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128

136

31

46

71

Q1 会社の属性
不動産アセットマネジメント
会社（31.07％）

不動産投資・開発・仲介・ＰＭ
その他不動産会社（33.01％）

その他（17.23％）

金融機関（7.52％）

コンサルティング
会社（11.17％）

345

65

2

Q2 会社の資本構成

日系（国内資本比率51%以上）
（83.74％）

合弁（国内資本:国外資本
=50:50）（0.49％）

外資系（国外資本比率
51%以上）（15.78％）

2

合計412（100％）

合計412（100％）
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59

43

30

13
25

56

187

Q3 会社の従業員数

1～10名（14.29％）

11～20名（10.41％）

21～30名（7.26％）

31～40名（3.15％）

41～50名（6.05％）

51～99名（13.56％）

100名以上（45.28％）

合計413（100％）

385

15
0 11

Q4 雇用形態
派遣社員（0.00%）

正社員（93.67%）

契約社員・嘱託社員（3.65%）

その他（2.68%）

合計411（100%） 3

テレワーク実態調査結果報告書

© MUC Inc. All rights reserved.



4

95

196

97

24

Q5 現在の職種

経営（23.06%）

フロント業務（営業等）
（47.57%）

バック・ミドル業務（人
事・総務・経理・財務・
経営企画・法務・コンプ
ラ・管理業務等）
（23.54%）

その他（5.83）

合計412（100%）

91

93

61

76

46

23

6

16

Q6 現在の役職

社⾧を含む役員（22.09%）

部門⾧クラス（本部⾧含む）
（22.57%）

シニアマネージャークラス
（次⾧等）（14.81%）

マネージャークラス（課⾧
等）（18.45%）

アソシエイトクラス
（主任等）（11.17%）

アナリストクラス（担当者等）
（5.58%）

アシスタントクラス（1.46%） その他（3.88%）

合計412（100%）
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5

403

8

Q7 緊急事態宣言中 テレワークの有無

ある（98.05%）

なし（1.95%）

合計411（100%）

9
11

17
8

12
36

13
37

69
92

109

0 20 40 60 80 100 120

テレワークなし

1割程度

2割程度

3割程度

4割程度

5割程度

6割程度

7割程度

8割程度

9割程度

10割程度

Q8 テレワークの割合

（2.66%）

（2.18%）

（26.39%）

（22.28%）

（16.71%）

（8.96%）

（3.15%）

（8.72%）

（2.91%）

（1.94%）

（4.12%）

合計413（100%）
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338

43

32

Q9 緊急事態宣言解除後、テレワークの有無

ある（予定）
（81.84%）

なし（予定）（10.41%）

未定（7.75%）

合計413（100%）

6

50
25

35
34

19
124

25
27

38
20

15

0 20 40 60 80 100 120 140

テレワークなし

1割程度

2割程度

3割程度

4割程度

5割程度

6割程度

7割程度

8割程度

9割程度

10割程度

（6.07%）

（12.14%）

（3.64%）

（4.85%）

（9.22%）

（6.55%）

（6.07%）

（30.10%）

（4.61%）

（8.25%）

（8.50%）

合計412（100%）

Q10 緊急事態宣言解除後、テレワークの割合
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207
156

39

3 6

Q11 テレワークの有効性について

有効（50.36%）

どちらかというと
有効（37.96%）

どちらかというと有効
ではない（9.49%）

有効ではない（0.73%） 経験がないのでわからない（1.46%）

合計411（100%）

★テレワークについて意見・コメント➡別紙１

7
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9.27%

5.01%

10.78%

18.80%

13.28%

13.53%

42.86%

91.73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

リモート評価制度

健康対策（WEBエクササイズなど）

メンタル対策（EAP、研修、相談窓…

自転車通勤

自動車通勤

時短勤務

時差通勤

Q12 導入済または導入予定のものをチェック（複数回答可）

（366)

（171)

（54)

（53)

（75)

（43)

（20)

（37)

全回答数399（100%）

376

21 13

Q13 事務所スペースについて

現状のまま（91.71%）

縮小・移転を検討（5.12%）

その他（3.17%）

合計410（100%） 8
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381

25

Q14 WEB会議への参加の有無

ある（93.84%）

なし（6.16%）

合計406（100%）

234

148

10

1

18

Q15 WEB会議の有効性について

有効（56.93%）
どちらかというと
有効（36.01%）

どちらかというと有効ではない（2.43%）

有効ではない（0.24%） 経験がないのでわからない（4.38%）

合計411（100%）

★WEB会議について意見・コメント➡別紙2
9
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113

295

Q16 WEB面接への参加の有無

ある（27.70%）

なし（72.30%）

合計408（100%）

59

64

28

7

250

Q17 WEB面接の有効性について

有効（14.46%）

どちらかというと
有効（15.69%）

どちらかというと有効
ではない（6.86%）

有効ではない（1.72%）

経験がないのでわからない
（61.27%）

合計408（100%）

★WEB面接について意見・コメント➡別紙3
10
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199

160

52

Q18 WEB研修の導入の有無

ある（48.42%）

なし（38.93%）

合計411（100%）

114

110116

157

Q19 WEB研修の有効性について

有効（28.64%）

どちらかというと
有効（27.64%）

どちらかというと有効ではない（2.76%）
有効ではない（1.51%）

検討中なのでわからない
（39.45%）

合計398（100%）

★WEB研修について意見・コメント➡別紙4

検討中（12.65%）

11
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247

164

ある（60.10%）

なし（39.90%）

合計411（100%）

174

94

131

128
有効（42.44%）

どちらかというと有効（22.93%）

どちらかというと有効ではな
い（3.17%）

有効ではない（0.24%）

検討中なのでわからない
（31.22%）

合計410（100%）

★Webinarについて意見・コメント➡別紙5

Q20 Webinar（WEBセミナー／オンラインセミナー）
への参加の有無

Q21 Webinar（WEBセミナー／オンラインセミナー）
の有効性について

12
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216

196

ある（52.43%）

なし（47.57%）

合計412（100%）

65

118

4515

168

有効（15.82%）

どちらかというと有効
（28.71%）

どちらかというと有効ではない（10.95%）
有効ではない（3.65%）

経験がないのでわからない
（40.87%）

合計411（100%）
★（いわゆる）ZOOM飲み会について意見・コメント➡別紙6

Q22 （いわゆる）ZOOM飲み会への参加の有無

Q23 （いわゆる）ZOOM飲み会の有効性について

13
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Q24 テレワークに関して、メリット・デメリット、今後の課
題等ご意見を聞かせてください。➡別紙7

お問い合わせ先

エムユーシー株式会社
代表取締役社⾧ 梅小路 学（うめこうじ・まなぶ）

〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-15 第２中田ビル２階
電話：03-6206-1207 FAX：03-6206-1208
E-MAIL：umekoji@muci.co.jp
URL：http://www.muci.co.jp

最後に

この度はアンケートにご協力賜り誠にありがとうございました。

調査結果報告は以上となります。

詳細な属性分析等をご希望の場合は個別にお問い合わせください。

緊急事態宣言によりテレワークが日本の職場に一気に浸透いたしま
した。

高い生産性と快適性を実現するためにテレワークの活用が有効であ
ることは間違いなさそうです。

しなしながら、課題も多く事例を蓄積しながらあるべき姿を目指し
て改善を積み重ねていくしかありません。

またタイミングを改めてアンケートにご協力をお願することもある
かと存じます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

14
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙1）

別紙１ ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

◎ 1ヶ月連続して全員がテレワークとなると効率が下がる気がしました。（日系コンサル [1～10名] フロント／部門⾧）

◎
インターネットが発達したおかげでテレワークが可能となったものと思っています。（日系土地家屋調査士 [1～10名]

経営／役員）

◎ インフラの整備が大切だと思います。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎
オフィス必要か不要かという0or100ではなく、オフライン・オンラインのメリデメを理解したうえでの使い分けなんだ

ろうと思っています。（日系その他 [1～10名] 経営／役員）

◎

これまでに取り組んできた働き方改革の延⾧線上と考えている。今回のパンデミックをきっかけに世の中がテレワーク

により理解を深め継続することが容易になったと思う。（外資系非営利団体 [100名以上] カントリーマネージャー／部

門⾧）

◎
これまで本格的に導入できなかったテレワークが、コロナの件で導入せざるを得なくなり、解除後も一定程度定着する

だろう。（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
サテライトオフィスは、コロナに対して安全か否かは不明。在宅勤務なら安全。（日系不動産業 [100名以上] フロント

／役員）

◎
システム環境さえ整えば交通費及び通勤時間を大幅に削減できる上に事業所を縮小することが可能であると考えており

ます。（日系コンサル [100名以上] フロント／アシスタント）

◎
テレワークで可能な仕事も確かに存在するため、今後もテレワーク勤務は進めたい。（日系ＡＭ [100名以上] フロント

／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ テレワークの方が効率的、健康的（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎ テレワークはワークライフバランスに必要不可欠な手段である（日系建設会社 [100名以上] フロント／アナリスト）

◎
テレワーク自体は、コロナ発生前から全面的に導入していた。テレワークは作業の効率化は進むが、営業が不利な面が

あるという、難しさもある。（日系コンサル [11～20名] フロント／アソシエイト）

◎

メリットデメリットがあり、判断に迷う。成果評価方法を変えないと正しく評価できない可能性が高い。また、上席に

相談したい際等のコミュニケーションの取り方が難しい。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネー

ジャークラス（次⾧等））

◎ もともと、自宅の1室が事務所となっておりました。（日系不動産鑑定士 [1～10名] 経営／役員）

◎
やってみると却って効率が良いところがある。既存顧客については、メール、Zoom等でも十分にコミュニケーション

が取れることがわかった。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
よりPC環境が皆様整えば、よりスムーズになるのだと感じました。（外資系ＡＭ [11～20名] フロント／シニアマネー

ジャークラス（次⾧等））

◎

リモートワークのインフラが整っていれば、非常に有効。ただ、緊急事態宣言下では、リモートワークではなく、自宅

待機という人が多かったと思うので、今後本当の意味でのリモートワークを継続するには、本人、マネジメントともに

リモートワークに対しての理解が必要に思います。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次

⾧等））

◎
ワークライフバランスが劇的に改善。通勤とオフィス環境の負担がない分ストレスも減った。（日系法律事務所 [100名

以上] バック・ミドル／部門⾧）

◎ ワークライフバランスに寄与する。生産性は落ちない。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

Q11 テレワークについて意見・コメント

15
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙1）

別紙１ ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q11 テレワークについて意見・コメント

◎ 移動時間・経費不要（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎ 家族と一緒なので仕事に集中できない。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎
会社組織として従来と遜色なく機能しており、むしろreturn to OFFICEの必然性を感じない（外資系ＡＭ [1～10名] フ

ロント／アソシエイト）

◎
監査の委嘱者、受嘱者ともにミーティングや協業のオンライン化と文書のペーパーレス化が進み効率的になった。オ

フィスの将来的な見直しも想定される。（外資系会計監査法人 [100名以上] 公認会計士／アソシエイト）

◎ 規定、ルールの制定が喫緊の課題です（弊社では）（日系ＡＭ [31～40名] 経営／役員）

◎ 業務が効率的になったと感じます。（外資系不動産業 [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ 業務と業態による（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
業務をいかに効率的に遂行するかの気付きをもたらした点が何よりも重要。電子印の普及等を経て定着すると思う。

（日系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

◎ 決算作業等に影響があったが、今後の業務効率化につながりそうである。（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

◎
現場で作業する必要がない限りテレワークで十分だと思うが、新しく会った人と信頼関係を築くのが難しいかもしれな

い。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎
効率は落ちますよね。。。ただ、通勤のストレスは軽減されますし、自由な時間に好きなだけ仕事ができるのはいいこ

とかと。（日系不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎ 今後も継続したい（日系ＡＭ [41～50名] 経営／マネージャー）

◎
昨年よりTEAMSやZOOMを導入していた為（外資系ＡＭ [1～10名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧

等））

◎
使い方と取引先次第の部分はありますが、移動時間も掛からないため、時間的効率性あり（日系ＡＭ [21～30名] フロ

ント／部門⾧）

◎ 思ったより生産性が高い（日系金融関係の研究所 [51～99名] 経営／役員）

◎
紙ベースの業務やハンコ文化の改善がない限り、リスクを冒して出社する社員が発生してしまう現実に直面した。（外

資系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

◎
自宅でも、電話会議やビデオ会議を利用して業務ができることを再認識できました。（日系ＡＭ [21～30名] フロント

／部門⾧）

◎
自宅に自分の部屋があり、配偶者も別室で勤務しているためストレスがない。ただ、人恋しくはなった（日系ＡＭ [51

～99名] フロント／部門⾧）

◎
自分に規律を持てる人でないと生産性は落ちると思います。（日系不動産業 [1～10名] フロント、バックの両方／マ

ネージャー）

◎ 社員の業務遂行能力が「見える化」した。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎
従来の業務の置き換えと考えると有効性60%(感覚)。新たなツールとして100%以上有効になる方法を模索（日系設計事

務所 [1～10名] 経営／役員）

16
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙1）

別紙１ ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q11 テレワークについて意見・コメント

◎

出勤している時は仕事している風で実は何にもしてなかった、テレワークになった途端持ち前のコミュ障を全力発揮し

てチームがワークしない人、というのがテレワークによって明るみになりました。（日系ＡＭ [51～99名] バック・ミ

ドル／マネージャー）

◎ 承認や捺印等のオンライン化拡充が必須（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎ 新しい働き方の一つとして定着していくと思います。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎ 人事システム（育成及び評価制度）の見直しが課題になっている。（日系ＡＭ [31～40名] フロント／部門⾧）

◎ 生産性が上がる。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎
前々からテレワークやテレビ会議を導入していたようで、滞りなく仕事できています。平常時に戻ってからも金曜日は

永久的にテレワークになるという構想があります。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

◎ 対人、通勤のストレスが大きく削減される。（日系データ提供 [100名以上] 技術職／アソシエイト）

◎
但し、不動産新規取引について、情報交換できないことや顔を合わせた打合せができないことはマイナス。（日系ＡＭ

[11～20名] フロント／役員）

◎
通勤がない分、家事ができ、職務空間も快適。光熱費が上がり、全体でみるとCO2増に繋がらないか。（日系不動産業

[100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

◎ 通勤ストレスの減少  業務効率向上（日系ＡＭ [31～40名] バック・ミドル／アナリスト）

◎
通勤の時間と労力を省略出来る。仕事に集中出来る。気分転換になる。家族関係が充実する。（外資系コンサル [100名

以上] 多機能兼務／専門職）

◎ 通勤の負担が軽減されたことがよかった。（日系コンサル [51～99名] 研究員／客員研究員）

◎
通勤時間、電話対応、社内の無駄な業務がなくなり、生産性が大幅に上昇していると思います。（外資系不動産業 [51

～99名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎

通勤時間が有効に使えて非常に快適な生活。ただし、毎日で外に出なすぎる、人に合わなすぎるのは少し精神的・肉体

的にも不健全に感じる。（私の場合週2日別の仕事しているので週3テレワークでちょうどよいと感じている）（日系コ

ンサル [100名以上] フロント／アナリスト）

◎

通勤時間の解消に伴う時間の有効活用とストレス解消が最大のメリット。  仕事の効率性は維持できている。  対面営業

がオンラインで可能となれば、営業部門の効率もある程度担保可能。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエ

イト）

◎
通勤時間の有効活用、今後は個人としての席が不要となりスペースの有効活用が可能（日系コンサル [100名以上] 専門

職／アソシエイト）

◎

通勤時間ロスがなく効率的。会議等はリモート代替で必要十分。自宅に専用の執務スペースがあるので業務効率も高

い。（日系コンサル [21～30名] 専門職（コンサルタント）／シニア・コンサルティング・フェロー（調査研究業務の

相談役））

◎ 通勤時間を他のことに充てられるので非常に有効。（外資系事業会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎ 都心勤務ではないので、インパクトはありませんでした。（日系建設業 [11～20名] 経営／役員）

◎ 働き方改革の一つとして活用が大事だと思います。（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）
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◎

非常に効率よく、業務のスピードがアップするので、業務量は通常勤務より多く処理できる。通常の業務をこなしなが

ら、他の個人の事もできる。今後も継続したい。但し、現在は不動産取引が止まっている状況なので、実際に取引が動

き出した場合は、交渉など対面業務が増えることとなる。（外資系不動産業 [51～99名] 経営／部門⾧）

◎
無駄な出社やMTGがなくなり、遠隔地でのやり取りも円滑に進めることができるようになった。（日系不動産業 [1～

10名] 経営／役員）

◎
役割及び自宅での勤務環境によって、非常に有効。個室が望ましく、モニターの設置が当社の場合必須（パソコンと合

わせ2画面）（日系ホテル運営 [100名以上] 役員／役員）

◎
有効か否かについては、各人のスキルやコア人材か否かによろうかと思います。（日系ＡＭ [41～50名] フロント／シ

ニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ 有効だが社員の出来不出来がクリアになる（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

◎
有効な一方、社内周囲の動向がわからない、気軽に相談できないのはマイナス点。（日系ＡＭ [51～99名] ／シニアマ

ネージャークラス（次⾧等））

◎ 有用な業務とそうでない業務がある（日系ＡＭ [100名以上] 経営／役員）

◎ 夕食・お風呂後にも仕事ができる（日系IT会社 [51～99名] フロント／マネージャー）

◎ 予想以上に生産的で  かつワーク・ライフバランスが改善した（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門⾧）

〇 PC等のインフラが十分に整っておらず、ストレスあり。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇 あくまでも選択肢としてあり得るものの、通常の業務より効率は落ちる。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

〇 インターネットの回線整備と椅子や机などの環境整備が必要（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アソシエイト）

〇
インターネット環境やOA機器が整っていれば有効と思います。但し、今回は急な事態のため、準備が整っておらず、有

効ではないです。（外資系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

〇
オフィス環境（特にプリンター環境）の限界が解消されれば申し分ない（日系コンサル [100名以上] フロント／シニア

マネージャークラス（次⾧等））

〇
コミュニケーションが簡素化され、効率が上がった。  ただ、週に一、二回は顔を合わせてチームなどで話ができると

良い。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アナリスト）

〇 コロナの第二波を防ぐには必要かと思う。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
それほど違和感はないですが、新規顧客の開拓などには、不向きな様に思えます。（日系コンサル [1～10名] 経営／役

員）

〇 だれか感染者でても部門一個全滅しない（外資系小売の不動産管理部門 [100名以上] 経営／アソシエイト）

〇
デスクワーカーは飛躍的な業務効率化が図れる。一方、ＢＭなど現場メインの業種には不向きである。（日系不動産業

[51～99名] フロント／マネージャー）

〇

テレワークでも仕事は可能。但し、経済がほぼ止まっているからできている部分はある。緊急事態宣言が解除になって

から、どれほど有効かは分からない。部分的な採用にとどまるのではないか。（日系不動産業 [100名以上] フロント／

マネージャー）
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〇 テレワークによって各自の業務貢献の高低が明るみになった（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

〇 やってみると以外と価値がある。（日系建設 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇
以前より育児、介護中社員のテレワークを進めていました。人材確保に非常に有用な制度と存じます。（外資系不動産

業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇 意外と有効であることが実際に行って分かった。（日系ＡＭ [41～50名] 経営／役員）

〇

一人でやる作業については集中でき業務効率があがる  webで資料を共有しながら打合せができてその場で修正など業

務効率があがる  大人数のwebセミナーでもチャット等の利用で双方向に意見が活発となる  ちょっとした雑談など生ま

れない  webや電話でつながっていない間の他のメンバーのことが分からない  さみしい  100％テレワークではなく、

半々くらいのイメージが自身の業務にとってはマッチする。（日系不動産業 [41～50名] フロント／マネージャー）

〇
営業職と非営業職ではテレワークの活用方法が全く異なっており、特に営業職は、行動管理や営業状況などの報告方法

が難しい。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

〇
押印のためだけに役職者が出社。社内決裁上仕方ないが、今後は社内に関しては押印を止める方向で進める。（日系Ａ

Ｍ [100名以上] 経営／部門⾧）

〇
会議に要する時間がリアル会議より多くかかる。発言の順番をかなり待つのでストレスフルである。（日系不動産業

[100名以上] フロント／部門⾧）

〇
会社のインフラ面においてIT化が進んでおらず、テレワークで対応できない業務があるため、限界がある。（日系不動

産業 [100名以上] 経営／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇

会社のテレワーク環境は不十分であったが、コロナを機に前倒しで環境が整う見込み。リモートの利便性も、対面の重

要性も再認識した。これを機に社会環境も進化して欲しい。（日系ＡＭ [21～30名] バック・ミドル／シニアマネー

ジャークラス（次⾧等））

〇 各種団体の総会、理事会等への対応は未だ困難（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

〇 完全在宅移行でなく、今後は出社勤務と併用したい。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇
完全在宅勤務だと不便な面が目立ったが、必要に応じて、全社で計画的にシフト体制をとり、出社できればむしろ効率

的と思う。（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
慣れの問題と、自宅PCがノートPCで画面が小さいこと、接続がしばしば不安定などから、データの推計を行う場合か

なり苦労しています。（日系不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／社員ではないものですから・・）

〇
監視下に置かなくても自発的に働く社員にとっては作業時の生産性は上がる（日系通信 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

〇 既存の人間関係の中で仕事はできるが、新規が難しい。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

〇 業務効率という観点からは、手段は多い方が良いと考えます。（日系コンサル [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇
業務性質、相応の事前準備の有無、業務フローの見直し等の程度により有効性が変わる（日系ＡＭ [11～20名] バッ

ク・ミドル／部門⾧）

〇

顧客対応や現物決済のためどうしても出社する必要がある場合があるが、一定程度の業務はテレワークにより行うこと

ができることが分かった。出社率30%では新規業務の提案ができず、出社率50%で一部の提案業務ができるイメージ。

（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）
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〇 在宅ワークとオフィスワークの相違点：業務環境の個人差が明確になった（日系不動産業 [21～30名] 経営／部門⾧）

〇 作業効率は格段に落ちるが、なにもできないよりは有効である。（日系ＡＭ [1～10名] バック・ミドル／部門⾧）

〇
時間外労働は通常勤務時から減るだろうと想定していたが、さほど減らない。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミ

ドル／マネージャー）

〇
社⾧個人の立場で言えば有効性はあり、ただ、社員で言えば、弊害も相応にある。テレワークの有効性は、企業規模や

職種によると考える。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

〇

社内他部署間との定型ルーティン事務はほぼ問題なくテレワーク対応可能ですが、名刺交換からはじめる顧客訪問営業

などの活動をどう推進すべきか悩んでおります。（日系不動産投資顧問様向けITサービスおよびBPOのご提供 [100名以

上] フロント／マネージャー）

〇
集中して資料作成するような仕事は向いている。ちょっと人と話すということができないのが不便。（日系建設業 [100

名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇 出張等の移動や打合せ場所調整が不要になるなど効率的（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇 新規顧客開拓には不向き、不動産AM業従事者におけるITリテラシーが低い（日系ＡＭ [21～30名] 経営／役員）

〇 成果主義が進んで格差が広がる（良し悪しの評価ではありません。）（日系飲食業 [100名以上] 経営／役員）

〇
想像以上にテレワークは機能したが、これが終日継続前提であれば、自宅のインフラ整備（回線、PC、モニター、電

話）等をより充実させる必要があるように思います。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

〇
⾧年沁みついたサラリーマン生活から抜け出せず、まだ慣れません。（日系不動産業 [11～20名] バック・ミドル／シ

ニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 通勤がないのはストレス軽減になります（日系医療機器 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

〇
通勤時の感染リスク低減や通勤時間の削減はメリット。  一方、コミュニケーションの質や量の低下はデメリット。

（日系運輸業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇 通勤時間がないことが魅力（外資系小売 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇 通勤時間の大幅な削減（日系イベント関係 [1～10名] フロント／特になし）

〇 通信速度の遅さ、作業性の悪さはあるが大部分の仕事は可能（日系コンサル [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇
電話会議ならでは説明の仕方、工夫は必要であるが、双方移動時間も無い為、使い方によっては有効である。（日系不

動産業 [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
当初はいろいろ支障があって大変ではないかと懸念してましたが、思った以上にテレワークが機能することを実感して

います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇 日本の雇用体系を変化、リノベーションするには良い～～機会では？（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

〇
物理的にオフィスでないとできない作業はスタックするのでそれが不便。（外資系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／

アソシエイト）

〇 無駄な業務、非効率な業務を仕分け出来たと思います。（日系不動産業 [51～99名] バック・ミドル／アソシエイト）
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〇
有効と思われるが、生産性向上有無や業績への影響についての評価はまだ出来る状況にない。（外資系ＡＭ [11～20名]

経営／役員）

△

・ジュニアの人が独力でできる仕事が少ない（知識、経験、判断力）のでテレワークでは時間を持て余すことになる。

・指導者はテレワークでは十分に指導できない。という大きな問題点があります。  ジュニアでなくても新入社員は時

間を持て余すことになるし、なじむまでに、力を発揮するまでに、より多くの時間を要することになり、非効率です。

ベテラン社員ばかりの職場であればデメリットは少ないと思います。（日系ＡＭ [51～99名] ミドル、フロント／部門

⾧）

△
ITインフラの不備が効率悪化に繋がっている（日系独立行政法人 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャーク

ラス（次⾧等））

△ インターネット環境が悪く非効率（日系会計事務所 [100名以上] 経営／役員）

△ テレワークでできることは限られている（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

△ やはり生産性が低い（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

△
よほど自律できる人でなければ、テレワークの作業効率は落ちると感じます。（日系コンサル [100名以上] フロント／

シニアマネージャークラス（次⾧等））

△
営業のため、人に会ってなんぼの世界なので  PC、電話のやり取りだけでは限界を感じます。（日系製造業 [100名以

上] フロント／マネージャー）

△
営業活動はFace to faceの方が効果が高いと思う（外資系不動産業 [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス

（次⾧等））

△
営業的な業務についてはテレワークは有効ではないが、業務の中には有効なものもある（日系ＡＭ [11～20名] フロン

ト／部門⾧）

△ 環境が整っていない会社の方は仕事が進まないと言っていた。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

△
業務プロセスや人事評価制度等を抜本的に見直さなければ、主の働き方にはなれない。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／

部門⾧）

△
業務基準、権限が明確ではない中、またIT環境が整備されていない中のテレワークはストレスでしかない。（日系ＡＭ

[41～50名] フロント／マネージャー）

△ 効率的ではないが、今後もやらざる負えないと思う（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

△
巷でマスコミなどがその有用性を喧伝していますが、職種によると考えます。現場を持つ業務は対応は限られます。

（日系貸しビル業 [21～30名] 経営／役員）

△

作業としては何ら支障がなく、ストレスもあまりない。  コミュニケーションという点においても、ビデオ会議システ

ムがなくても大きな支障にはなっていない。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧

等））

△ 事務作業は可能だが、人と会う商談、交渉はできない。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

△
社内検討業務や書類作成はテレワークで可能。建設業での新規営業開拓にはテレワークでは難しさを感じる。（日系総

合建設業 [100名以上] フロント／マネージャー）

△
社内承認のフローは遠隔対応になっても、押印などは書面回付が必要であり、不動産取引時にも書面のやり取りや現物

確認が必要である為、在宅でできる業務が限られる。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

21

© MUC Inc. All rights reserved.



