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株式会社テレワークマネジメント　株式会社ワイズスタッフ
代表取締役

田澤 由利さん

たざわ・ゆり
奈良県生まれ，北海道在住。上智大学卒業後，シャープに入社。パソコン
の商品企画を担当。子育て中でも地方在住でも仕事をしたいと，1991年，
パソコン関連のフリーライターとして独立。1998年に夫の転勤先の北海
道北見市で「在宅でもしっかり働ける会社を作りたい」とワイズスタッフを
設立。以来，さまざまなIT関連業務を受託し，「ネットオフィス」というコ
ンセプトのもと，全国各地に在住する160人のスタッフ（業務委託）とチー
ム体制で業務を行う。2008年には「柔軟な働き方」「テレワークの普及」を
社会に広めるために，企業へのテレワーク導入支援などを事業目的とした
テレワークマネジメントを設立。企業の在宅勤務の導入支援や，国や自治
体のテレワーク普及事業等を広く実施している。また自らも，場所や時間
に縛られない柔軟な働き方を実践しつつ，「テレワーク」に関する講演活
動，ブログやFacebook等で広く情報発信・普及活動などを積極的に行っ
ている。日本におけるテレワーク推進の第一人者として，総務省 地域情
報化アドバイザー，厚生労働省 在宅就業環境検討委員会委員など，多く
の公職も兼任している。

インタビュアー（構成・写真）

伊藤秀範
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日本におけるテレワーク推進の第一人者で

ある田澤由利さん。「在宅でもしっかり働ける

会社を作りたい」と1998年にワイズスタッ



フを設立。「ネットオフィス」というコンセプ

トを確立し，今日の「勤務型テレワーク」の

礎を築く。その経験とノウハウを生かし，自

社でのテレワークの実践以外に，「柔軟な働き

方」「テレワークの普及」を社会に広めるため，

企業へのテレワーク導入支援などのコンサル

ティング活動に忙しい毎日を過ごしている。

女性活用の「イメージ戦略」が先行

去る2月28日の施政方針演説中で，安倍総

理は「テレワーク」という言葉を使い，社会

に変革をもたらしうるIT活用として，自宅で

も働ける環境の整備についての意向を示し

た。あの3.11東日本大震災の直後も，事業継

続や社員の安全，そして節電の観点から，に

わかに注目されたテレワーク（在宅勤務）。

テレワーク普及の第一人者として震災直後も

各メディアに頻繁に登場した田澤さんから見

て，テレワークの今の状況はどう映るのか？

まずは率直な感想を聞いてみた。

「総務省の『平成23年通信利用動向調査』

によると，現在，テレワークを導入している

企業は全体の9.7％。この中で資本金50億円

以上の大企業のみに絞り込むと，導入率は

24.7％に高まります。それに対して資本金

1,000万円未満の企業では2.7％の導入率しか

なく，大企業ほどテレワークの導入率が高い

という現状があります。

また，在宅勤務を，いわゆる在宅でのサー

ビス残業とは切り分けて，しっかりと人事制

度として確立している企業のケースですが，

ある女性誌の『女性が活躍する会社ベスト

100』の調査結果によると，そのベスト 1～

3の企業においては100％，在宅勤務を制度

化し，さらにベスト10内では，そのうちの6

社が在宅勤務制度を導入していました。

そうしたデータから浮かび上がるテレワー

ク導入企業の印象としては，『女性が活躍す

る会社』というイメージ向上の観点から在宅

勤務制度を活用している。それが現状である

と思われます。

さらに，テレワークの導入企業であって

も，実際に『テレワークを利用する従業員の

割合』は，5％未満というのが65.4％と最も

多く，制度があっても利用している人の割合

はまだまだ少ない。そして，利用している人

のほとんどのケースは，育児介護中の社員が

週1回のみ，在宅勤務が可能という限定的な

テレワークなのです。

そうした現状ではなかなか企業にしても，

働く人たちにしても，本当の意味でのテレワ

ークのメリットを感じてもらうことは難しい

でしょう。そこが，日本におけるテレワーク

の普及が遅れている大きな要因であると考え

ています」

真の「テレワークのメリット」とは？

では，企業，そして働く人にとっての「本

当の意味でのテレワークのメリット」とは何

なのか。田澤さんは，テレワークの本格的な

普及には「企業」と「働く人」，そして「社

会」にもたらすテレワーク効果についての啓

蒙，意識改革も必要であると説く。

｢テレワークが企業にもたらす効果｣につい

て，田澤さんは「生産性の向上」「コスト削

減」「ワークライフバランス」「節電対策」

「障がい者雇用」「BCP（事業継続対策）」「人
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材確保」などを挙げた。

