタブレットなどの情報端末にデータを残すことなく、
「いつでも」「どこからでも」安全なオフィス環境が利用できる
VDI（Virtual Desktop Infrastructure = 仮想デスクトップインフ
ラ）サービス「BizXaaS Office」を紹介しました。

VDI（仮装デスクトップインフラ）
ソリューションの紹介

株式会社NTTドコモ

Microsoft社の「Office365」やGoogle社の「G Suite」といった
クラウドサービスとモバイルを活用して在宅勤務や空き時間を
有効に活用する新しいワークスタイルを紹介しました。生産性を
高める働き方の変革をドコモの快適なネットワークが支えます。

クラウドとモバイルによる
働き方の変革

東日本電信電話株式会社

クラウド化やマルチデバイス化が進み、モバイル環境の活用が
拡大するビジネス市場。業務改善や生産性向上に向けて、働き
方改革を支える最適なソリューション「αUC（遠隔コミュニケー
ションツール）」「MS Office Online on あずけ～る（クラウド型
ファイル共有サービス）」「ギガらくWi-Fi（サポート付き簡単オ
フィスWi-Fiサービス）」を提案しました。

働き方改革ソリューションの
紹介

コニカミノルタジャパン株式会社

独自開発したタスクオートメーションソフト「Dispatche r 
Phoenix」を紹介しました。各種の書類や電子ファイルを効果
的・効率的にデジタル化し、どこからでも適切に検索・閲覧がで
きるようにするなど、利活用の幅を広げて「紙」や「場所」に縛ら
れない働き方の実現を提案しました。

ペーパーレス化ツール・
電子文書化

シスコシステムズ合同会社

毎日の仕事で活用の機会が増えているビジネス メッセージ、ビ
デオ会議などのコラボレーション機能に加えて、ビデオ会議端
末の相互接続を実現するゲートウェイ機能も利用できるクラウ
ドサービス「Cisco Spark」を紹介しました。

クラウドコラボレーションの
紹介

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社

昨今、テレワークでもその活用が注目を浴びているデスクトップ
やアプリケーションの仮想化技術。テレワークで課題となる情
報セキュリティと端末を含めた業務環境の提供を高い次元で両
立する「Citrix XenDestktop」を安全なファイル共有などの関連
ソリューションを交えて紹介しました。

デスクトップ仮想化技術で
テレワークの改題解決

富士ゼロックス株式会社

セキュリティを担保しながら生産性向上と従業員のワークライ
フバランスを同時に実現するために「営業の働き方変革」を推進
している自社の例を紹介し、テレワーク・在宅勤務を実現するた
めのソリューションを提案しました。

富士ゼロックスの
「営業の働き方変革」を紹介

富士通株式会社

長時間労働削減や働き方改革のための「長時間残業抑止ソ
リューションⓇ（IDリンク・マネージャーⅡ）」を紹介しました。長
時間労働対策として、利用者ごとにPC利用時間を管理すること
により残業時間における申請なしのPC利用を制限する仕組み
を説明。テレワークにも対応することをアピールしました。

長時間残業抑止ソリューションで
働き方改革

日本電気株式会社

スマートフォンを活用して場所と時間に拘束されず、いつでもど
こでも業務ができる環境「SMART WORKER（参考出展）」「ど
こでも内線」を提案しました。音声通信／ビデオ通信でリアルタ
イムのコミュニケーションを実現し、自らの意思とタイミングで
合理的に働くワークスタイルなどを紹介しました。

ワークスタイル
変革ソリューション

株式会社ブイキューブ

リモコンで操作可能な会議室設置型テレビ会議システム
「V-CUBE Box」を紹介しました。一般的なテレビ会議システム
に比べ安価に高画質、高音質を実現したほか、PCやスマートフォ
ン、タブレットとも接続可能で、国際間でも安定した接続ができ
ることをアピールしました。

低コストで導入可能な
テレビ会議システム

www.japan-telework.or.jp

用しやすい環境整備でテレ
ワーク普及を図っています。
当社のダイバーシティ推進

はイノベーション、
価値を生み出すことが目的
で経営戦略としてやってい
ます。大きな柱は第一に女
性の活躍、第二に外国籍の
方や提携先の企業文化の違
いの理解も含めた異文化理
解、第三に社員一人ひとりが「こういう働き方がしたい」
という意識を持つ風土醸成と自分自身をマネジメントしな
がら仕事もライフも充実させていくことです。在宅制度は
2006年に開始し、2010年以降は「誰でも在宅」として制度
を拡充しました。月40時間を目処に自由に在宅で仕事が
できるなど、自分で8時間を選んで働ける環境を整えてい
ます。2015年には4,000人が活用しました。

