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《研究ノート》

日本型ワーケーションの効果と課題
― 定義と分類、およびステークホルダーへの影響 ―
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“Workcation”is a newly made-up word that blends“work”and“vacation”
, and has recently considered as a new way of
working. The reason behind why this word is standing out is a direct result of work style reforms, an increasing number of
companies with telecommuters, and the promotion of regional revitalization, etc. There are four main players;（1）worker（2）
company（3）destination, and（4）related businesses, who seemed to be cohabiting but living in different world due to the lack of
clear definition for this new word. Moreover, this situation may prevent the“Workcation”system from accelerating further.
Hence, this paper classifies and redefines‘workcation’, and clarifies expectations and issues for each stakeholder. In addition, the
future direction of Japanese-style‘workcation’will be discussed.
キーワード：ワーケーション、働き方改革、テレワーク、コワーキングスペース、関係人口
Keyword：Worckation, Work style reform, Telework, Co-working space, Population with ties
１．はじめに

この欧米の否定的な観点に対し、日本

役割からの積極的な事業の推進や、期待

ではワーケーションをより広義に捉え、

感、不安感を持ち合わせた状態でワー

き動きが勃興しつつある。ワーケーショ

個人・企業・地域・関連事業者の４種類

ケーションの導入を進めているため、結

ンとは「仕事（work）と休暇（vacation）

のステークホルダーが、その肯定的な観

果として制度導入が加速されない可能性

を組み合わせた欧米発の造語であり、テ

点に期待をするという状況が生じつつあ

も懸念される。

レワークの活用などにより、リゾート地

る。その背景として、個人と企業は、働

そこで本稿では先行研究のレビューと

や地方等の普段の職場とは異なる場所で

き方改革による労働時間の減少や柔軟な

日本特有の状況を取り込んだうえでワー

働きながら休暇取得等を行うもの」（天

働き方による余暇時間の増加という観点

ケーションの分類と再定義を行うととも

野、2018 p2）という考え方で一般的には

から期待を高めている。地域と関連事業

に、ワーケーションに関するそれぞれの

合意されている。つまり、休暇期間中に

者には、ワーケーション市場の拡大によ

ステークホルダーごとの期待や課題につ

も一定の仕事をする、あるいは仕事期間

る関係人口の増加と地域活性化や事業化

いて明らかにする。そのうえで、日本型

中に平行して休暇を取得することができ

の可能性への期待がある。

ワーケーションの今後の方向性を考察

近年、日本型ワーケーションと呼ぶべ

る仕組みと理解されている。

しかし、短期間における急速な拡大と

し、学術的議論と実務的な活用に資する

欧米において、ワーケーションという

ともに、ワーケーションの意味が多様に

概念は、むしろ否定的な文脈で実務的に

理解されているため、その期待は同床異

紹介されてきた。欧米でのワーケーショ

夢であると言わざるを得ない。過大に期

ン概念を包括的にレビューした Pecsek

待されている部分もあれば、否定的な側

ワーケーションという言葉自体は2010

（2018）によれば、ワーケーションに関す

面を十分に考慮していない議論も散見さ

年代前半からBBC、ニューヨークタイム

る学術的蓄積は不十分である。実務的に

れる。定義が曖昧なまま状況が進行して

ズ、フォーブス等の欧米の主要メディア

は、ICT（情報通信技術）の発達により

いくと、ワーケーションはバズワードと

で報道されるようになった新しい概念で

遠隔地の休暇中においても仕事ができる

化し、過去におけるあまたの類似概念と

あ る（天 野、2018）
。例 え ば The Wall

ようになったが、このような状況は、仕

同様に、一時の流行で終わってしまうこ

Street Journal は 2015 年 ６ 月 26 日 に

事と余暇の不安定さを惹起し、個人のス

とが懸念される。

workcation１を取り上げ、
「労働者が滞在

トレスを増大させ、仕事自体も非効率に
なるという批判につながっている。

ことを目的とする。
２．日本型ワーケーション勃興の背景

さらに、2019年以降、このように４つ

先の宿泊費と旅費を負担して、旅先から

のステークホルダーがそれぞれの立場、

の電話会議への参加や報告書の作成をす
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る一方、休み時間は観光に出かけたり家

