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 コロナ禍のもと、「やむを得ず」在宅勤務、テレワークに移⾏せざるを得なかっ
た企業は多いだろう。やってみたら意外と「できた」という点もあれば、「できな
かった」という点があるのは確か。今後さまざまなインターネットツールを使った
テレワークが広がる可能性はどこまであるのか。政府の雇⽤制度改⾰をリードして
きた慶応⼤学の鶴光太郎教授にアフターコロナの働き⽅と経済の⾒通しを聞いた。

鶴光太郎［つる・こうたろう］⽒
1960年東京⽣まれ。84年経済企画庁（現内閣
府）⼊庁。95年OECD経済総局エコノミスト。
2000年⽇本銀⾏⾦融研究所研究員。01年経済産
業研究所上席研究員。12年から慶応⼤学⼤学院
教授。内閣府規制改⾰会議・雇⽤ワーキング・
グループ座⻑など歴任

̶新型コロナウイルスが働き⽅改⾰に及ぼす影響をどうみますか。

鶴光太郎・慶応⼤学⼤学院教授（以下、鶴⽒）：こういう状況になる前からテ
レワークの重要性はずっと⾔ってきた。なぜ重要か。⽇本はもともと「⼤部屋
型」の職場で、⼈とのコミュニケーション、情報共有する仕組みが優れている
ということでやってきた。

バックナン

実は残虐で無慈悲だった明智光
秀

統計的視点で読み解く新型コロ
ナデータの危うさ

建設業「⼀⼈親⽅」100万⼈、3
密回避へ進むIT活⽤

最新号

2020年5⽉4⽇
号

「お店」がつ
る コロナ・
ェクトで悲…

誌⾯で読

アクセスランキング

現在 昨⽇ 週間

Books

データから“真実”を読み解くスキル

江村英哲の「ひと×街×テック」

時事深層

フランチャイズ加盟店、コロナ禍で連鎖
産の懸念

1分解説

三菱商事vs伊藤忠商事、総合商社「⾸位
代」は起きず

論点コロナ・エフェクト

「誰も考えないリスクを考えるのがリー
ー」と失敗学・畑…

クルマ⼤転換 CASE時代の新秩序

トヨタ8割減益予想 それでも章男社⻑
伝えたかった「安…

介護⽣活敗戦記
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⽇経ビジネスとは？ 今⽉の閲覧：残り2本 登録会員 鶴光太郎様 設定 有料登⽇経BP

連載名・キーワードなどで検索
新着 特集 Raise ゼミナール

慶応⼤・鶴教授「テレワーク推進、働き⽅
のコペルニクス的転回を」

菊池 貴之
⽇経ビジネス記者

2020年5⽉14⽇ 有料会員限定
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 しかし、創造的な仕事や個⼈が集中できるような環境ではない部分があっ
て、むしろテレワーク、個室的な働き⽅があるべきだと考えた。もちろん、個
⼈によって集中できる環境は違うので、多様な働き⽅を選べるというのがい
い。⽇本ではテレワークは介護、⼦育てなど制限のある働き⼿のためにあると
いう⾒⽅が強かった。むしろ、ホワイトカラーの集中⼒、想像⼒、⽣産性を⾼
めることが重要だ。

 今起きているのは、⼩さい⼦どもを抱える親御さんが、学校が休校となった
り、保育園に預けられなくなったままテレワークになっている状況だ。通常の
テレワークが想定している状況ではない。通信環境が整っていないケースやリ
ビングで仕事せざるを得ないこともある。インフラが整わないままやっている
ので、不満が出てくるのは当然だ。

 私⾃⾝、今まではメールで伝えるのが難しいことは対⾯での打ち合わせでも
仕⽅ないと考えていた。しかし、ビデオ会議でやってみると予想以上にコミュ
ニケーションが取れる。学⽣との⾯談も機微に触れるような相⼿の表情が分か
る。研究者は資料を⽰しながらコミュニケーションする⽅が実は効率がよい。

 1時間も2時間もかけて職場に⾏く意味がどれだけあるのか。テレワークはや
ってみたら案外できるのが実感。ただ、そのためのツールを使いこなしていく
⼈と、そうでない⼈の差が出ている。⽇本の職場にどっぷりつかってきた⼈は
職場での「あうんの呼吸」に価値を⾒いだしていたが、そうした⼼の壁をコロ
ナがぶち壊していく。