ITを活用した働き方改革の目的は「イノベーショ
ン」、これに尽きます。具体的には、会社経営の源は個人
という観点から、業務改革やテレワークを通じて無駄な時
間を減らし、得られた時間で学習や趣味や育児介護、副
業、起業、地域活動に役立ててもらうことで、従業員一人
ひとりの価値を高め、成長できるようにする。そして、社
内外とのコラボレーションによるオープンイノベーション
を生み出す。実現に向けたIT利用に関しては、あらゆる
情報をクラウドに保管して誰でも検索できる状態にするこ
とや、一人でも複数でも必要なときに必要な人と必要な対

話を行う。この2つの実現に向けて、クラウド、チャット、
テレビ会議の3つを装備しています。

■ テレワーク導入の成果とは

テレワークを導入して本当に生産性は上がるの
か、働き方改革につながるのか、こうした問いかけに対
する回答として、具体的な導入成果についてはどう捉え
ていますか。 

近年、女性の復職率が高まっており、テレワーク
を積極的に活用して仕事と育児の両立を果たしていま
す。優秀な女性が復職することは会社にとっても大きな
利益と認識しています。また、システム開発が佳境にな
ると不規則な勤務になりがちですが、テレワークをうま
く活用することでテレワー
クで実施可能な業務は自宅
で極力済ませるなど、社員
の負担を減らしつつ、総労
働時間が減少するなどの成
果が得られています。

毎年実施している社
員の意識調査では、柔軟な
働き方に対する評価は年々
上がっており、業績も比例して伸びていることから一定
の成果は得ているとみています。テレワークの登録者数
は全社員の７割程度で、自宅で一定の仕事を済ませてか
ら通勤ラッシュを避けて出社したり、終日テレワークの
日は、昼休みを長くとって平日の用事を済ませることも
できるなど、働き方の選択肢があることは社員から高評
価を受けています。

テレワークを開始し
た2013年には登録者が39
名だったのに対し、2016年
9月には約2,000名が活用し
ています。実施者へのアン
ケートでは約7割が「生産
性が向上した」と評価して
います。2015年の調査で
は、同じ仕事量を完遂する

のにテレワーク未実施者を100とした場合に、実施者は
85で済むなど15%もの生産性向上が見られます。テレ
ワークを活用する本人はもちろん、仕事を継続すること
で周囲の負担とならずに済むことから、職場全体の生産
性も上がっていると認識しています。  

当社では在宅勤務は誰もが制限なく利用できる
わけではなく、会社に来ているのと同等かそれ以上の
成果が得られなければ認めないという立場で、上司との
やりとりなどを通じて成果を可視化するなど、テレワーク
の質の確保に努めています。
また、本人・上司・同僚とい
う3つの異なる視点から評価
するよう心掛けています。

当社は、派遣社員を
含むすべての従業員が制限
なくテレワークに従事するこ
とを認めています。生産性向
上に対する実感についての
調査では、「非常に向上した」が7％、「やや向上した」
が47%、「変化なし」が29%、「低下した」が16%との結
果を得ています。テレワークで得た時間をどう活用して
いるかを可視化しつつ、クラウド、チャット、テレビ会
議の3つを装備した上で、どうイノベーションを起こす
かが今後の挑戦です。

■ テレワークのさらなる普及に向けて

テレワーク導入に際してご苦労されたことや伝え
たいこと、今後に向けた展望などについて、最後にコメ
ントをいただけますか。

シンクライアントやス
マートデバイス、テレビ会議シ
ステムと、テレワークを手軽に
導入できる環境は揃っていま
す。これからのグローバルな時
代にあっては、もはや世界の常
識といえるテレワークの早期導
入は必須でしょう。当社として
は、今後は開発環境もクラウ

ド化するなど、適用範囲をさらに広げたいと考えています。
テレワークは試行導入を通じて確実に成果が上がる

と判断して導入を決めました。まずは全マネジャーに１日の
テレワークを体験しメリットを感じてもらうことで、職場全
体に大きく広がりました。また10分単位で活用できるように
しており、日常生活の中で随時仕事が行えると社員からも好
評で、そうした柔軟さが普及の一助になると考えています。

当社はテレワーク定着に向けた過渡期にあり、デー
タ共有や会議のやり方を経験しながらルールや仕組みづくり
を進めていきます。テレワークに積極的に取り組む個人や職
場を「ワークスタイルイノベーションマイスター」として表彰
し応援するなど、テレワークによる働き方を企業の“文化”とし
て盛り上げていきたいと思います。