テレワーク実態調査結果報告書 （別紙1）

別紙１ ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q11 テレワークについて意見・コメント

△
職種による部分が大きく、同様の生産性を生めるかといえば疑問な点がある。（日系不動産業 [41～50名] バック・ミ

ドル／一般社員）

△ 全社でするのではなく、有効な部署だけ行えばよいと思う。（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

△
全社員へのポータブル情報端末の貸与、インフラ環境整備を含め社内のIT化が進んでいないため。（日系不動産業 [100

名以上] バック・ミドル／マネージャー）

△ 担当業務による（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

△
賃貸仲介（シンガポール）につき現地に出向く必要があります。テレワークでは完結できません。（日系不動産業 [21

～30名] フロント／マネージャー）

△
不動産業は人との面会が基本的な営業スタイルなので、中々テレワークで営業活動を行うことが困難（日系不動産業 [1

～10名] 経営／役員）

？

会社実印等の押印手続きが必要な作業がある職種のためテレワークができないが、そうは言っても毎日ではないため分

散出勤ができるのではないかと考えている。（日系不動産業 [31～40名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス

（次⾧等））

？
元々業者間取引が多く電話とメールが仕事の7-8割を占めており、世間で云うテレワークと乖離している感がありま

す。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

インフラ整備が不十分なため評価困難（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙2）

別紙2 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

◎ Web独特の有効性を高める方法を模索する必要がある。（日系設計事務所 [1～10名] 経営／役員）

◎
WIFI環境に左右、データ容量的にLaptop PC機能しない場合あり、画面サイズ的に携帯電話でのApp機能しない場合あ

り（日系ＡＭ [21～30名] 経営／役員）

◎
zoom会議が会議全体の半数以上です。遠隔地とのやり取りがリアルタイムで出来て便利です。（日系ＡＭ [11～20名]

フロント／アソシエイト）

◎ カメラをオンにしていないと相手の表情が読めない。（外資系小売 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎
その場でExcelやPPT, Wordを共有で操作しながらのミーティングとなるため効率が良く、クライアントの理解も深化す

る（外資系会計監査法人 [100名以上] 公認会計士／アソシエイト）

◎
ペーパーレス、資料共有が容易。会議室確保が不要。他人数でもリアルタイム共有できる。（日系ゼネコン [100名以

上] フロント／部門⾧）

◎
ミーティングには向くが、セミナーには向かない（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャーク

ラス（次⾧等））

◎
よく利用している。コロナ収束後も活用したい。（日系デベロッパー [100名以上] フロント／シニアマネージャークラ

ス（次⾧等））

◎ 移動時間と経費削減（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎
移動時間の節約につながるため非常に有用。利用する目的を整理し、オンラインオフライン併用していきたい。（日系

ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ 会議室への場所移動が無い、会議の日程調整がラク（外資系事業会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎
議題を明確にして望まなくてはならないので、効率化になっている。（日系不動産業 [1～10名] フロント、バックの両

方／マネージャー）

◎ 現実の会議よりもダラダラとしゃべる事がないように思う（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

◎ 現状問題無く会議も出来ているが、通信環境等の不備がまだ残る（日系建設会社 [100名以上] フロント／アナリスト）

◎
効率的。（日系コンサル [21～30名] 専門職（コンサルタント）／シニア・コンサルティング・フェロー（調査研究業

務の相談役））

◎
資料のハードコピー準備といった旧態依然の会議から脱却する良い機会と思料する。（外資系ＡＭ [100名以上] バッ

ク・ミドル／部門⾧）

◎
実際会ってみないとわからない温度感というものがあるので、WEB会議と会議室での会議を使い分ければよいと思う。

（日系土地家屋調査士 [1～10名] 経営／役員）

◎
社外の方については、基本会って話す方が効果は大きいと思います。社内は基本Web会議でOK。（日系不動産鑑定会

社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎
社外打合せでのWEB会議で使いました。社内では行っていない。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マネー

ジャー）

◎ 出張費の削減、時間の削減（日系不動産業 [1～10名] フロント／アソシエイト）

◎
初対面の場合は距離感に苦労する。ある程度リアルでの関係が構築出来ている場合はストレス無く対応出来る（日系Ａ

Ｍ [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎
新規営業や交渉事には不向き。地域をまたいだプロジェクトチームや、社内打ち合わせでは非常に有効。（日系ホテル

運営 [100名以上] 役員／役員）

Q15 WEB会議について意見・コメント
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙2）

別紙2 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q15 WEB会議について意見・コメント

◎
全くの新規先以外は、外部とのmtgでも有効に活用できると感じた。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／シニア

マネージャークラス（次⾧等））

◎ 全てweb会議は難しいが 非常に有用です。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎
対面と同等以上の成果を実感している。  移動時間が不要。余計な話題が出づらい。（日系不動産業 [100名以上] フロ

ント／アソシエイト）

◎ 対面の会議より招集がかけ易い。（外資系非営利団体 [100名以上] カントリーマネージャー／部門⾧）

◎ 対面会議と遜色ない。但、電話会議のほうが有用と思われる。（日系不動産業 [51～99名] フロント／マネージャー）

◎
段々慣れてきた。打合せの内容によっては直接会って会議した方が良いものもある。（アイディア出しのような議題）

（日系建設業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎ 通常の会議より、時間、資源の観点からずっと効率的だと思う。（日系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

◎ 通信環境が悪いと音声に影響があり、会議に支障が出る（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アシスタント）

◎ 通信環境の改善が必要（日系ＡＭ [100名以上] 経営／役員）

◎ 通信環境やハードウエアによるため、社員間の公平性確保が必要（外資系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

◎ 通信状態により、聴きづらいことがたまにある（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

◎ 同じ場所に集まる必要がないため、参加しやすい（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

◎ 必ずしも対面する必要のない会議は有効（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
必ずしも同じ場所に集まる必要はないと感じました。WEBでも議論を深める事が出来ました。（日系不動産業 [51～99

名] バック・ミドル／アソシエイト）

◎ 必要なことを必要なだけ話して終了できるので無駄がない（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アナリスト）

◎ 不具合はある（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎
無駄な議論が減った。進行内容をしっかり練ってから行うようになったので、会議がコンパクトにまとまるようになっ

た。（日系法律事務所 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

◎ 無駄な時間が減った  しっかりした進行役が必要（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門⾧）

◎
無駄に話が引き延ばされたり⾧くならなず、簡潔に完了するので良いと思います。（外資系ＡＭ [31～40名] バック・

ミドル／アシスタント）

◎

無駄話が少なく短時間で終わる。多人数のMTGに際し、打合せ日時設定など、移動時間を含めた各人のスケジュール調

整に時間がかかっていたが、当日開催できる。リアル面談は、１日４件程度がMAXであったが、今は午前中でおわる。

効率が良い。但し、ミスコミュニケーションが起こる可能性があるので、別の注意が必要。（外資系不動産業 [51～99

名] 経営／部門⾧）

◎
無駄話は無く、効率的な運営が求められる。最も無駄がない分空気感も連帯感も沸きにくい。（外資系コンサル [100名

以上] 多機能兼務／専門職）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙2）

別紙2 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q15 WEB会議について意見・コメント

〇

SkypeやZoom会議には良い面もあれば不足する面もあると実感しており、一部は有効でもあるがしかし全面的に有効で

はないとの認識です。（日系不動産投資顧問様向けITサービスおよびBPOのご提供 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

〇
Web会議では伝わらないものもある。大人数だと発言者が限られる。（日系金融関係の研究所 [51～99名] 経営／役

員）

〇
Web上で共有しているスケジュールを対面で報告するような無駄な会議等は少なくなったと感じております。（日系コ

ンサル [100名以上] フロント／アシスタント）

〇
いちいち予約しなくてはいけないのが面倒。まだ設備が不十分。（日系医療機器 [100名以上] バック・ミドル／アソシ

エイト）

〇
こちらも議題や参加する社内外の数によろうかと思います。（日系ＡＭ [41～50名] フロント／シニアマネージャーク

ラス（次⾧等））

〇
ちょっとした温度感がわからないので、初めての方とは面談の方が望ましいと思う（日系不動産業 [1～10名] フロント

／部門⾧）

〇 ハウリングや、通信環境など対処が必要な部分もある。（日系データ提供 [100名以上] 技術職／アソシエイト）

〇 ブレストは画面サイズの制約を感じます。（日系建設業 [11～20名] 経営／役員）

〇 まだ情報漏洩や秘匿等のセキュリティーに不安（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇
画像、音に若干の時差を感じ慣れないとやりづらかった。  但し、資料の共有が用意であり、アポイント調整はしやす

い。（日系不動産業 [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
会議の質が通信環境に大きく左右される。また、資料を見ながらの会議に難がある。（日系運輸業 [100名以上] バッ

ク・ミドル／マネージャー）

〇
会社提供のシステム・ツールおよび使用者の機能習熟度がより充実すれば、今度更に有効になる（日系ＡＭ [100名以

上] バック・ミドル／マネージャー）

〇
回線が安定しないことがあり、音声の聞き取りやすさ含めて電話会議が一番安定する。（日系ＡＭ [51～99名] フロン

ト／マネージャー）

〇
慣れれば問題ないが、システムの強化が必要。つながらない、途切れるなどの現象により会議が成立しないこともたま

にある。（日系コンサル [100名以上] フロント／アナリスト）

〇 議論のテーマが明確な会議には向いていると思う（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

〇 雑談時間が減るため、本来の会議内容のみで話が進み、合理的。（日系イベント関係 [1～10名] フロント／特になし）

〇
使用システムにより、セキュリティ上の使用可能性や声質、使い勝手がかなり違う。（外資系ＡＭ [1～10名] 経営／役

員）

〇 事前準備の有無により有効性が変わる（日系ＡＭ [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

〇 手段は多い方が良いと思います。（日系コンサル [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇
情報共有（報告含む）については有効だが、やや困難な交渉・協議となると、やや難しい。（慣れの問題とも思えな

い。）（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

〇
全員でFace to Faceに話せたほうが良いですが、現状鑑みると十分とも言えます（外資系ＡＭ [11～20名] フロント／

シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 相手の言いたいことの意図が取りにくいのが難点（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙2）

別紙2 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q15 WEB会議について意見・コメント

〇
単なる電話会議と比較して、も相手の表情を見ながら話が出来るのは安心感がある。画面共有などのテクニックを身に

着けたい。（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
⾧年沁みついた紙文化から未だ抜け出せません。（日系不動産業 [11～20名] バック・ミドル／シニアマネージャーク

ラス（次⾧等））

〇 通信環境が安定すれば問題ない。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇
電話会議とWEB会議が半々のイメージ。相手方の状況次第だが、電話会議よりはWEB会議の方がコミュニケーション

を取りやすいと感じている。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

〇 肌感覚が分かり辛い（日系不動産TECH [21～30名] バック・ミドル／部門⾧）

〇 疲労度が高い気がする。（日系建設 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇 文字が小さい資料が共有しにくい。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇
聞き返すまでもないが音が切れてしまい、前後の内容から判断することが多くある。（日系不動産業 [100名以上] バッ

ク・ミドル／アソシエイト）

〇
報告程度であれば良いが活発な議論を交わすのは少々難易度が上がる。リアルタイムに画面共有出来るのは良いが、リ

アルでやった方が尚良い（日系通信 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇 役に立つのは間違いないと思われる。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 有効だが、顔が見えないため状況判断が下しにくい場合もある（日系製造業 [100名以上] フロント／マネージャー）

△ WEB会議では伝達できない情報が多い（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

△
画面越しのやり取りのため、直接の会議と比較すると  各人の意思・感度のレベルが掴みにくい。（日系不動産業 [100

名以上] バック・ミドル／マネージャー）

△ 会議については直接顔を合わせて行った方が有効だと思いました。（日系コンサル [1～10名] フロント／部門⾧）

△ 会話に花が咲かない（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

△ 重要な商談に向かないと思う（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

△
定例報告等の規定演技であれば有効だが創造的なアイディアは生まれない。オフィス内の雑談や対面でのブレストは貴

重。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／部門⾧）

？
実際に会うのとメール・電話でのやり取りの中間的役割となっていくでしょう。遠隔地同士では有用かと考えます。

（日系貸しビル業 [21～30名] 経営／役員）

？
Web面談が一度だけなので有効が否か良く分からない。移動時間は短縮効果ありと思った。（日系不動産業 [1～10名]

経営／役員）

今後導入予定（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙3）

別紙3 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

◎
15と同上  ※面接は商談の意で回答しています。採用面接ではありません。（日系不動産業 [100名以上] フロント／ア

ソシエイト）

◎ 以前より実施済。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マネージャー）

◎ 移動時間を短縮することができて便利になった。（日系土地家屋調査士 [1～10名] 経営／役員）

◎ 遠隔地の方にアプローチできる事は良い側面もあるように感じる。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

◎ 海外に居る役員面接で経験した（外資系非営利団体 [100名以上] カントリーマネージャー／部門⾧）

◎
現実的に合って面談しているのと差がないと思われる。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス

（次⾧等））

◎ 効率的で無駄がない。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎ 今後はこれが主流になるかもしれません（日系ＡＭ [100名以上] 経営／役員）

◎
最終選考以外であればWeb面接で実施できることが分かりました。（外資系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マ

ネージャー）

◎ 最終判断は、正社員の場合は実面談で本人の雰囲気を確認したい。（日系ホテル運営 [100名以上] 役員／役員）

◎ 時間が有効に活用できる。面談時に手元でメモを見てもバレない。（日系ゼネコン [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
時間調整がし易く、場所の制約もない。わざわざ来てもらう必要もないので、変更もし易い。但し、雰囲気は掴みづら

い。（外資系コンサル [100名以上] 多機能兼務／専門職）

◎ 少人数なので支障ない（日系独立行政法人 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
面接の内容にもよりますが、直接顔を合わせないことによる効果もあるのかと思います（いい意味で緊張がほぐれて

オープンに対話ができる等）（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎ 面接会場で複数人で囲まれるよりも  地の姿あ垣間見れる気がする（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門⾧）

〇 一次面接程度なら有効（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

〇
海外とのやり取りはwebかと思います。面接は相対していた方が良いように思いますが、最近web会議が増えて来たの

で、結局は慣れの問題だと思います。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

〇
外国人との採用面談はテレビ会議が普通。目的をしっかり決めて臨めば十分な効果は得られる。（日系法律事務所 [100

名以上] バック・ミドル／部門⾧）

〇 経験は無いが通常の面接と遜色なしと思う（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇
高いポジションの最終的な面接の段階においては、やはり対面形式が求められるケースがあると想定する。（外資系Ａ

Ｍ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

〇 事前準備の有無により有効性が変わる（日系ＡＭ [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

〇
実際に会うのが一番ですが、電話に比べて、相手のしぐさや表情を確認できるのは利点であると考えます。（外資系Ａ

Ｍ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
実際に面談できないと相手の真意を測りかねるところがあるが、コロナ禍の状況下ではやむなしと思う。（日系ＡＭ

[100名以上] フロント／部門⾧）

Q17 WEB面接について意見・コメント
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙3）

別紙3 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q17 WEB面接について意見・コメント

〇 選考の初期段階ではweb面接は良いが、最終選考では使いにくい。（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

〇 対面と遜色ない為、時間節約にもなりお互い有効かと思う。（日系不動産業 [51～99名] フロント／マネージャー）

〇 電話よりは有効であるが、面前で会う方が相手のことは理解できる。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

〇
表情やその方の持っている雰囲気など、「良さ」の面が画面からは、なかなか伝わりづらい。（日系コンサル [1～10

名] 経営／役員）

〇 雰囲気がつかみづらい点は難点。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

〇
母数が少ない中で今後積極的に活用したいとは考えていない。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネー

ジャークラス（次⾧等））

〇 有効ではあるが、実際に会わないと人柄などが把握できない点が難点。（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

△ やはり人と人のコミュニケーションが重要かと（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

△
縁を繋ぐということは人の根幹ですので、ＷＥＢは当たり外れが多くなると考えます。（日系貸しビル業 [21～30名]

経営／役員）

△
顔和見れてもやはり相手の姿をしっかり見れない為難しいと感じる。（外資系ＡＭ [1～10名] フロント／シニアマネー

ジャークラス（次⾧等））

△
採用面接という観点では、細かな表情が見られない点でネガティブ（日系コンサル [100名以上] フロント／シニアマ

ネージャークラス（次⾧等））

△ 比較で言えば対面のがいいが、Webしかないなら何とかなる（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