̶中⼩企業ではなかなか難しいのではないでしょうか。

鶴⽒：インフラの問題があった。それでも話を聞くと、⼯夫によってできると
ころはある。会社のパソコンを遠隔でコントロールできるようにするなどだ。
セキュリティーの整備も以前より低いコストでできるようになっている。中⼩
企業は⼈が⾜りないからこそ、ICT（情報通信技術）、デジタル化を活⽤すべ
きなのに、むしろそれが進んでいなかった。テレワークを進めることで、⼈⼿
不⾜の解消にもつながり、テレワークを活⽤するためのコストも下がってい
く。流れは変わっていくだろう。

次ページ マスコミや国会議員は遅れている
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⽇本電産・永守⽒はどう⼤学を変えるのか
京都先端⼤、改⾰の現場

「ハーバードもケンブリッジも超える」
守⽒の果てなき…

⼩⽥嶋隆の「ア・ピース・オブ・警句」 〜
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「空気の読めなさ」の原因は
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1分解説
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「誰も考えないリスクを考えるのがリー
ー」と失敗学・畑…

クルマ⼤転換 CASE時代の新秩序
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マスコミや国会議員は遅れている

̶それほどの⼤転換となりますか。

鶴⽒：今の時点では、マスコミの認識が遅れているのではないか。これまでは
対⾯に依存するところが⼤きかった。そういうところから⼤きく変わらないと
いけない。テレビ局も３密の状況だ。「オンラインで出演して」と⾔われて
も、スタジオにはいっぱい⼈がいる。⼤きなホールの講演とどっちが危ないの
か。

 国会、役所の意識も遅れている。この期に及んでも、国会に⼈が集まってい
る。⾏動を変えなければいけないが、理屈をつけて対⾯に依存している。教育
機関も変われていない。学校は３密でないといけないものだったからだ。教育
現場もコペルニクス的転回が必要だろう。

̶私も含め、今でも対⾯がいいという考えを捨てきれない部分があります。

鶴⽒：テレビ会議でも効率的にアウトプットを出せる。私⾃⾝、オフィスでの
対⾯の取材では時間的な制約で断っていたこともあった。デメリットだけでは
ない。 

 今はむしろどこまでできるか、限りなくリアルに近づけられないか挑戦すべ
きときだ。病院、介護の場で家族と会えなくても、オンラインでのコミュニケ
ーションは取れる。オンライン飲み会も、同じ場にいないとできないという発
想を覆すものだ。要は⼯夫次第で、前向きな取り組みが重要になる。やっぱり
だめだ、不⾃由だと⽬を背けるのではなく、もっと可能性を追求していくべき
だろう。

 制限されている状況を、制限されていない状況に作り直すことが⼤事。ポス
トコロナを⾒据えるとき、経済を⾒通すことは難しい。しかし戦争と同じで、
焼け野原から再出発すべきだ。新たなテクノロジーで何ができるかを考えるこ
とで先が⾒える。
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̶コロナによる経済的影響をどの程度とみますか。

鶴⽒：少なくとも1年、来年の春くらいまで今のような状況が続かざるを得な
い。感染拡⼤が⽌まったと思ってもまた広がるとか、スペイン⾵邪のように第2
波、第3波ということもある。「⻑期戦」という⾔葉は、少なくとも1年は続く
と理解すべきだ。

 東京五輪も安⼼できる状況ではない。⽇本では外出禁⽌についての厳しい罰
則がないが、世界で⾒ると暴動も起きている。我慢強く外出禁⽌を続けるのは
⼤変だ。各国は1カ⽉先ぐらいを⾒ながらやっているが、これが永遠に続くとい
うと、みんな倒れてしまう。少しずつ⽬標を設定し、実態を⾒ながらの判断に
なるが、ずっと続くと思わせてしまうと持たないジレンマがある。