当社では、工場や現場など在宅がしにくいところにも
焦点を合わせて導入を進めていますが、自信がなくて実施で
きない人もいるので、社内にテレワークの模擬環境を設け、
体験を通じて導入推進を図っています。働き方改革について
は「ハッピー8」施策の下、役職に関係なく１日8時間の労働
時間の充実と終業後の自由時間の確保を推進しています。
目の前のオフィスの人間だけで仕事をする時代は終わろう
としており、求められるマネジメント能力、資質も変わって
きています。今後は、部下の育成や指示の出し方などマネジ
メントの強化にも力を入れていきたいと思います。

今の20代は、70代まで50年間働くわけですが、一
方では企業寿命は20年を切ろうとしています。この状況
を若者は直感的に捉えており、個人が企業を選ぶ時代が
必ずやってきます。働く側にとって魅力的な職場を企業
が真剣に考える時期に来ており、危機意識を持ってテレ
ワーク活用も含めた取り組みを進める必要があると思い
ます。

各社の事例を通じ、
新しい時代の働き方改革とし
てテレワークの導入は大きな
効果があり、早急に取り組む
べきだと認識できたと思いま
す。テレワークの導入・運用
に関する有意義な知見や導入
効果をご披露いただき、あり
がとうございました。



基調講演
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席巻するグローバルビジネスをけん引しているのもこの
世代です。社会起業家を志望する若者が多く、兼業・副
業も当たり前で、このベースとなっているのがモバイル
ワークです。オフィスに行かなくても仕事ができること
はデジタルネイティブ世代にとって特殊なことではな
く、テレワークはごく普通のことと考えています。ワー
クライフバランスについても独自の考えを持っており、
ワークとライフを分けません。仕事に没頭したいときは
何時間でも働きたいと考えており、企業制度の枠に当て
はめることに抵抗感を持っています。
　そんな彼らの消費行動は「モノより経験」で、モノを
買うのにお金は使わない反面、何かを経験することには
お金を使います。モノも価値観も他人と共有して、自分
が経験したことはとにかく他人と共有したい、SNSに投
稿して「いいね！」と評価されることが自分の価値に直
結する、と考えています。また、ネットワークでつなが
る一方でリアルなコミュニケーションは苦手な傾向にあ
ります。目的を共有して実現に向けて共に進むことは受
け入れても、価値観を押し付けられることは徹底して拒
絶します。
　ICTをごく自然に使いこなすデジタルネイティブであ
りながら、デジタルと戦っている意識を強く持っている
のもこの世代の特徴です。近い将来、身の回りのさまざ
まな仕事をAIが奪うといわれる中で、人間として何がで
きるのかを常に模索しています。
　こうしたミレニアルズ世代が主導権を握る時代が間違
いなくやって来ます。そのときに私たちのビジネスや働

き方はどうなっているの
かしっかり考える時期
に来ています。
　テレワークの普及に
関して、日本はイノベー
ション立国と言いなが
ら、技術力はあるのに
世界を変えるビジネス
モデルはつくれていま
せん。イノベーションは
テクノロジーに加えて、
世の中のニーズを掴

み、解決しようとする熱意から生まれます。日本は社会
のニーズを捉えるという面が弱いのではないでしょう
か。さらに私が問題提起したいのは、例えば今までのや
り方を変えて、より合理的で社会の現状になじむものが

登場してきたときに、それを素直に受け入れることがで
きるのかということです。心のバリアーが大きな壁に
なってはいないでしょうか。そのことを皆さんに問い掛
けたいと思います。

　ちなみに海外メーカーに押され気味のスマートフォン
ですが、日本はスマホ利用の先進国で、多彩な機能を最
も使いこなしているのが日本というのが世界の共通認識
です。普及率はさほど高くはありませんが、世界の指標
になるくらい日本は進んでいます。それにも関わらず、
モバイルワークやテレワークは普及していません。それ
は世の中のニーズに対する探究心が足りずに、心のバリ
アーを超えるのが苦手だからではないでしょうか。こう
したことを克服しなければ、本当の意味での働き方のイ
ノベーションは起きません。
　デジタルは空間を超えます。オフィスに行かなくても
仕事ができる環境を手軽に手に入れられる時代です。こ
うした状況下におけるマネジメントの仕事、企業の価値
とは、社内の人材を最大限に生かして新たな価値を創造
することだと考えます。そのためにも、テクノロジーに
任せられる部分はどんどん活用すればよいのです。テク
ノロジーをすべて持っているのに活用できていない日本
は、私たちの心の問題でもあるといえます。
　空間を超えるだけで人は多くの時間をつくることがで
きます。空いた時間をどう使うかは個人の自由です。仕
事に没頭するのか、人生を豊かにするために使うのか。
ミレニアルズ世代の行動や価値観が、私たちの進むべき
道を伝えているのではないでしょうか。