× あり得ない（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

× 目が合わない！雰囲気が実際と違う（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

？ WEB経由で伝達できる情報は限られている（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

？ 遠方面接は移動時間かからないので積極的に利用するメリットあり（日系不動産業 [1～10名] フロント／部門⾧）

？ 画像だけで判断は難しいと思います。（日系建設業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

？
会った時の印象などが重要な面もあり、経験はないものの、ややネガティブなイメージ（日系ＡＭ [11～20名] フロン

ト／部門⾧）

？ 今後積極的に活用を検討。（日系設計事務所 [1～10名] 経営／役員）

？

仕事のスキルのみであれば問題ないとWEB面接でも良いと思いますが、仕事をする上では人間性を感じる事も判断材料

としては必要だと思いますので、その部分では対面も必要かなぁと思います。（日系イベント関係 [1～10名] フロント

／特になし）

？ 実際どーなんでしょう？（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

？
実際に対面しなければわからない雰囲気等を感じることができるのかわからない。（日系不動産業 [31～40名] バッ

ク・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙3）

別紙3 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q17 WEB面接について意見・コメント

？
新卒いわく 威圧感があるそうです。特に何故かベテランクラスは下からカメラが多く怖いらしいです。言われてみれば

その通り。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

？
対面面接とは異なる評価スキルもあると思うので、それは勉強したい。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマ

ネージャークラス（次⾧等））

？ 中途採用のみであるため現状はフィジカルで面談しています。（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

？
無断欠席を考慮すると、WEB面接では少なからず会議室を有効に活用できるのではと考えております。（日系コンサル

[100名以上] フロント／アシスタント）

一次面接では有効。（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙4）

別紙4 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「検討中なのでわからない」

◎
「研修」だけだと、もはや集まる必要がないくらい有効ですね。人脈交流を考えると、足りないところがあるかな、

と。（日系不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎ COVID-19対策とは関係なく実施している（外資系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

◎ インタラクティブにはなりにくい（日系ＡＭ [21～30名] 経営／役員）

◎
コンプライアンス研修などはコンプライアンス担当者から説明を受けるよりも良いのではないかと思います。（外資系

ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
セミナー会場に行く必要がないので、むしろ便利に感じました。遠くの会場だと参加を躊躇するような研修にも気軽に

参加できてよかった。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
どこからでも受けることが可能。参加率は高くなる。  必要な項目だけを聞き逃さなければ他の業務と「ながら」で対

応できる。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎
ライブ感に欠けるが、全員の顔が見えるので、返って集中する。疲れる。（外資系コンサル [100名以上] 多機能兼務／

専門職）

◎ リアル研修とは違う準備が必要。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎ 移動の時間を取らずに研修を行えることはメリットである（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

◎ 移動時間の短縮のため（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
研修は一方的になりやすいですが、チャット機能や投票機能を併用すると参加型研修が可能、会場準備やペーパー資料

不要なので非常に有効（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎ 研修は上から一方的な発言なんで有効。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

◎ 効率的で良い。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎
講義を受講する等はWEBで十分だと思う。（日系不動産業 [31～40名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス

（次⾧等））

◎
参加者からの意見等の発言のタイミングが難しい一面もある（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／マネー

ジャー）

◎
集中できる時間帯や、業務の合間の隙間時間で受講することができるため有効かと存じます。（日系コンサル [100名以

上] フロント／アシスタント）

◎ 知識の習得なら移動の時間・費用の削減（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎ 録画ができる（日系IT会社 [51～99名] フロント／マネージャー）

〇
2画面ある環境なら、1画面で研修を見ながら、別画面でメモが取れるのが便利だと思った。（日系建設業 [100名以上]

バック・ミドル／マネージャー）

〇
テレワークで業務が進まない経験が少ない社員の研修に利用。日常的な合わない為、会社方針か危機感などを研修を通

じて、共有する。（外資系不動産業 [51～99名] 経営／部門⾧）

〇 ものによる。安いしよい（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

Q19 WEB研修について意見・コメント
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙4）

別紙4 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「検討中なのでわからない」

Q19 WEB研修について意見・コメント

〇
意見交換を多く要する内容やワークショップ型の研修は難しいと思う（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネー

ジャー）

〇 一方的な話であればWEBで良いと思う（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇 経験していないものの、研修はWEBでも問題ないのではないか。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

〇
研修に意欲があれば全く問題ないが、意欲がないまま強制的に参加させる場合には効果がないと思われる。（日系ＡＭ

[100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
講師からの発信に偏りがちなことと、質疑応答のキャッチボールがし難い。（日系不動産業 [11～20名] バック・ミド

ル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 講師への質問はしにくい。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇
講師陣サイドのモチベーションかもしれません。オジサンになるほどwebを敬遠する傾向はまだあると思います。（日

系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

〇 試行予定。（日系設計事務所 [1～10名] 経営／役員）

〇
時間に縛られないのはいいが、多数での参加だと質問がしづらい。  1人だと習熟度が測りづらい。  対面の方が緊張感

が保てる。（日系不動産業 [1～10名] フロント／アソシエイト）

〇
自宅で受講するのは賛成しないが、講師がＷＥＢ上で講義し、それを集団で受けるのは有効かと思う。（日系不動産業

[51～99名] フロント／マネージャー）

〇
実際に研修を行うのと比較すればやりづらい部分はあるが、コロナ禍の状況下ではやむなしと思う。（日系ＡＭ [100名

以上] フロント／部門⾧）

〇 受講者の反応が分かりにくい（日系金融関係の研究所 [51～99名] 経営／役員）

〇

受講者側：参加しやすい点があるものの、参加者同士の意見交換がやりにくい。インプット中心の研修ならば有効、ア

ウトプット中心ならば疑問。  講師側：相手の反応がわかりにくいためやりにくい。（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役

員）

〇
必ずしも無効ではないと思いますので、どちらかというと有効かと思います。（日系イベント関係 [1～10名] フロント

／特になし）

〇 有効と考えているが現状のインフラでは対応不能（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

△ WEB研修だと、一方的な研修に陥りやすい。（日系不動産業 [1～10名] フロント、バックの両方／マネージャー）

△
社内で決算説明会を行ったが、リモートのため業務しながら聞く人もいたため、そもそもの説明会の趣旨に合致しない

利用シーンになったため。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

△ 有効性は内容によって異なる（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

× 対面には劣る（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

× 理解度がわかりにくい（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

？ eラーニング導入を検討中（日系ＡＭ [31～40名] フロント／部門⾧）
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙4）

別紙4 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「検討中なのでわからない」

Q19 WEB研修について意見・コメント

？
教室形式の座学は問題ないと思う。グループワークなどは工夫が必要かもしれない。（外資系ＡＭ [100名以上] バッ

ク・ミドル／部門⾧）

？ 研修予定であるが、まだ未研修のため「わからない」と回答（日系ＡＭ [1～10名] バック・ミドル／部門⾧）

？
私はweb研修を受講していませんが、新人研修はwebで行ったようです。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソ

シエイト）

？
自分自身は参加してないので具体的な評価はできませんが、新入社員研修はWEB研修だったと聞いています（日系不動

産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

？ 担当でないので不明（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

？ 担当外なのでわからない（日系ゼネコン [100名以上] フロント／部門⾧）

？ 導入していない、するつもりもないのでので分からない（日系製造業 [100名以上] フロント／マネージャー）

？
労安法特別教育等、法定講習では既に提供されているものもあるので抵抗はありません。（日系建設業 [11～20名] 経

営／役員）

わからない（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

経験なし（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）

検討しておらずわからない（外資系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

自分では経験していないのでわからない。（日系建設 [100名以上] フロント／マネージャー）

体験していないため不明（外資系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

内容による（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））
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テレワーク実態調査結果報告書 （別紙5）
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◎ 1時間程度でテーマを変えて隔日にでもやって欲しい。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

◎
2画面ある環境なら、1画面で研修を見ながら、別画面でメモが取れるのが便利だと思った。（日系建設業 [100名以上]

バック・ミドル／マネージャー）

◎
WEB研修同様、隙間時間に受講できるため有効に感じております。（日系コンサル [100名以上] フロント／アシスタン

ト）

◎
セミナーの多くは、配布される資料に基づいて行われることも多い為、そのような種類の研修やセミナーであればWeb

でもあまり変わらないと感じた。（日系不動産業 [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ セミナーは全てWebinarで構わない。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／部門⾧）

◎
わざわざ出向く必要がなく、参加しやすいのでとても便利だと思います。（外資系不動産業 [100名以上] バック・ミド

ル／マネージャー）

◎ 以前より気楽に参加でき、結果、参加率が高まった（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

◎ 意見の一方通行には違和感なし。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
移動が無くて良いが、主催者側の通信状況が不安定な時などがある。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マネー

ジャー）

◎ 移動の時間を取らずに研修を行えることはメリットである（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

◎
移動の時間を節約できるが、ネットワーキングを目的に考えた場合、好ましくない（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミ

ドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ 移動時間など余分な時間が不要で  参加機会が増えた（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門⾧）

◎ 移動時間の短縮のため（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

◎ 移動時間を短縮できるので良い。（日系土地家屋調査士 [1～10名] 経営／役員）

◎ 遠方からでも参加できる。場所の束縛性がない（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

◎
会場がいらない、画面が見やすい（個々のPCなので）、事後的に録画でも見られるなど、メリットが多い。（外資系不

動産業 [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎
会場へ移動する必要が無く、非常に参加しやすい。コロナに拘わらず、今後もWEBでの開催が望ましい。懇親という意

味では、時々集まって開催することも有効だとは思う。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

◎ 会場まで移動しなくても良いから良い（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

◎ 会場費の節約、往訪時間不要が良い点（日系会計事務所 [100名以上] 経営／役員）

◎ 外勤ができない職種の人の学ぶ機会が拡張された。（日系法律事務所 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

◎ 気軽さがいい（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

Q21 Webinarについて意見・コメント
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Q21 Webinarについて意見・コメント

◎
気軽に参加できる。都合も付け易い。移動の時間もエネルギーも節約出来る。但し、集中しにくい。（外資系コンサル

[100名以上] 多機能兼務／専門職）

◎
急ぎの業務がある場合、業務をしながら参加できるので良いと思います。（外資系ＡＭ [31～40名] バック・ミドル／

アシスタント）

◎ 緊急事態宣言下、無料で視聴できるWebinarが増加したので有難かった。（外資系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

◎
緊急事態宣言下では情報収集に役立ちました（日系不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／社員ではないもので

すから・・）

◎ 研修と同じです。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎
現場にいるのとそう違いを感じない。質疑も提出しやすい。平時も現場参加とウェビナー参加を両立したらよいのでは

と思う。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

◎ 効率的で良い。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

◎ 今後、積極的に参加したい。（日系デベロッパー [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

◎ 参加しやすい。参加のハードルは下がる。（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

◎ 時間が有効に使える（日系ゼネコン [100名以上] フロント／部門⾧）

◎
大和塾主催者側ですが、Webセミナーは音質が超大事ですね。あとこちらも交流がないと物足りないかな、と。（日系

不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

◎
聴講者の意見をリアルタイムで拾えるので、運営次第では面白いものになると思う。（日系ＡＭ [100名以上] フロント

／アソシエイト）

◎
聞いているだけのセミナーは、オンラインで十分。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス（次

⾧等））

◎ 有効であるが、講師との接点が作れない。（外資系不動産業 [51～99名] 経営／部門⾧）

〇 WEB研修と同じ（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
サイトへのアクセスに問題が発生し、結果的に参加できないケースはあった。（外資系ＡＭ [100名以上] バック・ミド

ル／部門⾧）

〇 セミナーのようなやや一方通行的なものには一定程度有用化と考えます。（日系貸しビル業 [21～30名] 経営／役員）

〇
セミナー参加するための会場までの移動時間などが不要になるため有効と思います。（外資系ＡＭ [21～30名] フロン

ト／部門⾧）

〇
マーケット情報などはWebinarで十分な気がします。深いところまで質問することは若干難しい面もあります。（外資

系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 リアルタイムの場合、回線の品質により有効性が変わる（日系ＡＭ [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

〇 一方的に聴くことは有効だと思う。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）
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Q21 Webinarについて意見・コメント

〇
開場参加の場合でも机下でスマホいじることがあるので、集中度は変わらないでしょう。（日系建設業 [11～20名] 経

営／役員）

〇 時間と費用の節約。  何度でも復習出来る（日系不動産業 [1～10名] フロント／アソシエイト）

〇
自分に学ぶ目的があり参加するのであれば有用。移動時間の節約になるため。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル

／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇
質疑応答への対応方法を考えた方が良い。より一般論的な話となりがち。（日系コンサル [100名以上] フロント／アソ

シエイト）

〇
実開催の場合と比べ、会場への異動などの手間が省ける点はメリットあり。（日系運輸業 [100名以上] バック・ミドル

／マネージャー）

〇 主催者、受講者双方のPCスキルの熟練度により効果は異なると思います。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

〇 進行役のさばき方次第で有効にもそうでなくにもなる（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

〇 双方向の機会がないと座学になってしまう（日系サービス業 [100名以上] 経営／役員）

〇
他社主催のWebinerには積極的に参加していてたいへん有益です。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マネー

ジャー）

〇
普段会えない人や、有識者の話を聞ける機会が増えている。（日系不動産業 [1～10名] フロント、バックの両方／マ

ネージャー）

〇 話し手のスキルにより、効率性に差がでる（日系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）

△
新卒就活の時に、webの合同説明会に参加しましたが、とても退屈でした。たぶん寝ました。一方的に情報を受け取る

イベントでは、webだと退屈になりがちです。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

△ 全て記録される前提となるので微妙な情報を得ることはできない（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

△ 対面には劣る（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

△ 名刺交換しないと次のアクションに繋げられない。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

？

WEBセミナーの有効性が認識されると思うので、セミナーをビジネスとしている会社にとっては逆風では。講師との人

脈が築ける等の参加するメリットがないと、従前のビジネスモデルは厳しいと思います。（日系不動産業 [100名以上]

フロント／マネージャー）

？
今夜参加を予定してます。自宅にいながら受けられるのでありがたいです。  不動産金融塾でも期待してます笑（日系

ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アナリスト）
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◎
ZOOM飲み会はしていませんが、ZOOMヨガはやりました。  お教室まで通わなくても良いので時間が削減でき有効で