次ページ 10万円給付だけではどうにもならない

#ストラテジー #コロナ・エフェクト

建設業「⼀⼈親⽅」100万⼈、3
密回避へ進むIT活⽤

フランチャイズ加盟店、コロナ
禍で連鎖倒産の懸念

三菱商事vs伊藤忠商事、総合商
社「⾸位交代」は起きず

新型コロナで⾃粛中に、デイサービスの
⽤は不謹慎？

⽇本電産・永守⽒はどう⼤学を変えるのか
京都先端⼤、改⾰の現場

「ハーバードもケンブリッジも超える」
守⽒の果てなき…

⼩⽥嶋隆の「ア・ピース・オブ・警句」 〜
間に転がる意味不明

「空気の読めなさ」の原因は

アクセスランキング

おすすめ情報（PR）

有料アクセスランキング

現在 昨⽇ 週間

江村英哲の「ひと×街×テック」

時事深層

1分解説

論点コロナ・エフェクト

「誰も考えないリスクを考えるのがリー
ー」と失敗学・畑…

クルマ⼤転換 CASE時代の新秩序

トヨタ8割減益予想 それでも章男社⻑
伝えたかった「安…

有料アクセスランキング

おすすめ書籍・ムック

オンライン取引の技術を牽引
るＩＧ証券、⾰新を続ける理

住宅街を遊園地に！？ お化
屋敷「オバケン」に⾏ってみ

めちゃ⽴地がいい！秋葉原の
架下ホテルは7⼈部屋が⼤⼈

ビール好きも満⾜の新・淡麗
リーンラベルが売上好調！

1 2 3

シェア シェア ギフト URLコピー クリップ

PR：オンラインセミナー
マイクロソフト主催 IoT最新動向セミナー配信中！

⼤⻄孝弘の「遠くて近き⽇本
と欧州」
新型コロナで「外出禁
⽌」ならどうなる？ 欧州
の事例を徹底⽐較

財新×新型コロナウイルス そ
の時、中国はこう動いた
新型コロナでテレワーク
市場争奪戦、バイトダン
スVSテンセント

シンギュラーな技術を⽣み出
せ!~「未来の作り⼿たち」へ
「テクノロジーの⾷わず
嫌いをやめよ」

世界⿃瞰
低所得者がけん引する⽶
景気

インタビュー
新型コロナ流⾏拡⼤で
「名刺」は無くなるの
か？

⼤⻄孝弘の「遠くて近き⽇本
と欧州」
強気の「休校せず」から
暗転、英国が⽰すイタリ
アとの不吉な符合

時事深層
アフターコロナの世界、
都市の再設計が始まる

ニュースを突く
新型コロナウイルスがも
たらす「変化の芽」

あなたにおすすめ
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10万円給付だけではどうにもならない

̶⼀律の給付⾦には反対していました。

鶴⽒：年⾦受給者は収⼊が少なくなるかというとそうではない。あまり影響の
ない⼈もいる⼀⽅で、⽇銭で商売している⼈の収⼊は途絶えている。そこの差
が⼤きい。結局、「早く」ということを重視した。ポピュリズム的な政治では
そこにいく。本当に困っている⼈は10万円では⾜りない。本来なら30万円の⼈
が10万円になっている。

 世界を⾒ると、社会保障番号などが活⽤され、所得や資産の情報を把握して
いる。そういう仕組みが完備されている先進国は迅速に対応ができている。⽇
本はマイナンバーなどの仕組みができてきたが、それを完全に使うという政策
はプライバシーと個⼈情報の関係もあってできていない。

 今の番号の仕組みやICTを使えばかなりできるのに、そこが整備されていな
いのが根本的な問題で、10万円だ30万円だという荒っぽい議論になる。ターゲ
ットを絞って政策を⾏う仕組みが問われている。

̶これまで対⾯で回ってきた経済が、通常に戻っていくのかどうか。そこへの

影響をどうみますか。

鶴⽒：10万円の給付だけではどうにもならないという話になる可能性は⼤き
い。半年所得が途絶えても、状況が戻ってくる確信があれば持ちこたえさせる
ことができるが、それが1年、2年では時間稼ぎが難しい。そこが⾒えてこな
い。⼤変な期間を過ごしたとしても、正常に戻れるまでの時間をできるだけ短
くできれば⼤丈夫だが、だらだら続けば、今の形を続けざるを得なくなってし
まう。

 感染拡⼤が⽌まって外出できるようになっても、2倍⾷事をしたり旅⾏をした
りするわけにはいかずV字回復できるかは分からない。経済のアクセル、ブレ
ーキを交互に踏むのはあまりよくない。不安感がかえって⼤きくなる。安⼼で
きる状況まで待ってから思いっきりアクセルを踏んだ⽅が経済の循環にはいい

バックナン

実は残虐で無慈悲だった明智光
秀

統計的視点で読み解く新型コロ
ナデータの危うさ
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Books

データから“真実”を読み解くスキル

江村英哲の「ひと×街×テック」

時事深層

フランチャイズ加盟店、コロナ禍で連鎖
産の懸念

1分解説

三菱商事vs伊藤忠商事、総合商社「⾸位
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だろう。⽶国でもトランプ⼤統領が経済重視で少しでも早く制限の解除をした
いという話をするが、安易にやると問題だという経済学者は⽶国でも多い。
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