「私自身も女性なので，テレワークという

と子育てや介護の話になりがちなのですが，

育児介護中の女性のみのテレワークという限

られた発想では，そもそも企業の制度として

導入されたとしても長続きはしないと思って

います。

2000年前後，フレックスタイム制度の導入

が企業の間でとても流行った時期がありまし

た。しかしその後はどうなったかというと，

3，4年で多くの企業が廃止，あるいは有名

無実化してしまいました。理由は簡単です。

経営側から効率が悪いと判断されたのだと思

われます。つまり，どんなに素晴らしいもの

で，導入当時は持て囃されたルールや福利厚

生であっても，生産性の向上につながらない

ものと判断されたら企業は積極的に続けよう

とは思わない，それが企業内制度のあり方の

現状なのだと私は思います。

そうした観点からも，やはり『働く地域と

期間を限定しないテレワークの実現』という

ものを目標に置かなければいけないと思って

います。そうでなければ，企業には生産性に

つながるようなテレワークのメリットをなか

なか感じてもらえない。

実際，在宅勤務制度を導入している大企業

は東京に集中しています。その中身も大半は

前述のような週1回の育児介護のためのテレ

ワークのみです。そうなると現実にテレワー

クを活用できる人の大半は東京などの首都圏

在住者でなければ難しい。

例えば国内の労働人口が減少している中

で，もし企業にテレワークの仕組みがあれば，

地方に埋もれた人材の有効活用にも効果を発

揮します。また，新型インフルエンザなどの

パンデミックでは，自宅待機などで一時的に

操業停止に追い込まれる企業も想定されま

す。テレワークの環境整備がしっかりとでき

ている会社であれば，その間の在宅勤務によ

って生産性のダウンを最小限度に抑えられる

という効果も期待できるわけです」

実践ノウハウを普及に役立てる

テレワークで働く人，いわゆるテレワーカ

ーについては，田澤さんが独自に作成した図

（次頁参照）からも分かるように，大きく

「雇用型」と「自営型」があり，そこからさ

らに「モバイル型」「在宅型」などのカテゴ

リーで細かく分類される。

テレワークが働く人にもたらす効果につい

て，田澤さんは「通勤時間の削減」「雇用の

継続」「子育てとの両立」「介護との両立」「居

住地の選択」「病気や怪我対策」などを挙げる。

そして，それらの効果についてはすべて田

澤さん自身の自営型テレワーカーとしての経

験，そして，1998年に北海道の北見市で創業

した株式会社ワイズスタッフでのテレワーク
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の実践などがベースになっている。