した。（日系製造業 [100名以上] フロント／マネージャー）

◎ タバコのにおいが服につかなくなるので、清潔で良い。（日系土地家屋調査士 [1～10名] 経営／役員）

◎ 飲み過ぎる（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

◎ 何度か行いましたが有効と思います。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

◎ 楽しいが、時間無制限なので、終わり方が難しい。（日系データ提供 [100名以上] 技術職／アソシエイト）

◎
帰る時間を気にしないでいいので楽。どうでもいい飲み会が減った。（日系法律事務所 [100名以上] バック・ミドル／

部門⾧）

◎
気軽に交流できるのは良いと感じる。  一方でお店の雰囲気があった方が盛り上がるとは思う。（日系ＡＭ [51～99名]

フロント／アソシエイト）

◎ 自分のタイミングで退出できるので良い。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／部門⾧）

◎ 人数が多いと、ごちゃごちゃして難しい。（日系コンサル [100名以上] フロント／アナリスト）

◎
対面のコミュニケーションには劣るものの、やらないよりはやった方が良い。気分転換にもなる。（日系不動産業 [1～

10名] フロント、バックの両方／マネージャー）

◎
有効のベクトルは人それぞれですが、女の子をzoom飲みに誘いやすいご時世だと思います笑 普段、夜のオフモード

で映像で話すのは、女性は嫌がる傾向あるので。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

◎
良い意味でその場の空気を察することができなくなる。結果として興味深い会話、建設的な会話に繋がることが多いと

感じる（外資系会計監査法人 [100名以上] 公認会計士／アソシエイト）

〇 TPOによりけり（日系ＡＭ [100名以上] 経営／役員）

〇
アレルギーを含む食の好みやお会計、帰宅時間等を気にすることなく開催できるが、企業間や社内では有効ではないと

感じます。（日系コンサル [100名以上] フロント／アシスタント）

〇 エンドレスで疲れました。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／部門⾧）

〇
コロナに感染しない安心感はある。在宅でこもりがちだと、良い気分転換になる（日系建設業 [100名以上] バック・ミ

ドル／マネージャー）

〇 すぐ飽きてしまうのが難点（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

〇

せいぜい５～６名程度の規模でないと、バランスよく会話が思うようにできない。飲み会はやはりお店のライブ感が重

要なファクターだと思うので、それほど浸透しないと思います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

〇 なかなか会う機会がない人との飲み会では有効だと思う（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

〇
プライベートでは利用しているが、社内での参加は見合わせたい（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネー

ジャー）

〇
やってみたところ意外とやれる、といった感想。相手の自宅の雰囲気も知ることができるのは良い点。（日系ＡＭ [51

～99名] 経営／役員）

Q23 （いわゆる）ZOOM飲み会について意見・コメント
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〇
やはり実際の場でお酒を酌み交わす方が良いですね。Zoomですとみんなが一人の話を聞くので・・（外資系ＡＭ [11～

20名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

〇 やらないよりはいいが、疲れる。（日系ゼネコン [100名以上] フロント／部門⾧）

〇
リアルの方が楽しいですが、遠方の方との飲み会はとても有効と思います。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マ

ネージャー）

〇
悪くはないが、疲れます。やはり対面の飲み会のほうがいいです。（日系不動産業 [21～30名] フロント／マネー

ジャー）

〇
飲み会の目的は「コミュニケーション」にあると考えると、余計な飲食代が不要となる。（日系不動産業 [100名以上]

フロント／アソシエイト）

〇 遠隔地の方とも顔見て話しながら飲めることはよい。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

〇
顔が見られる点が良い。話し方には少し気配りが必要かと思う。（日系建設会社 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

〇 終わる時間が決められないため、⾧くなりがちです。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

〇 少人数向き（外資系事業会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇 職場のオフでのコミュニケーションに活用（日系ＡＭ [51～99名] 経営／役員）

〇
人数が多いと収集がつかないので、少人数ならあり。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／シニアマネージャークラス

（次⾧等））

〇
人数が多いと双方向のやりとりに発展しにくい（日系独立行政法人 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャー

クラス（次⾧等））

〇 積極的にやろうとは思わない。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

〇
全員同時にはコメントしにくいので、発言できる人間が限られる。10人程度が限界。（日系不動産業 [100名以上] フロ

ント／マネージャー）

〇 対面できるのではれば対面のほうが楽しい（日系不動産業 [41～50名] フロント／マネージャー）

〇 対面のがよいが、やらないよりは有効（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

〇 断りにくい。退出しにくい。家族がそばにいて話しにくい。（日系不動産業 [100名以上] 企画・設計／アソシエイト）

〇
普段の飲み会と同程度に懇親が図れるので、今後も活用すべき（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャー

クラス（次⾧等））

〇
複数名でワイワイ話せないのが残念ですが、帰りの電車を気にしないで飲めるのはいいと思います。（外資系不動産業

[100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

〇 話が１対１になるので飲み会的な一体感に欠ける（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

〇
話すタイミングがオフラインよりもシビア（日系不動産業 [41～50名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧

等））

37

© MUC Inc. All rights reserved.



テレワーク実態調査結果報告書 （別紙6）

別紙6 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q23 （いわゆる）ZOOM飲み会について意見・コメント

△ ・頻度が上がると飽きる  ・遠隔者とは有効（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

△ これなら素面で十分しゃべれます。（日系建設業 [11～20名] 経営／役員）

△ だらけそう（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門⾧）

△ プライバシーの侵害及び家族の顔見せ等パワハラ要因が多過ぎる。（日系建設業 [100名以上] フロント／部門⾧）

△
メンバーによる。普段会えない人とコンタクトとれることは有効。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエ

イト）

△ やはり通常の飲み会とは違う。終わりが⾧くなりがち（日系金融関係の研究所 [51～99名] 経営／役員）

△
温度感がわかりにくく、話すタイミングが被ったりしやすいので使い勝手は良くない（日系不動産業 [1～10名] フロン

ト／部門⾧）

△ 楽しいが、やはりあくまでバーチャル。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

△ 関係性のメンテナンスには有効では。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

△
既に顔見知りの間で暇つぶしに行う程度であれば害はないと思います。時間も区切って、終了後すぐに寝床につけるの

が良い。（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

△
個人的には、美味しい料理を食べながら、ゆっくり飲んでいるほうが好きです。（日系不動産鑑定士 [1～10名] 経営／

役員）

△ 五感に頼るコミュニケーションが取れない（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

△
人と会うという事は人間性の本質ですので、その次に位置するあくまでも補完的な役割であると考えます。（日系貸し

ビル業 [21～30名] 経営／役員）

△ 接点が無いよりは、あったほうが良い程度。（外資系不動産業 [51～99名] 経営／部門⾧）

△
多少時差があるので、会話がかみ合わなかったりしました。（日系不動産業 [51～99名] バック・ミドル／アソシエイ

ト）

△
同時会話は難しい、断りにくい。ただし 普段の飲み会では会話しない方と話す機会にはなります（外資系不動産業

[100名以上] フロント／マネージャー）

△
複数人で参加すると全体に対しての会話が進んでくため、個人同士でより詳しい話をするなど対面では容易にできたこ

とができないため。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

△
複数人の場合、話す人話さない人に分かれてしまう。時間が区切られないので最後の締め方がわからずダラダラしが

ち。（日系通信 [100名以上] フロント／マネージャー）

△
物足りないです。やはり美味しい料理と雰囲気は大事だと感じます。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アナリ

スト）

× いつ終わったらよいのかわからない（日系会計事務所 [100名以上] 経営／役員）

×
一緒に食事することに意味があると思う。  終わり時間が決めづらい。  画面に映る姿に逆に気を使う。（日系不動産業

[1～10名] フロント／アソシエイト）
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別紙6 ◎：「有効」 〇：「どちらかというと有効」 △：「どちらかというと有効ではない」

×：「有効ではない」 ？：「経験がないのでわからない」

Q23 （いわゆる）ZOOM飲み会について意見・コメント

×
自宅で飲める手軽さはあるが、どうしても盛り上がりに欠ける。つまみ・ドリンクを選ぶ楽しさが無い。（日系不動産

業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

？ あまり魅力を感じない（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネージャークラス（次⾧等））

？ 一度経験してみたいです。（日系イベント関係 [1～10名] フロント／特になし）

？
家族が参加していましたが、仲のいいメンバーであればいいが、そうではない、または大人数だと盛り上がらず微妙と

の事でした。（外資系ＡＭ [31～40名] バック・ミドル／アシスタント）

？ 楽しいのか疑問（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

？ 苦肉の策。コロナ禍が収束すれば無くなる（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

？
公私の区別が曖昧になり、よくは思わない同居家族もいるのではと、心理的な抵抗がある。（日系ＡＭ [100名以上] フ

ロント／シニアマネージャークラス（次⾧等））

？
在宅勤務時のコミュニケーションとしては有効だと思う。ただ、女性の場合は参加者を選ぶと思う（化粧や身だしなみ

など気にする）。（外資系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

？ 人数が多いと聞く時間が多くなるので、少人数では有効だと思う（日系建設会社 [100名以上] フロント／アナリスト）

？

相手次第かと。  正直なところ、仕事関係や友人関係での飲み会では、家庭内ではあまり聞かれたくない話をすること

も多い。  家族ぐるみでの付き合いであったり、遠隔地の方とのコミュニケーションなどには、非常に良いのではない

かと思う。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

？ 年代のせいかあまり興味がない。むしろ飲み会が減るのではないかと思う。（日系設計事務所 [1～10名] 経営／役員）

？ 無理に酒なんか飲まなくていいのでは？（日系ＡＭ [51～99名] Research／部門⾧）

４人程度の少人数であれば参加したい（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）
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別紙7

VDI等への接続数など容量の大きさ等（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

WEB会議による報告・連絡、情報共有は効率的。ただ、相手に構えられるので、いわゆる根回し活動がしにくい（慣れの問題か

もしれないが）。  PC周辺機器（プリンターやスキャナ）が十分ではないため、資料作成は効率が落ちる。  あと、なんといって

もワークチェアが本当に必要。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アナリスト）

WLBの観点からは有効と思いますが、効率化など実務的にメリットが出た実績があれば教えて欲しい。（日系ＡＭ [11～20名]

フロント／部門⾧）

〇通勤時間が無く効率的。業務が整理でき集中して取り組める。  ✖対顧客も含めたコミュニケーションの不足。（日系ＡＭ

[51～99名] 経営／役員）

1人で集中できる環境がない人にとっては、テレワークはあまり有効でないと思う。在宅勤務においては、通勤時間がなくなるこ

とが最大のメリットだと思う。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／アナリスト）

6年前から千葉の森の中に事務所があるので、都内往訪時はノマド状態です。  当時の私も感じましたが、時間通りに行くこと自

体が動機付けになっていることに、皆気づいたのではないでしょうか？（日系建設業 [11～20名] 経営／役員）

A 利用者の割合がかなり増える→自社内空室率が上昇。  B 一方でフィジカル・ディスタンス要請で席間距離拡大→1人あたり

スペースは増加。  AとBでどちらが優勢かがオフィス需要量にかなり影響すると思います。ただし、先々の契約改定時には、コ

スト抑制ニーズに押されて、床削減の方向に傾くように思います。（日系コンサル [21～30名] 専門職（コンサルタント）／シニ

ア・コンサルティング・フェロー）

ITインフラが脆弱（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／アナリスト）

Microsoft Teamsは社内・部内会議に使用しているが、社外でよく使われていると思われるZoomはセキュリティの問題があるら

しく当社の場合インストールを禁止されている。安全で使い易いメジャーなソフトの出現が待たれる。（日系不動産業 [100名以

上] 国際業務アドバイザー／アドバイザー）

Q24 テレワークに関して、メリット・デメリット、今後の課題等ご意見を聞かせてください。

（メリット）  ・通勤時間撲滅  ・事務所不必要  ・事務作業集中できる（上司・同僚に邪魔されない）    （デメリット）  ・営業

職が仕事しにくい（温度感がわかりづらい）  ・書類の郵送やり取りが面倒（自宅に送ってもらっていいものか）  ・人が集まり

にくく社内決裁取りづらい（ウェブ会議で解決できるが・・・）  ・小さい子供がいたら仕事全く捗らない（日系不動産業 [1～

10名] フロント／部門⾧）

【メリット】  通勤時間の短縮。  【デメリット】  生産性の低下可能性。  【意見】  明確なタスク、期限等があり、自分に規律

を持てる人にとっては有効である。しかし、上記の内容が不明瞭当であると、生産性が一気に落ちるため、テレワークの有効性

は人と業種を選ぶと感じた。（日系不動産業 [1～10名] フロント、バックの両方／マネージャークラス）

＜メリット＞  まさに働き方の多様性のためには必要であり有用。  ＜デメリット＞  すぐに社内で協議できる状態ではないため

効率は落ちる。（社内コミュニケーションのためにより多くの時間を必要としてしまう。）  結果の評価は容易だが、過程の評価

は近くにいないと分かりづらい。  ＜今後の課題＞  当社は基本的に徐々に通常に戻す予定。  その上で、それ以降のテレワーク

をどのように扱うのか、そもそも制度・システムがない中で必要に迫られて対応したため、その後の運用についてはこれからの

検討。  情報流出への対策もあり、今回は特例でいろいろと規定を緩めたが、その対策も今一度考える必要がある。  基本的に、

当社では基本はオフィスで、何らかの理由で必要な時はテレワークも認める、という形になろうかと思う。（日系ＡＭ [11～20

名] フロント／部門⾧）

＜メリット＞満員電車に乗らなくてよいし、その時間が有効活用できる。スーツをほとんど着なくてよい。飲み会が減り、お金

を使わないようになった。＜デメリット＞歩くことが少なくなった。発注者が役所がほとんどのため、ハンコや書類文化を電子

に変更していただければ、さらにテレワークがやりやすくなると思う。（日系建設コンサルタント [100名以上] フロント／嘱託

（再雇用））

〇多様な労働力参加のためのインフラ整備の進展に有効  〇オフィス床需要の減少懸念  〇居住の都心１極集中緩和への期待  〇

顧客訪問のため時間の短縮による総労働時間の短縮期待（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）
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別紙7

Q24 テレワークに関して、メリット・デメリット、今後の課題等ご意見を聞かせてください。

コロナ前からテレワークを推奨している組織であった為、特段課題等は思い当たりません。  メリットは時間を効率的に使うこと

ができること、デメリットは組織の意思決定が若干遅くなることです。（外資系不動産業 [41～50名] フロント／マネージャー）

さらに改善して発展させるべき（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）

システム（外資系金融機関 [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

ずっとだと疲れてしまうと思いますが、有用性はあるかと思います。偶にテレワークという手法は今後一般化するかと思いま

す。（外資系ＡＭ [11～20名] フロント／シニアマネージャー）

セキュリティ対策との兼ね合いを検討していく必要あり。（日系金融機関 [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