がどう変わっていくのかを、ミレニアルズ世代と呼ばれ
るデジタルネイティブな若者の行動や価値観からひもと
いてみたいと思います。
　ミレニアルズ世代とは、1980～90年代に生まれて2000
年以降に成人となった現在20～35歳くらいの世代を指し
ています。生まれた時からネットワークにつながってい
る環境で育っているのが最大の特徴です。リーマン
ショックやITバブル崩壊を就職期に体験しており、この
言葉が生まれた米国では学生ローンの負債を抱え、大学
を卒業しても就職できないなど、経済的危機に直面しま
した。
　そうした一方で、Facebookの創業者をはじめ、社会を

　デジタル革命を迎え、これからどういう世界になって
いくのか。テレワークをはじめ、これからの仕事や社会

　私たちのネスレグループは世界約190カ国で展開してお
り、食品関連では世界最大の企業です。過去15年間にわ
たり年数％のオーガニックグロース（為替変動・買収売
却要因を除いた対前年売上伸び率）を確保するなど、安
定経営を実践しています。このような中、ネスレ日本は先
進国全体の業績を上回る成長を達成しています。2016年
上半期には、先進国全体が約2％の成長であるのに対し、
ネスレ日本は5.2％の成長を達成しており、グループ内で
はジャパンミラクルと呼ばれています。
　少子高齢化により“胃袋”の数もサイズも小さくなる一方
で、世界でも最も難しい市場といえる日本において好
調なビジネスを実現できている要因のひとつが、21世
紀に通用する先進的なマーケティングを機能させる経営
です。
　21世紀の先進的なマーケティングとは、顧客の問題を
発見して解決するすべての活動とプロセスを通じて新た
な付加価値を生み出すこと。例えば人事部なら社員が顧
客であり、採用担当にとっては志望する学生が顧客とな
ります。マーケティングは経営そのものであって、すべて
の間接部門にもマーケティングが必要です。私自身、仕

ネスレ日本株式会社
代表取締役社長 兼 CEO　高岡 浩三氏

事の時間の7割はマーケティング手法を用いた人事改革に
費やしてきました。働き方改革は、つまりは労働生産性の
向上を目指すものであり、その実現のためにテレワークの
活用が不可欠なのです。
　「人事をマーケティングする」とは、顧客である社員自
身の問題を見つけ出して解決することです。私はCEOに
なってさまざまな改革を進めてきましたが、外資系だから
実現できたと社外からよく言われます。しかし、ネスレ日
本は今年で創業104年の極めて日本的な企業です。労働
組合もありますし、終身雇用やさまざまな人事制度も他
の日本企業と大きく変わりません。どの企業よりも日本的
経営を貫いていると自負しています。
　働き方改革の第１ステージとして、営業部門から取り
組みました。新規ビジネスへの異動と定年退職などの自
然減により、5年で営業職を従来の600人から370人にしま
した。商品の陳列などのサポートが必要ないディスカウン
トストアにも既存のスーパーマーケットと同じように営業
職を配置していたため、不必要なコストがかかっていた
のです。営業部門と財務部門が一緒に問題を見付けて解
決した好例といえるでしょう。
　営業部門にテレワークを導入後、全社員に拡大しまし
た。2016年から、全社員を対象に、働く時間と場所を選
べるフレキシブルワーキング制度を導入しました。
　この新しい働き方を支えているのがICTの活用でありテ
レワークです。私はネスレグループ全体のチームイノ
ベーションオフィサーのような役割を担っていますが、日
本にいながら勤まるのはICTのおかげ。日本にいながらス
イス本社の役員会議に出席できるのはテレビ会議ができ
るからです。私は就任以来、テレワークに関する多額の
設備投資を行っており、成果を得ています。今後は、お
取引先様との商談などについても、将来的にはテレビ会
議で実施するなど、ICTを大いに活用していく考えです。
　また、社会問題にもなっている残業を将来的にはゼロ