「ワイズスタッフの業務内容はホームペー

ジの制作・運営やネットリサーチなど，普通

のIT関連企業と何ら変わりがありません。た

だ，他社と大きく異なるのは，働いている人

たちがすべてテレワーカーであるということ

です。

創業当初はチームSOHOという呼び方をし

ていましたが，現在も自営型テレワーカー

160名が当社と業務委託契約で，ネットオフ

ィスの環境で仕事をしています。そのテレワ

ーカーの仕事を物理的にサポートするローカ

ルオフィスが北見と奈良にあり，そこでは正

社員の雇用型テレワーカーが出社，あるいは

在宅勤務で働いています。

そうしたワイズスタッフでの15年間の雇用

型テレワークの経験とノウハウを，今後も仮

に自社経営のみで活用したところで，おそら

くこの先10年で300人程度のテレワーカーを

増やすことで精一杯です。ならばその経験と

ノウハウを自社以外のテレワークに関心のあ

る企業に提供し，企業がテレワークを推進し

やすくするための支援業務に注力したほう

が，スピード感のあるテレワークの普及，拡

大を目指せるのではないか。そうした観点か

ら2008年，企業へのテレワーク導入支援など

を事業目的としたテレワークマネジメントと

いう会社を設立したのです」

今，必要なのは「発想の転換」

「テレワークの普及」を目的に設立された

テレワークマネジメント。冒頭でも触れたよ

うに，今までテレワークがなかなか企業の間

で普及してこなかった理由の一つが，「育児

介護女性の活用」という一部の大手企業のイ

メージ戦略に乗せられたことによる「限定的

なテレワーク」への先入観だ。企業の生産性

に寄与し，働く人たちにとっても柔軟な働き

方のできる，テレワークの本質的なメリット

をいかにして企業に理解してもらうか。それ

が今，田澤さんらテレワークマネジメントが

背負う，目の前の大きなミッションである。

「例えば週に 1回，金曜日のみをテレワー

テレワークとは？
テレワークとは，「離れた場所で働く」の意で，「ITを活用し，場所や時間にとらわれない柔軟な

働き方」と定義される。さらに，そうした働き方を週に8時間以上する人は，テレワーカーと呼

ばれる。ただし，その定義や分類には関係団体等でややバラつきや混乱も見受けられるのが現状

である（図中の分類は，田澤さんが独自に作成したもの）。



クの日と定めているような企業のケースで

は，対象者の多くは月曜日から木曜日の間に

あらかじめ，自宅でもできる資料作成や翻訳，

データ分析などの仕事を切り分けて，金曜日

の在宅勤務のための“用意”をしているケー

スが多いのです。

しかし，それでは自宅でできる業務の持

ち帰りに過ぎませんし，さらにテレワーク

では仕事の範囲も限られるといったマイナス

の学習効果を植えつけることにもなってしま

います。そうしたテレワークの活用の仕方し

かしていない企業からすれば『女性が活躍す

る会社』との企業イメージの向上以外のメリ

ットはなかなか実感できないわけです。

生産性に寄与するテレワークのメリットを

多くの企業に実感してもらうためには，発想

の転換が必要です。テレワークで限られた仕

事をするというこれまでの考え方から，“テレ

ワークでもできる”ように仕事のやり方を変え

ましょう，という考え方への転換です。われ

われのコンサルティングの基本もこの発想の

転換です。

では具体的にどうすればいいのか？ 実は

そんなに難しいことではないのです。今まで

の仕事のやり方を見直し，世の中でよく使わ

れ始めている情報のデジタル化，コミュニ

ケーションのIT化，クラウド化，BPRなどの

ITでの効率化を図り，企業を強くするという

発想です。ただ，そこに『テレワークでも可

能なように』という視点が加わるだけです。

会社の機能をできるだけネット（クラウ

ド）上に置いておくことで，どんなときも，

どこからでも，いつも通りの仕事ができるよ

うにしておく。これまでオフィスで行ってき

た仕事を，自宅でも同じようにできるように

する。その発想こそがこれまでワイズスタッ

フで培ってきたネットオフィスの概念そのも

のであり，われわれがこれまで実践してきた

会社の生産性にも寄与するテレワークの一つ

の例なのです。

テレワークを，単なる福利厚生の一つと捉

えるのではなく，企業を良くするための機会

だと捉える。そして，企業にもメリットがあ

り，かつ社員の喜びにもつながる形にするた

めにはやはり，こうしたネットオフィスのよ

うな発想の転換が必要であると考えます」

「ネットオフィス」のテレワーク効果

この「発想の転換」を，田澤さんが代表を

務めるワイズスタッフ，そしてテレワークマ

ネジメントのケースに置き換えると，上の図

のようなネットオフィスになる。

リアル上のオフィスはワイズスタッフの北

見オフィス（ 7名），奈良オフィス（ 6名），

テレワークマネジメントの東京オフィス（7

名）であり，20名の社員が「毎日出社社員」

「完全在宅勤務社員」「在宅勤務社員（週1日

出社）」の内訳で業務を行っている。が，こ

うしたバーチャルオフィスがあることで，
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企業も，そしてテレワーカーも，テレワーク