チームで関わるようなプロジェクトには不向き（日系不動産業 [21～30名] 経営／部門⾧）

コストカット、生産効率性アップなどはメリット  周りの目がないので、業務を行っていない時間があってもチェックできないの

がデメリット（日系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

このままテレワークを続けたいが、ゆくゆくは全員出社となるよう。この働き方を推し進めるようなバックアップが欲しい。

（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

コミュニケーション不足（日系不動産業 [100名以上] 企画・設計／アソシエイト）

コラボレーションにおいてデメリット（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

これを機会に促進すべき  一局集中が解消されて  地方や郊外にもチャンスが生まれる（日系コンサル [51～99名] 研究員／部門

⾧）

コロナ後も一定程度デフォルトの制度になり、オフィスの在り方は変わるべき。（日系ＡＭ [31～40名] バック・ミドル／シニア

マネージャー）

うまく活用することが大切（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

オフィスでなくてもできる作業は時間的なメリットが大きい。  。「営業」に関してはテレワークで行う慣習が少ない為、方法を

考えていかなければならない。（日系不動産鑑定会社 [100名以上] フロント／アナリスト）

オフィスワークには極めて有効だと思う（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

オンオフの区別がつきにくくなり、切り替えがうまくいかないとストレスがたまる（日系金融機関 [100名以上] フロント／アソ

シエイト）

オンオフの切り替え、メリハリの付け方に苦労する。（日系コンサル [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

オンライン会議の有効性は高く、資料の共有、各人の顔が良く見えるという高いメリットがある。一方で、在宅の場合、仕事を

家に持ち込むことになり、家族に負担をかけることもデメリットとしてある。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／部門

⾧）

アセットマネジメント業務においては、押印関係を除き、テレワークで支障がなかった 。今後、契約締結業務がオンライン化さ

れれば良い（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

ある程度はテレワークでも業務ができることがわかりました。（日系建設会社 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

いかに当たり前制度として定着していくかが課題。昭和のやり方に固執する年配層の阻害をいかに乗り越えるかが目先の問題

か。（日系法律事務所 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）
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別紙7

Q24 テレワークに関して、メリット・デメリット、今後の課題等ご意見を聞かせてください。

テレワーク可能業務は社内システムのセキュリティによると思うので、メリット・デメリットの判断はつきにくい（日系不動産

業 [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

テレワーク環境にやや難はあるものの（画面が小さい、動作が遅い）、満員電車の不快感や感染リスクと比較すればテレワーク

の方がはるかに良い。コロナに拘わらず、テレワークを基本に必要なタイミングで出社となることが望ましい。  仕事の効率の点

では、周りの人に話しかけられることが無いため、ドキュメン等はテレワークの方が捗ると感じたが、相談や情報共有について

はしづらいと感じた。WEB会議まで開くレベルではないようなちょっとした相談や複数人への情報共有は、近くにいれば簡単に

できるが、テレワークだと手間がかかると感じた。また1対1のやりとりが基本となるため、パワハラ、セクハラの温床になり得

るリスクもあると感じた。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

テレワークになると社員の顔を見ないでの仕事となるので、モチベーションの維持が課題（日系不動産業 [21～30名] フロント／

マネージャー）

テレワークに対する管理職の意識に差異があるので、推進派、否定派、色々。今後、テレワークの導入は不可避だと考えられる

ので、管理職にも研修が必要。今までのマネジメントでは通用しない時代に来ていると感じる。（日系ＡＭ [100名以上] 経営／

部門⾧）

テレワークは、合う人と合わない人がいる。但し、合う人にとっては、出社するより業務効率がアップするので継続すべき。ま

たテレワークであれば、同じ時間で、通常業務をこなしながら副業もこなせる。新しい働き方が可能。コロナ後も不動産業界が

テレワークを継続できるのであれば、現在より半数の社員で同等の売上を創ることが出来る。その中で、テレワーク時代の仕事

のこなし方に、ついていける者とついていけない者で、大きなデバイドが生じるだろう。（外資系不動産業 [51～99名] 経営／部

門⾧）

テレワークは一定限度での導入は認め、オフィス勤務とのバックアップ体制構築が肝要（日系ＡＭ [21～30名] 経営／役員）

テレワークは通勤する時間が節約できる。  余計な邪魔が入らず仕事に集中でき効率よく仕事ができる。携帯もZoomもあるので

ミーティングはわざわざ会う必要はない。物件の検討のための実査は必要だが、ミーティング等はオンラインのアプリケーショ

ンを使えばわざわざ会う必要はない。家で仕事ができる環境がある人は（Wifi完備、仕事部屋がある等）、出社をしたり在宅し

たりと、スケジュールによって自由にできる環境が望ましい。  しかし管理されていないと仕事をやらない人もいる。  そのよう

な従業員の管理はテレワークだと難しい。（日系ＡＭ [41～50名] フロント／部門⾧）

テレワーク可能業務に関してのみ回答します。  メリット：移動時間の短縮。業務に集中可能。  デメリット：複数名会議での意

思確認に時間が掛かる。（日系舶用メーカー（資産運用としての不動産投資有） [51～99名] 経営／役員）

できる仕事・できない仕事を明確にして、できるものはどんどん推進すべきかと思います。しかし、人と会わなすぎるのも問題

になるので、バランスが重要かと思います。基本、テレワークは会って仕事した土壌の上に成り立つものかと思います。（日系

不動産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

デメリット: 回線が十分でないため操作に時間がかかったり、スムーズではない。  メリット: 通勤時間を他のことに使える。

（日系金融機関 [100名以上] フロント／マネージャー）

デメリット：オフィスにいる様に100%稼働しているか？と言われると疑問です。生産性を計れない・計りずらい。（日系製造業

[100名以上] フロント／マネージャー）

テレワークが本格的になると、マネジメントが変わっていくように感じます。今までのオンサイトで効果のあったマネジメント

スタイルも、テレワークでは逆効果になるような場合もあり、マネジメントスタイルが変化を求められる気がします。また、変

化のできないマネージャーにとっては、リモートワークが許容しにくいものになり、チームにとっても不幸な結果となる気がす

るので、導入に関しては慎重に行うべきかと考えます。（日系金融機関 [21～30名] フロント／シニアマネージャー）

テレワークだと、ちょっと相談的な簡便なコミュニケーションが取りにくい。反面、一人で行う事務作業は、テレワークに向い

ている。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／部門⾧）

テレワークで作業できなくもないですが、やはり直接の方がコミュニケーションが広がるので良いと思います。（日系ＡＭ [11

～20名] バック・ミドル／マネージャー）
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メリット:移動時間の削減  デメリット:オンオフの切り替え難しく、場合によってはオフに休んだ気がしない  その他:一見不要な

何気ない日常会話が案外生産性に寄与している事に気付いた。（外資系不動産業 [51～99名] フロント／シニアマネージャー）

メリット：移動時間の削減、デメリット：意思疎通が難しい（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

メリット：移動時間短縮・大人数でミーティングができる。  デメリット：家がその環境にない。仕事とプライベートのメリハリ

がきかない（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

メリット  移動時間、会議の時間の短縮、電波状況が良い時と悪い時があるので打ち合わせに集中できる。    デメリット  特にな

し    課題  仕事してる感を出してる人の排除をどうするか。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

メリット  残業時間抑制を考えると非常にいいと考えます。  デメリット  コミュニケーションが図りにくい。（日系不動産業 [51

～99名] バック・ミドル／アソシエイト）

メリット  通勤時間が無くなることが大きい  デメリット  在宅ワークであると仕事とのオンオフの切り替えが困難でストレスが

溜まってしまう（日系建設会社 [100名以上] フロント／アナリスト）

メリット 効率  デメリット 創造しにくり。（外資系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

メリット: 通勤ストレスや無駄な対人ストレスが減少した。また、在宅勤務では会社電話の取次業務がなくなり、  意外と時間を

とられていたことを実感した。デメリットは特に感じていない  今が一番働きやすい環境であると感じる。（日系ＡＭ [31～40

名] バック・ミドル／アナリスト）

メリット:タイムマネジメント  デメリット:小さい子供がいる家庭は仕事に専念しにくい（日系金融機関 [100名以上] バック・ミ

ドル／マネージャー）

ビジネスの基本は対面だが、感染防止と時間を有効活用できる点等は有効（外資系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

フェイストゥフェイスで会う価値をあらためて認識（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

プレイべーとの時間と仕事の時間の切り分けの自由度は上がった。成果主義の文化がさらに強くなってきている。（外資系ＡＭ

[1～10名] フロント／シニアマネージャー）

まだまだ郵便による書類のやり取りが多く、契約書の電子化も含めて社会の仕組みを含めて進化させて行ければ、よりレジリエ

ントな環境が実現できると思います。（日系ＡＭ [21～30名] バック・ミドル／シニアマネージャー）

ミドルクラス以上でモチベーションの高い社員には生産性の観点で有効だが、若手又はモチベーションの低い社員には、有効で

ない。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

メリット  ストレスの軽減。  デメリット  新人教育等コミュニケーションの取り方。今後、Web上でのコミュニケーションの取

り方は固まっていくと思います。（日系データ提供 [100名以上] 技術職／アソシエイト）

テレワーク思考を深めることは、そもそも人が集まって仕事をする意義を再構築することになろうと思われます。その延⾧には

国外を含めた居住地選択の自由、国家単位や国籍の意味を問い直す契機になるのではないでしょうか。かつてリタイアしてハワ

イ移住、今後は５年間のテレワーク拠点がハワイ、という選択肢が現実のものとなってきたように感じます。（日系不動産投資

顧問様向けITサービスおよびBPOのご提供 [100名以上] フロント／マネージャー）

どこでも仕事ができるというメリットがあるが、社員の怠慢を助⾧するデメリットがある。（日系土地家屋調査士 [1～10名] 経

営／役員）

どんどん進めれば通勤地獄から解放されると思います。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

ネットワーク環境の改善  機密資料の持ち出し可否（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）
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メリット：不要な声掛け、念のための会議参加などが減る。  デメリット：業務効率（印刷の必要な書類、すぐ上司に聞ける体

制）などが落ちる。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）

メリット：様々な無駄が省ける（移動時間、会議の時間も含む）  デメリット：子供がいる場合に集中できない。細かい指示をタ

イムリーにホワイトボードなどを使ってするのが困難（日系ＡＭ [1～10名] 経営／役員）

メリットしかないと思う。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

メリットで言うと、時間の有効活用  デメリットで言うと、マネジメントに影響があると思います。（日系コンサル [1～10名] 経

営／役員）

メリット：通勤時間が短縮できる。体力、メンタル的にバランスとりやすい。静かな環境で集中しやすい。一律のオフィスにい

るのと違い、自宅で自分に働きやすい環境が整えられる。  デメリット：打ち合わせ、顔合わせなど雰囲気を伝えるものは現場な

らではのもの。ZOOM会議だと回線が安定しないことがある。夏場、冬場になると自宅の電気代がかかる。（日系ＡＭ [51～99

名] フロント／マネージャー）

メリット：通勤時間の短縮→業務に時間をかけられる。 満員電車の回避→気持ちも身体も楽！  デメリット：人との会話が減

る。業務がスムーズにいかない、また進まない。（外資系ＡＭ [31～40名] バック・ミドル／アシスタント）

メリット：通勤時間を業務時間にできる。家族との時間をより作れる。ゆっくり考え事ができる。デメリット：部下の指導・管

理が毎日できない。現在、手法模索中。（日系デベロッパー [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

メリット：通勤時間を自分時間に替えられる。  デメリット：やりすぎると対面での折衝が不得手となる。（日系建設業 [100名

以上] バック・ミドル／マネージャー）

メリット：通勤時間を別の時間に充てられる。  メリット：会議室移動が無い。  デメリットは特にない（外資系事業会社 [100名

以上] バック・ミドル／マネージャー）

メリット：通勤時間削減及び負担軽減  デメリット：複合機等のOA機器が即使えない（日系不動産業 [100名以上] フロント／ア

ソシエイト）

メリット：業務を効率的にこなせる。    デメリット：Webミーティング開催時に、参加者のネット通信環境が不安定になる時が

ある事。（外資系不動産業 [51～99名] フロント／シニアマネージャー）

メリット：効率良い時間の活用  デメリット：不動産価値低下の可能性（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

メリット：社内会議や既存顧客との打合せは効率よくできる。デメリット：新規営業開拓や深耕には不向き。人となりを知れな

いし、深い付き合いには至らない。（日系総合建設業 [100名以上] フロント／マネージャー）

メリット：地方の活性化(不動産市場含む)、ディメリット：人間の本来の姿から離れていく（日系不動産業 [1～10名] 経営／役

員）

メリット：通勤時間がセーブできる  デメリット：気軽なコミュニケーションが取りにくい（外資系不動産業 [100名以上] 経営／

役員）

メリット：通勤時間が削減できるのはよい  デメリット：同僚や作業メンバーと即座に意思疎通を図ることが困難（日系ＡＭ [51

～99名] バック・ミドル／シニアマネージャー）

メリット：移動時間不要。自分のペースでできる。無駄な業務の炙り出し。  デメリット：自分で業務を作れない人（新人とか）

にはつらいかな。不要人材とみなされる可能性あり。  課題：要環境整備。（外資系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

メリット：家族時間、自分時間を有効に活用できる。  デメリット：社員（部員）の評価が難しい。（日系コンサル [100名以上]

バック・ミドル／マネージャー）

メリット：環境次第になりますが作業に集中できること  デメリット：コミュニケーション面（全社の状況が見えづらくなるため

情報共有のためのツールが必要と感じる（日系ＡＭ [21～30名] バック・ミドル／アナリスト）
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ワークスタイルがよりタスクベースになった点がメリット（外資系会計監査法人 [100名以上] 公認会計士／アソシエイト）

移動時間による時間の有効活用は大きなメリット。押印物は対応できないため、クラウドサインの発展を希望。（日系ＡＭ [21

～30名] フロント／部門⾧）

移動時間減少、ラッシュ無しが良い。仕事時間管理、業務へのモチベーション保持には工夫が必要かとも思う。（日系建設会社

[100名以上] フロント／マネージャー）

一極集中による悪い住環境通勤環境からの解放（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

一般の家庭の方は、環境が不向きな方も多そうですね。（日系不動産鑑定士 [1～10名] 経営／役員）

メンタル面でのケアと評価方法が課題（日系金融機関 [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

メンバーの業務の進捗状況の把握がしにくい（日系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

モバイル端末の整備（日系ＡＭ [31～40名] フロント／シニアマネージャー）

やはり同僚とのコミュニケーションが取りにくいので、原則は出社が望ましいです。（日系金融機関 [100名以上] フロント／シ

ニアマネージャー）

やれる業務が限られており、メールでこなせる仕事レベルに制限されることが問題である。一方で、今回の問題を機に、従前よ

りは自宅で業務が行える環境になった事は喜ばしい出来事であった。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アソシエイト）