にしたい。原則19時退社とし、この目標を上司の人事評
価にいれるなど全社で積極的に取り組み、この数年で、
年間の時間外労働時間を100時間から38時間にまで減らし
ました。
　でも本当に大事なのは仕事の中身です。マーケティン
グや企画、間接部門などのホワイトカラーの社員全員に
仕事に関するアンケートを実施したところ、戦略策定や
アイデア創出という業務に費やす時間は１日の14％にも
満たないという数値を得ました。他社からは多いと言われ
ましたが、私としては低すぎて情けない思いでした。少人
数で労働生産性を上げるには、いかに無駄な作業を見付
けて減らせるかにかかっています。あと5年もすれば、AI
（人工知能）が提案資料を作ってくれる時代になるで
しょう。しかし、顧客が気付いていない問題をしっかり考
えることはAIにはできません。これからの時代はこれが
人間独自の能力になると思います。
　マーケティング経営、特に顧客が気付いていない問題
の解決から生まれるイノベーション、労働生産性の向上

の結果として今のネスレ日本があります。経営の在り方
や働き方についてしっかり考え、いかに変えていくかを議
論することが、今日のテーマであるテレワークの普及には
欠かせないのではないでしょうか。

マーケティング経営における『働き方改革』
～テレワークの普及に向けて～

経済同友会　副代表幹事　小林 いずみ氏

ミレニアルズ世代
デジタルネイティブが担う時代への変貌

特別講演

用しやすい環境整備でテレ
ワーク普及を図っています。
当社のダイバーシティ推進

はイノベーション、
価値を生み出すことが目的
で経営戦略としてやってい
ます。大きな柱は第一に女
性の活躍、第二に外国籍の
方や提携先の企業文化の違
いの理解も含めた異文化理
解、第三に社員一人ひとりが「こういう働き方がしたい」
という意識を持つ風土醸成と自分自身をマネジメントしな
がら仕事もライフも充実させていくことです。在宅制度は
2006年に開始し、2010年以降は「誰でも在宅」として制度
を拡充しました。月40時間を目処に自由に在宅で仕事が
できるなど、自分で8時間を選んで働ける環境を整えてい
ます。2015年には4,000人が活用しました。

ITを活用した働き方改革の目的は「イノベーショ
ン」、これに尽きます。具体的には、会社経営の源は個人
という観点から、業務改革やテレワークを通じて無駄な時
間を減らし、得られた時間で学習や趣味や育児介護、副
業、起業、地域活動に役立ててもらうことで、従業員一人
ひとりの価値を高め、成長できるようにする。そして、社
内外とのコラボレーションによるオープンイノベーション
を生み出す。実現に向けたIT利用に関しては、あらゆる
情報をクラウドに保管して誰でも検索できる状態にするこ
とや、一人でも複数でも必要なときに必要な人と必要な対

話を行う。この2つの実現に向けて、クラウド、チャット、
テレビ会議の3つを装備しています。

■ テレワーク導入の成果とは

テレワークを導入して本当に生産性は上がるの
か、働き方改革につながるのか、こうした問いかけに対
する回答として、具体的な導入成果についてはどう捉え
ていますか。 

近年、女性の復職率が高まっており、テレワーク
を積極的に活用して仕事と育児の両立を果たしていま
す。優秀な女性が復職することは会社にとっても大きな
利益と認識しています。また、システム開発が佳境にな
ると不規則な勤務になりがちですが、テレワークをうま
く活用することでテレワー
クで実施可能な業務は自宅
で極力済ませるなど、社員
の負担を減らしつつ、総労
働時間が減少するなどの成
果が得られています。

毎年実施している社
員の意識調査では、柔軟な
働き方に対する評価は年々
上がっており、業績も比例して伸びていることから一定
の成果は得ているとみています。テレワークの登録者数
は全社員の７割程度で、自宅で一定の仕事を済ませてか
ら通勤ラッシュを避けて出社したり、終日テレワークの
日は、昼休みを長くとって平日の用事を済ませることも
できるなど、働き方の選択肢があることは社員から高評
価を受けています。

テレワークを開始し
た2013年には登録者が39
名だったのに対し、2016年
9月には約2,000名が活用し
ています。実施者へのアン
ケートでは約7割が「生産
性が向上した」と評価して
います。2015年の調査で
は、同じ仕事量を完遂する

のにテレワーク未実施者を100とした場合に、実施者は
85で済むなど15%もの生産性向上が見られます。テレ
ワークを活用する本人はもちろん、仕事を継続すること
で周囲の負担とならずに済むことから、職場全体の生産
性も上がっていると認識しています。  

当社では在宅勤務は誰もが制限なく利用できる
わけではなく、会社に来ているのと同等かそれ以上の
成果が得られなければ認めないという立場で、上司との
やりとりなどを通じて成果を可視化するなど、テレワーク
の質の確保に努めています。
また、本人・上司・同僚とい
う3つの異なる視点から評価
するよう心掛けています。