でありながらリアルオフィス同様の「ある効

果」を実感できるのだという。

「社員の在宅勤務率はワイズスタッフで

31％，テレワークマネジメントでは85％。ワ

イズスタッフでは160名の自営型テレワーカ

ー（業務委託契約）も含めると，95％の在宅

勤務率になります。それだけ高いテレワーク

率でも，仕事はしっかりとできているのです。

北海道や東京，奈良と，それぞれ離れて業

務を行っていても，こうしたバーチャルオフ

ィスを持つことで，社員全員の様子が分かり

ます。社長室や会議室もあり，北見や奈良の

社員を一緒に社長室へ呼び出したり，各地の

社員を会議室に集めて，ネット上で会議をす

ることもできます。

また，在宅勤務の場合，たった1人での作

業が続くと，ふと，孤独な気分に襲われると

いうこともあります。こうしたネットオフィ

スのツールを活用することで，テレワークで

あっても会社との一体感といいますか，仲間

と一緒に仕事をしているような気分になれる

ことは，働いている社員にとってとても魅力

的なことだと思います」

管理職が難色を示す理由

さて，人事専門誌の立場としてはここで一

つ，おそらく人事部門の関係者なら誰もが気

になっているであろう，こんな疑問を，ちょ

っと田澤さんに質してみたい。それは「在宅

勤務ではやはり仕事をサボる社員が多いので

はないか？」というものだ。

「企業で在宅勤務制度を導入しようとした

場合，真っ先に難色を示すのは管理職の人た

ちです。ご指摘のように上司の目がない場所

だと仕事をサボっているのではないか？と訝

るわけですが，一方の部下の立場からすれば

自分たちを信じていないのか？ということに

もなります。しかし，そうした性善説，性悪

説でいくら議論しても始まりません。むしろ

そこのボトルネックを外してしまわない限り

テレワーク自体も広がらないと感じています。

当社では自社開発した在席管理システムを

活用し，部下が在宅勤務で離れていても，上

司はマネジメントができるような仕組みにシ

ステム化しています。システムを活用するこ

とで，朝の9時になると社員が出社し，17時

30分になると退社していく様子がウェブ上で

分かります。私がオフィスに居ようと，親の

介護で自宅に居ようと，いつでもそうした社

員の様子がうかがえます。

先日も出張先のホテルから，残業見回りを

したところ，2，3 人の社員が残っていて，

『何をやっているの？』とチャットで呼びか

けたら，驚いた様子で『あっ，もう帰ります』

と（笑）。そうした普通のオフィスで交わされ

るような上司と部下のやりとりも，ツールを

活用することでウェブ上でも可能になります。

前述のように在宅勤務というと，孤独でメ
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ンタル面でのケアも大変なのではないか，と