リアルオフィスのニーズ低下を懸念しています。  本当のＰＭホスピタリティが求められるｏｆｆｉｃｅビル事業時代が到来して

います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

メリットは時間の効率的な利用（通勤無し）。過度な上席への報告も不要。デメリットは、やはり個人別の業務ではないので、

コミュニケーションの低下に伴う効率悪化。但し、このデメリットは、本当に必要な人材とそうでない人の区分、明確な業務分

担があれば改善可能。（日系ＡＭ [41～50名] フロント／シニアマネージャー）

メリットは時間の有効活用、デメリットは営業を行うには会ったほうが感触がわかるので有利ということ（日系コンサル [11～

20名] フロント／アソシエイト）

メリットは時間を有効的に活用できること。空いた時間で自身の学習に取り組むことができる。また、急に呼び出されたり⾧話

をしたりする事は無いので効率的に仕事ができる。    デメリットは気軽に質問等がしづらいと思う。また、お互いよく知ってい

る中なら良いが、最近入った方などはどんな人か分かりづらい。    今後の課題はコミニケーションが簡略化した分、的確に組織

の方針やそれに対する意見、提案などを伝える力が求められると思う。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アナリスト）

メリットは出勤時間がないので、時間の有効活用ができる。  デメリットは暇している人も実はいるのでは？と感じ人によって仕

事量が違うことを認識させられた。（日系IT [11～20名] フロント／シニアマネージャー）

メリットは大きいが、会社支給のパソコンがなく、個人でPCを所有が少なくそこまで行けていない。（日系コンサル [11～20名]

バック・ミドル／アソシエイト）

メリットは通勤という無駄な作業が無くなり、個人の時間が増えること、業務が邪魔されることなく集中できること。デメリッ

トは、評価はより成果主義になる傾向があるかと思われる。（日系ＡＭ [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

メリットとデメリットの両方あり（日系カウンセリング会社 [11～20名] 経営／役員）

メリットは①【移動）時間の短縮が一番。②非接触による感染の回避  デメリットは①（自宅での）OnOffの切り替え  課題①

ハード面のテレワークの環境整備、企業間格差がある②狭い住宅環境の中での家族の協力や配慮（日系不動産業 [1～10名] 経営

／役員）
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勤怠管理の的確な把握、業務効率化の推進、モチベーションの向上、テレワーク制度の利便性向上（日系コンサル [21～30名] 経

営／役員）

勤務状況の把握と業務成果が見えにくい。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

気分転換。通勤回避。大画面のPCで効率的。しかし、印刷出来ない。一体感が生まれにくい。組み合わせが大切。自宅の環境が

大切。（外資系コンサル [100名以上] 多機能兼務／専門職）

業種や業務によっては非常に効率化するものの、万能ではない。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／シニアマネー

ジャー）

業務の内容によりテレワークできるものもあるし、向かないものもある。フェイストゥーフェイスのやり取りが必要な業務で感

染防止をいかに行うか検討が必要だ。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

業務の内容に応じてメリットが活かせる働き方をバランスよくフレキシブルに選択できる環境を整えるべき。出勤とテレワー

ク、どちらかだけに偏りすぎてはよくない。（日系運輸業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

業務上、対面コミュニケーションでしか出来ないこともあるので、それらをどう両立させていくか。（日系不動産業 [100名以

上] 経営／役員）

業務内容により向き不向きがあるのは勿論、これまで以上に自己管理が必要であり、人によっても向き不向きがあると思う。  部

下の業務管理はしづらい。（日系不動産業 [21～30名] フロント／シニアマネージャー）

慣れてきた。在宅なら安心感がある。（日系不動産業 [100名以上] フロント／役員）

管理職のテレワークに対する意識の違いによって部署感で取り組みに大きな差異が生じている。（日系不動産業 [100名以上]

バック・ミドル／アソシエイト）

企業秘密漏洩の危険が大きいことが課題です。（日系ＡＭ [51～99名] ミドル、フロント／部門⾧）

基本的には有効。  顔を合わせてやった方がいいことも若干ある。  ある程度信頼関係がないとうまく回りづらいように思う。

（日系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）

基本的に肯定ですが、柔軟な選択前提です。また、教育やイノベーションの創出環境確保が課題と思います。（日系コンサル

[100名以上] フロント／アソシエイト）

既知の方とのミーティングは意思決定集中できて効率が劇的に上がります。初対面の方とのコミュニケーション密度をテレカン

だけで上げていくのは困難と感じます。（日系サービス業 [100名以上] 経営／役員）

押捺行為が出来るような電子認証システム等導入すれば、より一層はかどると思う。（日系不動産業 [51～99名] フロント／マ

ネージャー）

何処でどのような仕事をするか仕分けをした上でのテレワークであれば問題はさほど感じられない。オフィスも全く要らなくな

ると言う意味ではなく、固定席のオフィスの存在意義は将来的に低下すると思われる。（外資系非営利団体 [100名以上] カント

リーマネージャー／部門⾧）

会社サーバーへのネットワーク接続が悪い（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

会社に常に  監視されている。（日系不動産業 [41～50名] バック・ミドル／アシスタント）

外勤職はともかく、内勤職の就業実態把握手法を早急に講じる必要がある。（日系建設業 [100名以上] フロント／部門⾧）

完全在宅勤務の場合は営業向きではないが、直行直帰が可能なら通勤時間の無駄を省くことができる。（日系通信 [100名以上]

フロント／シニアマネージャー）

一部の業務はテレワーク可能ということが分かったが、出社制限が⾧期化する場合には通信機器等のインフラの充実が必須と感

じる。（日系金融機関 [100名以上] フロント／部門⾧）
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在宅と出社をフレキシブルに併用できる環境に、社会全体として移行してほしい。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マ

ネージャー）

在宅の方が作業が捗る反面、コミュニケーション不足になる部分もあり、一⾧一短な印象であった。（日系不動産業 [100名以

上] フロント／アソシエイト）

在宅勤務となると業務が分断される為、スピードが上がらない。業務管理が煩雑となる。（日系不動産業 [41～50名] フロント／

部門⾧）

在宅勤務による業務成果はその人次第（見えないからこそ頑張る人、手を抜く人、やっているふりをする人…）。  今後、在宅勤

務が浸透していくにあたっては、海外企業と同様、労働時間ではなく業務成果による人事評価の検討が進められて然るべきと考

える。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

今後の課題  通信環境の安定、在宅でのITインフラの高度化（日系金融機関 [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

今後の課題 社内申請の電子化 電子捺印 （日系不動産業 [100名以上] 経営／シニアマネージャー）

最終的に、会社収益が上がるのであれば良い。  下がるのやであれば、悪い。（日系不動産業 [21～30名] フロント／部門⾧）

細かなコミニケーションが取りにくい  仕事内容の透明化、なにをしているのか又はしていないのかわからない（日系会計事務所

[100名以上] 経営／役員）

在宅での勤務とオフィスでの勤務をメリハリつけられれば、業務の効率化にもつながると思いました。今後在宅勤務を制度化し

て、続けていきたいと思います。（外資系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

在宅でも業務が可能なことを認識できました。押印書面や勤怠管理のために出社が必要なので、今後改善できればと思います。

（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

顧客提案資料の詳細打ち合わせ等、細かい作業に不便を感じます。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）

誤魔化し、運動不足、関係形成、コラボレーション。（日系組織設計事務所 [100名以上] エンジニア／シニアマネージャー）

効率的に業務を進めることができる反面、密に連絡を取らないとチームが何をやっているのか把握できないし、把握されていな

い。定期的に報告は必要だと感じます。（外資系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

今のところ外部とのコミュニケーションを含め管理業務はほぼテレワークで対応可能であるも、営業活動については今後の課

題。新たな生活様式を求められる中では積極運用方針です。（日系ＡＭ [21～30名] 経営／役員）

今までのような部下の管理は難しいと思う。日頃は問題ないと思うが、パソコンが正常に稼働しない場合の対応が不安。一部

ハードコピーが必要な場合の情報管理態勢のあり方。（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／部門⾧）

今後の課題  現状は一時的なテレワークでの勤務体制であるが、本格導入の場合は、抜本的な人事戦略及び人事システム（育成・

評価・報酬）の見直し（日系ＡＭ [31～40名] フロント／部門⾧）

健康的、効率的（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

現場レベルで自発的に手を貸し、知恵を出し合って、完成度を高めていく日本企業の暗黙知的な現場力の強さを生かせない。Job

descriptionがはっきりしていれば十分に機能する。（日系金融機関 [100名以上] 経営／部門⾧）

言語化スキル、論点整理の重要性が増すと思います。またJob descriptionの必要性が高まると思います。（日系コンサル [100名

以上] 経営／部門⾧）

雇われる側からすると働き方改革ですが、雇う側からすると雇用改革になり、給与が時間ではなく成果物に対して支給されるこ

とになり、人件費の抑制につながると思います。（日系飲食業 [100名以上] 経営／役員）
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時間短縮には良いが、新規顧客の開拓などには不向きと思われる。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

自己完結業務では問題ないが、部下の進捗確認や誰かとの協業においては、業務プロセス見直しや適したwebツール等検討が必

要。（日系ＡＭ [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

自炊さいこー！  節約半端ないです    メリット  ・フレキシブルなスケジュール管理  ・通勤時間や準備時間の節約  ・物理的に必

要なものが減少(ワイシャツなど)    デメリット  ・コミュニケーション量の低下  ・リモートPCの低パフォーマンス  ・コピー機

など業務用機材が利用できない  ・つい休憩しちゃう（外資系金融機関 [1～10名] フロント／アソシエイト）

自宅での環境が整っていないので、その整備が必要。  時間が有効に使えるが、オンオフの切り替えが出来ない。近隣のコアーキ

ングスペースと併用したいが、許可が得られない。  常時1人なので、同僚へのちょっとした相談やアドバイスを受けられない。

メリットは通勤のストレスや通勤時間がなく、その時間は有効に使える。  ムダなダラダラ残業がなくなるし、直行・直帰が認め

られて、会社に無理して立ち寄る必要性がなくなる。  残業代も残業時間も減らせる（日系不動産業 [1～10名] フロント／アソシ

エイト）

事務仕事の場合は有効だが、営業を行うには対面営業から移行していくのは時間がかかりそう。（日系建設 [100名以上] フロン

ト／マネージャー）

時間の効率化が可能だが、クライアントとの距離が縮まらない。複数人での会議では議論が広がりにくい（日系コンサル [100名

以上] フロント／シニアマネージャー）

時間の有効活用ができると思うが、機密情報の漏洩、パソコンリテラシーの差による格差が予想される（日系コンサル [100名以

上] 専門職／アソシエイト）

時間の有効活用としては素晴らしい。週5日テレワークは精神的、肉体的に不健康。（日系コンサル [100名以上] フロント／アナ

リスト）

時間を効率的に使える点はメリット、コミュニケーションに課題。（日系ＡＭ [41～50名] 経営／役員）

時間効率が上がり、今後も続けたい。  課題としては、自宅の執務環境の向上（人による）、社員の質（信用できることが前

提）、アウトプットの把握（質・タイミング）（日系ホテル運営 [100名以上] 役員／社⾧を含む役員）

残業給がある程度のウェイトを占める日系企業の場合、テレワークで生産性が上がると給与が下がるというジレンマ（日系不動

産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

仕事という点では合理的にはメリットばかりだと思いますが、空気感など、“察する”という事が欠落し、人同士の関わり方が機

械的になっていくような気がします。（日系イベント関係 [1～10名] フロント／特になし）

仕事の優先順位、必要か否かの仕事の見極めができて、集中して仕事ができるようになった。（日系不動産業 [31～40名] フロン

ト／シニアマネージャー）

子どもを持っていたり、介護すべき家族がいたりするワーカーには一部有効な部分はあります。ただ通常実施されるべき社会的

機能(学校教育やケアワーカーなど)が失われた状態で、家庭内でその機能を補い、さらに今までと同じ量の業務をこなすことと

なる場合、過重労働になると思います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

子育てしながら働いているので、通勤時間がなくなった分を仕事時間や家事育児に有効活用できるのはメリット。  デメリットは

コミュニケーションが下手なひとが取り残されて行くこと。弊社ではコミュニケーション下手な上司がかわいそうなくらいアシ

スタント達を苛つかせ孤立しています。（日系ＡＭ [51～99名] バック・ミドル／マネージャー）

思ったほど悪くはない  ただし、自宅の環境次第ではないか（日系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）

雑談が全くない。積極的に連絡を取ろうとしないと、関係性が希薄になりがちである。（日系運輸 [100名以上] バック・ミドル

／アソシエイト）

賛成派です。効率悪いの反対派なので、無駄にオフィスに残るカルチャーを無くす良い機会です。ですが、みんなが導入しない

と意味がないのかなと思います。ここでいう「みんな」は数ではなく社会的な影響力というニュアンスです。従って、大手から

率先してテレワークすべきに思います。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アソシエイト）
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上述したが、企業規模や職種によると思われる。中小・零細企業で社員が在宅すると会社がまわらない。そのしわ寄せは全て経

営に来ることになり、会社としての生産性が落ちる。体制面とのバランスが必要である。また、在宅も小さい子供を抱える家庭

はまず機能していない。  メリットは移動しなくてよい、軽い打ち合わせはむしろWeb mtgのほうが効率が良いかと思われる。ま

た、リモートの社内打ち合わせはWebでも十分機能すると思われる。（日系不動産業 [1～10名] 経営／役員）

職種、業種により有効なところはするべきだと思う。  より成果主義になるので過程をどう評価するか難しくなると思います。

（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

新たな方々とのコミュニケーション機会が減少するため、そのあたりの改善が課題（日系金融機関 [100名以上] 経営／役員）

進めるに当たっては社内体制が重要。痛勤はなくメリットはある一方、業務が滞る点もある。（日系金融機関 [100名以上] フロ

ント／アソシエイト）

人と会わずに済む業務には有用。課題は規律・セキュリティ・意思疎通における掘り下げの不足など（日系（貸しビル業） [21

～30名] 経営／役員）

人海戦術を基本とする住宅産業には大変厳しい環境になりました。地価にも影響が及ぶ可能性があると思います。（日系コンサ

ル [1～10名] 経営／役員）

習熟の問題、テレワークにあった職種は何なのかの検証、安定的な接続、企業からのPC提供問題、セキュリティ問題（日系不動

産鑑定会社 [100名以上] バック・ミドル／社員ではない）

従業員がいる場合はある程度有効であるが、業務委託形態でのやりとりでは状況に大きな変化はない（日系コンサル [1～10名]