当社は、派遣社員を
含むすべての従業員が制限
なくテレワークに従事するこ
とを認めています。生産性向
上に対する実感についての
調査では、「非常に向上した」が7％、「やや向上した」
が47%、「変化なし」が29%、「低下した」が16%との結
果を得ています。テレワークで得た時間をどう活用して
いるかを可視化しつつ、クラウド、チャット、テレビ会
議の3つを装備した上で、どうイノベーションを起こす
かが今後の挑戦です。

■ テレワークのさらなる普及に向けて

テレワーク導入に際してご苦労されたことや伝え
たいこと、今後に向けた展望などについて、最後にコメ
ントをいただけますか。

シンクライアントやス
マートデバイス、テレビ会議シ
ステムと、テレワークを手軽に
導入できる環境は揃っていま
す。これからのグローバルな時
代にあっては、もはや世界の常
識といえるテレワークの早期導
入は必須でしょう。当社として
は、今後は開発環境もクラウ

ド化するなど、適用範囲をさらに広げたいと考えています。
テレワークは試行導入を通じて確実に成果が上がる

と判断して導入を決めました。まずは全マネジャーに１日の
テレワークを体験しメリットを感じてもらうことで、職場全
体に大きく広がりました。また10分単位で活用できるように
しており、日常生活の中で随時仕事が行えると社員からも好
評で、そうした柔軟さが普及の一助になると考えています。

当社はテレワーク定着に向けた過渡期にあり、デー
タ共有や会議のやり方を経験しながらルールや仕組みづくり
を進めていきます。テレワークに積極的に取り組む個人や職
場を「ワークスタイルイノベーションマイスター」として表彰
し応援するなど、テレワークによる働き方を企業の“文化”とし
て盛り上げていきたいと思います。

当社では、工場や現場など在宅がしにくいところにも
焦点を合わせて導入を進めていますが、自信がなくて実施で
きない人もいるので、社内にテレワークの模擬環境を設け、
体験を通じて導入推進を図っています。働き方改革について
は「ハッピー8」施策の下、役職に関係なく１日8時間の労働
時間の充実と終業後の自由時間の確保を推進しています。
目の前のオフィスの人間だけで仕事をする時代は終わろう
としており、求められるマネジメント能力、資質も変わって
きています。今後は、部下の育成や指示の出し方などマネジ
メントの強化にも力を入れていきたいと思います。

今の20代は、70代まで50年間働くわけですが、一
方では企業寿命は20年を切ろうとしています。この状況
を若者は直感的に捉えており、個人が企業を選ぶ時代が
必ずやってきます。働く側にとって魅力的な職場を企業
が真剣に考える時期に来ており、危機意識を持ってテレ
ワーク活用も含めた取り組みを進める必要があると思い
ます。

各社の事例を通じ、
新しい時代の働き方改革とし
てテレワークの導入は大きな
効果があり、早急に取り組む
べきだと認識できたと思いま
す。テレワークの導入・運用
に関する有意義な知見や導入
効果をご披露いただき、あり
がとうございました。



■ 働き方改革、テレワークへの取り組み

お集まりいただいた5社は、日本テレワーク協会
の「テレワーク推進賞」、総務省の「テレワーク先駆者
百選」や厚生労働省の「テレワーク推進企業等厚生労働
大臣表彰（輝くテレワーク賞）」のいずれかに選ばれ、
働き方改革を通じて生産性向上やワークライフバランス
の実現など成果を挙げている企業の担当者の方々です。
まずはテレワークをどのように活用されているのか、お
聞かせください。 

2005年のワークスタイルイノベーション宣言を契
機にトップダウンとボトムアップ双方から取り組み、グ
ローバルワークスタイルの実現に向けて自律的な働き方
選択ができるよう裁量労働制、フレックスタイム制、分
断勤務などの服務制度の導入・整備のほか、テレワーク
やモバイルワークなどの環境整備を通じて働き方改革を
推進しています。また、システム開発が佳境に入ると不
規則な勤務になる傾向があるので、アニバーサリー休暇
やリフレッシュ休暇など、休みを取りやすい環境整備を
行い、社員の健康管理にも配慮しています。さらに、現
在では全従業員のうち半数以上が海外拠点の従業員と
なっていることから、時差のある海外拠点との電話会議
は自宅参加を可能にするなど、柔軟な働き方ができるよ
うにしました。今後は、例えば自宅でプログラミング作