いう心配の声もあるとは思います。しかし，

それはツールなどを活用し，働く環境なり，

仕事のやり方を変えていくことで解決できる

問題であるということを，われわれは経験か

らも実感しています」

育児休業社員の戦力化に

冒頭のほうで「育児休業中にテレワークで

働きたい」という女性社員のニーズに応える

大企業のアンケート事例に触れたが，人事と

の関連が深いところでもう一つ。田澤さんは

育児休業給付金（給付率50％）についても，

テレワークを効果的に活用することで，育児

休業中であるはずの社員が，給付金に頼らず，

会社の貴重な戦力のまま，生き生きと仕事が

続けられるのではないか？とも考えている。

「育児休業で 1年間，職場から離れてしま

うと，職場復帰したときには浦島太郎のよう

な状況に陥りがちです。それは生産性の観点

からも会社側にとってもマイナスでしかあり

ません。しかし，テレワークという環境があ

れば，育児中でも例えば1日 4時間のこま切

れでなら働き続けられるという社員もいるは

ずです。育児休業給付金は，働かなくても給

付率は50％，働いても50％。それでは無理し

て働こうと考える社員はなかなか出てこない

のが普通です。それは会社だけでなく，社会

にとっても大きな労働力の損失です。

そうではなく，育児休業中でも在宅で働き

続ける社員に対しては，100％の給料がもら

えるという制度があれば，育児中のテレワー

クというものに50％の給付金以上の魅力を感

じるのではないかと思うのです。

働く女性の場合，社内である程度の地位を

築いたうえで，育児休業制度を活用して出

産・育児をしたいと考える人も多いのです。

しかし，実際に地位を築いたときにはもう高

齢になってしまい，出産のタイミングを失っ

てしまったというケースもあります。テレワ

ークなどで働き方を調整しながら出産・育児

を行うという選択肢が増えれば，もっともっ

と女性の活用，戦力化が実現できると思われ

ます」

会社も変わる必要がある

実際，テレワークマネジメントへの問い合

わせでも，「女性社員の戦力化の必要性」を

強く感じている企業ほど，テレワークに関心

を寄せる傾向が見られるという。

また，育児休業以上に今後，深刻な問題に

なると言われているのが，介護休業（介護離

職）である。大手化粧品メーカー花王の試

算では，2023年には介護が必要な家族を抱

える社員の割合が，5人に 1人になるとの予
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測もされている。

「育児の場合は，20代，30代の若年層のワ

ーカーが主な対象ですが，介護が必要な家族

を抱える世代となると会社のマネジャークラ

スが多いわけです。そうした会社にとって重

要なポジションの人たちが介護で働けない環

境になるというのは，企業にとってはもちろ

ん，日本経済全体にとっても大きな経済的打

撃です。

さらに出産・育児の場合は，子供の成長ま

でのある程度のタイムスケジュールが読めま

すが，介護の場合は，それが読めません。そ

のため，結果的に退職という道を選ばざるを

えないケースが多いわけです。たしかに現時

点でのテレワークの導入に関心を寄せる企業

の目の多くは，育児女性に注がれてはいます。

しかし，一部の企業ではすでにそうした介護

問題に目を向け，40代，50代のマネジャー層

が10年後，安心してテレワークに親しめるよ

うに，早い段階での環境整備の必要性を感じ

ています。

生産年齢人口が減少していく社会の中で，

ナインファイブで会社に通勤できる人しか雇

わないというスタンスのままでは，今後は比

率的にも質の高い人材を採ることがますます

難しくなると思われます。より広い条件で雇

える会社こそが，より良い人材を獲得し，より

長く働いてもらうことが可能になっていく。

ただし，前述のように表面上の制度だけでは

長続きしません。会社の生産性に貢献してく

れるようなテレワークの働き方を期待するの

であれば，会社側も変わる必要があるのです。

テレワークの普及へ向けた活動をしていて

も，それは日々，強く感じていることです」

A fter an Hour

東京・四ツ谷駅から徒歩4分。テレワーク

マネジメントの東京オフィスは1 Kのこじん

まりしたスペース。7名の社員が勤務してい

るが，毎日出社している社員は1名のみ。

こんな都内の一等地に家賃12万円の1 Kで

「 7人の社員を抱える」会社のオフィスが持

てるのも，テレワークならでは。

ガスは引いておらず，頂いたコーヒーは近

くのセブンイレブンの「セルフ式セブンカフ

ェ」。事務所には複合機はなく，印刷もほと

んどセブンイレブンで済ませるという。

「定期代が必要な社員も 2人だけ。社員数

を考えれば，交通費だけで10万円以上の経費

削減になっています」と田澤さん。

在宅勤務者がメインのオフィスであれば，

こんなにコストが削減できるのか！貧乏性ゆ

えか，テレワークで記者が真っ先に食いつい

たのは，そこであった。

本文では「育児女性の活用」を謳う大手企

業の事例に触れたが，テレワークマネジメン

トへの問い合わせの多くは中小企業であると

いうのも，何となく納得。

テレワークで都内一等地に進出企業が続々

―なるニュースが近々，メディアで話題に

なる日も近い？

田澤由利

２０１３.５ 人事マネジメント 53

―この人と１時間
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もうひとこと� HP「記者の部屋」へ 

取材は東京オフィスで。複合機もなければ，ガスも引いて
いない「コストレスなオフィス」も，テレワークの醍醐味
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