経営／役員）

従業員の8割を超えるメンバーに対して完全テレワークを実現、コール受託事業についても問題がないことが分かった。今後、事

業の在り方が変わってくると思います。（日系不動産会社への各種BPO、賃貸管理サポート [51～99名] 経営／役員）

従来の業務の見直しが出来た。  担当者の業務に対する柔軟性の有無がわかった。  セキュリティーの課題がクリア出来るなら大

半の業務は在宅可能  営業としては相手先のニュアンスが分からない、こちらのニュアンスが伝わらない事が多々あり課題（日系

ＡＭ [1～10名] フロント／部門⾧）

上記に記載（日系不動産業 [41～50名] フロント／マネージャー）

上司、同僚他とのコミュニケーションが減るのは、デメリット。  必要最低限のことした話をしなくなる。（日系ＡＭ [51～99

名] フロント／シニアマネージャー）

社員のかなりの部分がテレワークで仕事が遂行できることがわかった。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

社員の孤立感の解消（日系不動産TECH [21～30名] バック・ミドル／部門⾧）

社員間のスキルアップにつながらない！新人教育等も難しい！新規営業はほぼ不可能！    メリットは通勤時間がなくなり自由な

時間が増えた（日系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

社内でのちょっとしたコミュニケーションが取りづらく、認識のズレが無いかが気がかり。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／ア

ナリスト）

社内ではオンラインミーティングに支障はありませんが、社外とのミーティングでは企業によって導入レベルに差があることが

支障となります。（外資系不動産業 [100名以上] 経営／部門⾧）

社内で気軽にチャットができる状態にしたい。何気ない話をしたい。（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／マネージャー）

自宅にあっては執務環境。コワークでは都心部以外の拠点の充実、（不特定多数利用の面から）十分な衛生環境の確保（日系不

動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

実質的に有効であると考えます。これまであまり行われてこなかったことが不思議でした。（日系コンサル [1～10名] 経営／役

員）
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通勤ストレスが無いメリットはあるものの、やはり相対での面談を通した報告、相談や商談の有用性も感じており、それぞれを

上手く組み合わせて運用していく必要があると感じている。（日系ＡＭ [31～40名] フロント／アソシエイト）

他部署の人とWEB会議という点では、移動時間を削除できるので圧倒的に便利であることに気付きました。（日系ホール運営会

社 [51～99名] フロント／アソシエイト）

多様な働き方の選択を与えたことはメリット。コミュニケーションの取り方等に工夫が必要というのはデメリットというより、

課題か。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

対面が求められる局面が多いのですが、会議や文書提出などはテレワークで十分と思います。（日系不動産業 [21～30名] フロン

ト／マネージャー）

単にリアルがリモートに代わる認識であれば、デメリットが大きくなるが、業務全体の見直しにつなげればメリットが高いの

で、ERPの導入と同じような論点が散見されるように感じる（日系ＡＭ [11～20名] バック・ミドル／部門⾧）

通勤がない→時間の有効活用はメリット。コミュニケーションギャップをどう埋めるか、自宅業務のための環境整備や、勤怠の

管理、業績評価は検討事項。オフィスでないと対応できない業務にどう対応するかは課題（郵便、押印、決裁業務など）。水は

低きに流れるではなく、モチベーションをあげて業績向上につなげられるかどうかが課題。（外資系ＡＭ [100名以上] バック・

ミドル／部門⾧）

通勤がないのは楽です。ただ下手すると何時でもweb会議がありそうで、勤務管理をしっかりしないといけないと思います。

（日系医療機器 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

生産性が向上するのは大きなメリットです。一方で、在宅勤務を認めると就業規則が大幅に緩和されてしまうので、評価精度を

成果評価に変えられないと、働かない社員に対してなんの改善もできなくなる懸念があります。（外資系不動産業 [51～99名]

バック・ミドル／シニアマネージャー）

生産性が上がった  今後も継続したい（日系ＡＭ [41～50名] 経営／マネージャー）

生産性向上するしないは自分次第だと思うが数値目標が明確でないと評価しにくい（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル

／アソシエイト）

精神面の安定が難しい。ディスカッションは難しい。メリットは時間の使い方をこちらが持てること。（日系金融機関 [100名以

上] フロント／部門⾧）

全国的に浸透させるべき働き方。システムやＰＣの設備投資に政府が助成金を出すなど後押ししてくれると良い。企業は雇用条

件や評価基準を成果主義とする必要がある。（日系不動産業 [51～99名] フロント／マネージャー）

総じて言うとメリットが多い。これから積極的に採り入れて行きたい。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／シニアマネー

ジャー）

人間関係の構築、書類処理はやや難しいです。マナー、ルールの確立と100%は目指さない諦めが必要です。育児、介護、病気療

養など様々な状況化でのワークライフバランスを保つには非常に有効です。（外資系不動産業 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

人事評価、業績評価をどのようにするかが大きな課題。それに対する方向性が決まらなければ、恒常的なテレワーク制度は導入

出来ない。（外資系ＡＭ [11～20名] 経営／役員）

人事評価が難しいと思う。（日系建設業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）

成果が明確になる業務には適していると思う。  業務内容によって有効は異なると思う。  働き方に対する価値観の転換に繋がる

のではないかと思う。（日系ホテル運営会社 [100名以上] 新規出店／ヴァイスプレジデント）

成果主義であれば問題ないが、プロセスについての評価が難しい。また、管理とセキュリティに課題があると思う。（日系不動

産業 [11～20名] フロント／役員）

成果測定がやりにくい、コミュニケーションが限定的、情報管理が難しい。以上をクリアできればテレワークは非常に有効と考

えている。（日系金融機関 [51～99名] 経営／役員）
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通信設備、機器等の拡充（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネージャー）

定性・定量的仕事以外は向かない（創造性が活かされない）（日系不動産業 [100名以上] 経営／役員）

通勤時間の有効活用が出来るほか、テレワークを実際に行ってみると、思った以上に仕事が出来るという点に気づいた。一方、

資料などがアクセス可能な場所にはないため、調べものに時間が掛かる点や社内・取引先とのコミュニケ―ション不足（ＷＥＢ

会議や電話会議などを行っているものの）を感じる（日系ＡＭ [1～10名] バック・ミドル／部門⾧）

通勤時間を別の目的に有効利用できるため、今後もリモートワークを活用したい。（日系コンサル [100名以上] フロント／役

員）

通勤時間短縮（日系金融機関 [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

通勤等の移動時間が不要でラッシュもなく時間が有効なことと身体的負担が軽減。一方で気持ちの切り替えが難しく⾧時間パソ

コンに向かいがち。（日系不動産業 [11～20名] バック・ミドル／シニアマネージャー）

通勤不要など明確なメリットを業務成果にいかに置き換えるかが課題。ただ可能性は感じている。（日系設計事務所 [1～10名]

経営／役員）

通信環境が、作業効率に大きく影響する。  労務管理が難しい。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アシスタント）

通勤時間がなく、体力的に楽である。（日系金融機関 [41～50名] フロント／部門⾧）

通勤時間が減ることが良い。  契約書や通知等書面については、出社する必要があり、完全にテレワークにはシフトできない。

（外資系小売 [100名以上] フロント／マネージャー）

通勤時間が無いのはワークライフバランスにとって有効（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

通勤時間が無くなる分、余暇が増えた（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

通勤時間の削減等々含め、非常にメリットを感じます。今後も、働き方改革として、推進すべき。（日系建設業 [100名以上]

バック・ミドル／シニアマネージャー）

通勤時間の⾧い首都圏であれば、⾧時間の通勤時間からの解放というメリットがあると考えますが、地方においては通勤時間が

そもそも短いため、テレワークで作業効率が落ちることを考えるとあまりメリットがないと感じます。（日系コンサル [100名以

上] フロント／シニアマネージャー）

通勤に時間をとられない等時間を有効に使えることが最大のメリットです。（外資系金融機関 [100名以上] バック・ミドル／ア

ソシエイト）

通勤の手間がない。業務開始前後の自由時間（終わればすぐに家）他社との文書のやり取りで「捺印」が必要になる点に対する

仕事文化の改革が課題か。（日系ＡＭ [31～40名] フロント／部門⾧）

通勤時のストレス軽減、会議室不要、ペーパーレスの推進などが利点であるが、コミュニケーションには労力が必要で、疲労度

も高い。（日系ゼネコン [100名以上] フロント／部門⾧）

通勤時間がかからず、効率の良さを実感した。コミュニケーションの頻度や方法を意識すれば出社しなくても支障はない。自宅

での業務環境整備(モニターなど)が課題。（日系ＡＭ [51～99名] フロント／アナリスト）

通勤時間がないので時間を有効に使える点はメリット（日系ＡＭ [51～99名] フロント／部門⾧）
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不動産業においては、生産性の低下を感じてます。（日系不動産業 [11～20名] 経営／役員）

不動産業にとっては脅威でしかない。いずれそうなると考えていたが、コロナの影響で5年程度早まった印象。不動産投資顧問に

とっては危機的状況。多くの会社にはメリットがあるだろうが。（日系その他 [11～20名] その他職種／その他役職）

特段の制限がなければ、多くの職種で今後一定程度定着することとなるだろう。よってこれを前提とした経営方針の確立が必

要。（日系不動産業 [100名以上] フロント／部門⾧）

内容によっては大幅に効率を向上させられるので事前に業務内容を良く整理して定義しておくことが重要だと思います（日系Ａ

Ｍ [51～99名] Research／部門⾧）

必ずしも効率的ではないが、多様な働き方改革のため必要だと思う（日系コンサル [100名以上] フロント／部門⾧）

必ずしも対面の必要のない仕事や会議が判明し、今後の効率化という面では有効であったっと思う。（日系ＡＭ [100名以上] フ

ロント／マネージャー）

評価と成果、先輩や後輩間の指導教育が既存の制度とテレワークが合致しない。既存の仕事の仕方で必要なこと、不必要なこと

の切り分けをして新しい働き方を目指す必要があると感じる。（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／シニアマネージャー）

評価制度（日系ＡＭ [11～20名] フロント／アナリスト）

働く環境の整備と勤務管理、評価システムの改善が必要（日系ＡＭ [41～50名] バック・ミドル／アソシエイト）

同僚の働いている雰囲気が分からないので、上司がどのように評価しているか、部下がどのようなサポートを必要としているか

など感じることが出来ないため、不安な面が多い。一方で、通勤時間がないため、体力的に楽であり、不必要なストレスも感じ

ないで住む面はメリットといえる。（外資系ＡＭ [51～99名] フロント／シニアマネージャー）

特にございません。（日系ＡＭ [11～20名] フロント／部門⾧）

特にコメントはありません。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／マネージャー）

特になし（外資系不動産業 [100名以上] フロント／アナリスト）

特になし（日系その他 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

定量的に測れない業務をしているメンバーの評価が難しい。サボりやすい。仕事が出来る人は結局テレワークでも出来るし、む

しろ生産性が上がる為、テレワークを導入してもしなくても業績は変わらない気がする。無駄な残業代や交通費・交際費が省け

るメリットがある。また上手く組み合わせることで社員のストレスは著しく減る為、トータルで考えるとテレワークを導入した

方が良い。課題は評価制度とセキュリティ対策、ペーパーベースのデジタル化。（日系通信 [100名以上] フロント／マネー

ジャー）

電車に乗らなくてすむし感染率が大きく軽減される。  また仕事に集中出来る。デメリットはほとんど無い。  これからはこのス

タイルが世界的にニューノーマルになると思う。（日系コンサル [1～10名] 経営／役員）

当初想定していたような問題は起きずに、効率的な働き方が実現できた。今後はオフィスに立ち寄る、クライアント先に行くこ

とはあると思うが、70~80％はテレワークで対応する予定。（日系コンサル [100名以上] 経営／部門⾧）

働き方やライフスタイルが劇的に変わるインパクトになると思います。場所を提供することをビジネスとしていた不動産業界に

は、今後ボディーブローのように影響が出てくると思います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／マネージャー）
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労務管理、36協定や労働基準法が柔軟な勤務体制の障害となっている（日系ＡＭ [21～30名] バック・ミドル／部門⾧）

労務管理、規程の改定、実運用面で課題が多いと思います。（日系不動産業 [100名以上] フロント／シニアマネージャー）

部署によっては在宅だけで業務を行うことは難しい部分もあると感じた。（日系不動産業 [41～50名] バック・ミドル／一般社

員）

弊社の場合メリットが大きいように思います。役職員の通勤負担が少ないという点で評価が高いです。（日系ＡＭ [11～20名]

バック・ミドル／部門⾧）

末端の立場では、不要な会議や飲み会への参加が無くなり、直接的なセクハラやモラハラを受けることも無く、通勤時間も短縮

できることから、テレワークによりやっと人間らしい生活や心持ちを保てるようになりました。接続不良やWEB会議等の課題も

ありますが、勤続年数や業務内容によってはテレワークという選択肢が増えることで、未来が明るくなる人間も少なからずいる

のではと感じております。（日系コンサル [100名以上] フロント／アシスタント）

薬の開発前までは、有効に思いますが、開発後は、以前にある程度オフィスが必要となったり、また、テレワーク検討したり

と、行ったりきたりするのでは？と思います。（日系ＡＭ [21～30名] フロント／部門⾧）

有効だということがわかったので一部でもいいので今後も積極的に導入してもらいたいと思っていますが、緊急事態宣言解除後

は通常に戻るようです。なんとかしてほしいものです。（日系不動産業 [100名以上] フロント／アソシエイト）

有効で今後も一定割合継続すべき。テレワークでカバーできない業務もあるが、活用されていくものと考えられる。オフィスス

ペースはあまり減らないのではないか。（日系金融関係の研究所 [51～99名] 経営／役員）

不動産業界においてはまだ対面営業がメインストリームであることから、一定程度のオフラインの活動は必要と感じています。

オフィス不要論のような話も出てきていますが、オフィスの機能が変わるだけで、ゼロにすることはできないと考えています。

（もちろん会社によるのでしょうけど）（日系その他 [1～10名] 経営／役員）

普通の会話ができないこと。（外資系金融機関 [100名以上] バック・ミドル／アソシエイト）

部下の人事評価において、実績を上げるまでのプロセスが見えにくくなっているのが難点。（日系金融機関 [100名以上] フロン

ト／シニアマネージャー）

部署によって、仕事の密度に差異がある。（日系不動産業 [100名以上] バック・ミドル／マネージャー）
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