業ができるようにするなど、開発業務への導入を推進す
る考えです。

限られた時間の中で場所の制約もない環境で最
大限の成果が生み出せる働き方の実現を目指し、2010年
から働き方改革に取り組んでいます。スリムで、スピー
ディーかつスマートな仕事、さらにサントリーの頭文字
をとった「S流仕事術の創造」を掲げて、無駄を省いた
効率の良い、迅速な仕事を目指しています。テレワーク
は2007年に育児・介護事由限定で導入したのが始まりで
すが、適用拡大時は労働時間管理システムを導入、意識
改革のための研修を実施しました。現在は、会社のパソ
コンを自宅でもセキュアに利用できる環境や、営業拠点
にテレビ会議システムを導入するなど、ITツールを活用し
た働きやすい環境整備も推進しています。

当社は全従業員のうち女性の比率が５割を超え
ていることもあり、働きやすい環境整備を目指して2003
年に国内の金融機関初の女性活躍部門を設置するなど、
働き方改革やダイバーシティを積極的に推進してきまし
た。働き方改革については、社内評価ではなく顧客最優
先を徹底するべく、働き方に関するハンドブックを作成
して、朝礼などで定期的に読み合わせする機会を設ける
など、従業員の意識向上から始めています。テレワーク
については全社員を対象としており、利用回数の制限も
設けていません。シフト勤務と組み合わせた柔軟かつ利
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席巻するグローバルビジネスをけん引しているのもこの
世代です。社会起業家を志望する若者が多く、兼業・副
業も当たり前で、このベースとなっているのがモバイル
ワークです。オフィスに行かなくても仕事ができること
はデジタルネイティブ世代にとって特殊なことではな
く、テレワークはごく普通のことと考えています。ワー
クライフバランスについても独自の考えを持っており、
ワークとライフを分けません。仕事に没頭したいときは
何時間でも働きたいと考えており、企業制度の枠に当て
はめることに抵抗感を持っています。
　そんな彼らの消費行動は「モノより経験」で、モノを
買うのにお金は使わない反面、何かを経験することには
お金を使います。モノも価値観も他人と共有して、自分
が経験したことはとにかく他人と共有したい、SNSに投
稿して「いいね！」と評価されることが自分の価値に直
結する、と考えています。また、ネットワークでつなが
る一方でリアルなコミュニケーションは苦手な傾向にあ
ります。目的を共有して実現に向けて共に進むことは受
け入れても、価値観を押し付けられることは徹底して拒
絶します。
　ICTをごく自然に使いこなすデジタルネイティブであ
りながら、デジタルと戦っている意識を強く持っている
のもこの世代の特徴です。近い将来、身の回りのさまざ
まな仕事をAIが奪うといわれる中で、人間として何がで
きるのかを常に模索しています。
　こうしたミレニアルズ世代が主導権を握る時代が間違
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用しやすい環境整備でテレ
ワーク普及を図っています。
当社のダイバーシティ推進

はイノベーション、
価値を生み出すことが目的
で経営戦略としてやってい
ます。大きな柱は第一に女
性の活躍、第二に外国籍の
方や提携先の企業文化の違
いの理解も含めた異文化理
解、第三に社員一人ひとりが「こういう働き方がしたい」
という意識を持つ風土醸成と自分自身をマネジメントしな
がら仕事もライフも充実させていくことです。在宅制度は
2006年に開始し、2010年以降は「誰でも在宅」として制度
を拡充しました。月40時間を目処に自由に在宅で仕事が
できるなど、自分で8時間を選んで働ける環境を整えてい
ます。2015年には4,000人が活用しました。

ITを活用した働き方改革の目的は「イノベーショ
ン」、これに尽きます。具体的には、会社経営の源は個人
という観点から、業務改革やテレワークを通じて無駄な時
間を減らし、得られた時間で学習や趣味や育児介護、副
業、起業、地域活動に役立ててもらうことで、従業員一人
ひとりの価値を高め、成長できるようにする。そして、社
内外とのコラボレーションによるオープンイノベーション
を生み出す。実現に向けたIT利用に関しては、あらゆる
情報をクラウドに保管して誰でも検索できる状態にするこ
とや、一人でも複数でも必要なときに必要な人と必要な対

話を行う。この2つの実現に向けて、クラウド、チャット、
テレビ会議の3つを装備しています。

■ テレワーク導入の成果とは

テレワークを導入して本当に生産性は上がるの
か、働き方改革につながるのか、こうした問いかけに対
する回答として、具体的な導入成果についてはどう捉え
ていますか。 

近年、女性の復職率が高まっており、テレワーク
を積極的に活用して仕事と育児の両立を果たしていま
す。優秀な女性が復職することは会社にとっても大きな
利益と認識しています。また、システム開発が佳境にな
ると不規則な勤務になりがちですが、テレワークをうま
く活用することでテレワー
クで実施可能な業務は自宅
で極力済ませるなど、社員
の負担を減らしつつ、総労
働時間が減少するなどの成
果が得られています。

毎年実施している社
員の意識調査では、柔軟な
働き方に対する評価は年々
上がっており、業績も比例して伸びていることから一定
の成果は得ているとみています。テレワークの登録者数
は全社員の７割程度で、自宅で一定の仕事を済ませてか
ら通勤ラッシュを避けて出社したり、終日テレワークの
日は、昼休みを長くとって平日の用事を済ませることも
できるなど、働き方の選択肢があることは社員から高評
価を受けています。

テレワークを開始し
た2013年には登録者が39
名だったのに対し、2016年
9月には約2,000名が活用し
ています。実施者へのアン
ケートでは約7割が「生産
性が向上した」と評価して
います。2015年の調査で
は、同じ仕事量を完遂する

のにテレワーク未実施者を100とした場合に、実施者は
85で済むなど15%もの生産性向上が見られます。テレ
ワークを活用する本人はもちろん、仕事を継続すること
で周囲の負担とならずに済むことから、職場全体の生産
性も上がっていると認識しています。  

当社では在宅勤務は誰もが制限なく利用できる
わけではなく、会社に来ているのと同等かそれ以上の
成果が得られなければ認めないという立場で、上司との
やりとりなどを通じて成果を可視化するなど、テレワーク
の質の確保に努めています。
また、本人・上司・同僚とい
う3つの異なる視点から評価
するよう心掛けています。

当社は、派遣社員を
含むすべての従業員が制限
なくテレワークに従事するこ
とを認めています。生産性向
上に対する実感についての
調査では、「非常に向上した」が7％、「やや向上した」
が47%、「変化なし」が29%、「低下した」が16%との結
果を得ています。テレワークで得た時間をどう活用して
いるかを可視化しつつ、クラウド、チャット、テレビ会
議の3つを装備した上で、どうイノベーションを起こす
かが今後の挑戦です。

■ テレワークのさらなる普及に向けて

テレワーク導入に際してご苦労されたことや伝え
たいこと、今後に向けた展望などについて、最後にコメ
ントをいただけますか。

シンクライアントやス
マートデバイス、テレビ会議シ
ステムと、テレワークを手軽に
導入できる環境は揃っていま
す。これからのグローバルな時
代にあっては、もはや世界の常
識といえるテレワークの早期導
入は必須でしょう。当社として
は、今後は開発環境もクラウ

ド化するなど、適用範囲をさらに広げたいと考えています。
テレワークは試行導入を通じて確実に成果が上がる

と判断して導入を決めました。まずは全マネジャーに１日の
テレワークを体験しメリットを感じてもらうことで、職場全
体に大きく広がりました。また10分単位で活用できるように
しており、日常生活の中で随時仕事が行えると社員からも好
評で、そうした柔軟さが普及の一助になると考えています。

当社はテレワーク定着に向けた過渡期にあり、デー
タ共有や会議のやり方を経験しながらルールや仕組みづくり
を進めていきます。テレワークに積極的に取り組む個人や職
場を「ワークスタイルイノベーションマイスター」として表彰
し応援するなど、テレワークによる働き方を企業の“文化”とし
て盛り上げていきたいと思います。

当社では、工場や現場など在宅がしにくいところにも
焦点を合わせて導入を進めていますが、自信がなくて実施で
きない人もいるので、社内にテレワークの模擬環境を設け、
体験を通じて導入推進を図っています。働き方改革について
は「ハッピー8」施策の下、役職に関係なく１日8時間の労働
時間の充実と終業後の自由時間の確保を推進しています。
目の前のオフィスの人間だけで仕事をする時代は終わろう
としており、求められるマネジメント能力、資質も変わって
きています。今後は、部下の育成や指示の出し方などマネジ
メントの強化にも力を入れていきたいと思います。

今の20代は、70代まで50年間働くわけですが、一
方では企業寿命は20年を切ろうとしています。この状況
を若者は直感的に捉えており、個人が企業を選ぶ時代が
必ずやってきます。働く側にとって魅力的な職場を企業
が真剣に考える時期に来ており、危機意識を持ってテレ
ワーク活用も含めた取り組みを進める必要があると思い
ます。

各社の事例を通じ、
新しい時代の働き方改革とし
てテレワークの導入は大きな
効果があり、早急に取り組む
べきだと認識できたと思いま
す。テレワークの導入・運用
に関する有意義な知見や導入
効果をご披露いただき、あり
がとうございました。

＊パネリストの役職・肩書はフォーラム開催時のものです。
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