ケーションの受入れ地として動き出し、

へも寄与する、
「働き方改革実現の切り札」

族と一緒に過ごしたりする働き方」とし

PRを強化した。特に2019年７月にはワー

である。2017年の時点での企業のテレワー

て紹介している。

ケーション先進地である和歌山県と長野

ク導入率は13.9％となり、特に従業員数

日本の企業における初期のワーケーシ

県が中心となり「ワーケーション全国自

301人以上の規模の企業では20.4％となっ

ョンの代表的な導入事例としては、日本航

治体協議会（WAJ）
」を立ち上げ、日本

ている（総務省、2017）
。

空㈱の事例がある。同社はワークスタイル

テレワーク協会が主催による「ワーケー

第４に、
地域における関係人口の創出・

変革推進の一環として2017年に空港等で

ション・スタートアップ！」フォーラム

拡大に対する期待感がある。WAJの会長

シフト勤務をする社員を除いた約4,000人

を開催し、両県を含め４県36市町村が参

である和歌山県の仁坂吉伸知事は、
「テレ

を対象にワーケーションを取り入れ、７～

加を表明した。

ワークを使った移住未満観光以上という

８月の２ケ月間で34名が利用した。これは

それではワーケーション国内において

新しいビジネスモデル」の可能性を指摘

旅先で仕事をする新しい働き方を推奨し

急速に多方面から注目を集める背景には

し、
「ワーケーションを推進する自治体に

夏季の休暇の取得促進が主な目的であっ

何があろうか。次の４つの理由が考えら

集まってもらい力をあわせて提唱」する

た。
また同年に和歌山県が全国の自治体に

れる。

ことの重要性を説いた。

先駆けて当該取り組みを開始し、2018年に

第１に、政府が掲げた「ニッポン一億

は国土交通省白書2018年版など国レベル

総活躍プラン」の実現に向けて長時間労

３．日本型ワーケーションの定義と分類

での関係省庁の資料にも登場するように

働の是正が重視され、休暇取得に対して

ここまで、ワーケーション勃興の背景

なった。さらに2019年になってからメディ

企業が積極的に取組まざるを得なくなっ

を述べてきた。以降、ワーケーションに

アからのワーケーションに対する注目が

たことがあげられる。多様で柔軟な働き

関する先行研究をレビューした後、欧米

加速する。＠niftyビジネス ビジネスデー

方の確保が労使ともに非常に大きな課題

と比較して日本型ワーケーションの定義

タによる全国紙、および47の地方紙の横断

となってきていることがあげられる。第

を行い、その後、日本でのワーケーショ

検索の結果では、2018年の１年間のヒット

２に、若年層を中心にワークライフバラ

ンの現状を加味しながら分類を行う。

件 数 は 合 計 で 34 件 で あったのに 対し、

ンスの重視など働く価値観が変化してい

2019年は８月の時点で既に103件に達して

く一方、人材不足や離職率が高まる中で、

おり、テレビなどの新聞以外のメディアの

働きやすく魅力のある制度の提供が人材

レビュー

取扱いも増加した。

戦略上の重要さを増してきていると考え

ワーケーションという概念が新しく、

こうしたメディアの関心の高まりの理

られる。

3－1

ワーケーションに関する先行研究

国内外における研究の蓄積は非常に少な

由としては次の２点が考えられる。第１

第３に、ワーケーションを行うための環

いが、①ワーケーション制度の概要や地

に、2020年の東京オリンピックを１年後

境として重要なテレワークの普及、浸透が

方自治体の視点から政策について論じた

に控え、「テレワーク・デイズ」の動きが

あげられる。テレワークとは「ICT（情報

もの、②実際にワーケーションや休暇中

活発化した。ワーケーションは、この動

通信技術）を利用し、時間や場所を有効

に行う仕事の効果や休暇の満足度に与え

きに関連した働き方改革の新たなスタイ

に活用できる柔軟な働き方」で「ワークラ

る影響等について論じたもの、③メディ

ルとして紹介される機会が増えた。

イフバランスの実現、人口減少時代におけ

ア学、社会学の視点からワーケーション

る労働力人口の確保、地域の活性化など

の動向について研究したものが、がいく

第２に、地方自治体が積極的にワー

つか発表されている。
図－１

企業におけるテレワークへの取組状況（従業員規模別）

①については、天野（2018）は、自ら
が勤務する和歌山県企画部企画政策局の
課長としての全国的にも先進事例である
和歌山県での取組を中心に、新しい働き
方と地方創生の形として国の地方創生や
テレワーク等の政策とワーケーションの
関係など国内外のワーケーションの現状
や課題を紹介した。
②については、Pecsek（2018）は、ワー
ケーションを「自宅（やオフィス）を離

（出所：ICT利活用と社会的課題解決に関する調査研究《調査報告書》2017（三菱UFJリサー
チ＆コンサルティング株式会社）
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休暇中にレジャーとビジネスの両方を行
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うハイブリッドタイプの旅行」とツーリ

ループに分けて比較したところ、両者の

業員）
、地域行政や住民、関連事業者など

ズムの観点で定義した上で、340名のワー

休暇旅行中の満足度はほとんど差が無い

のステークホルダーが連携していくこと

ケーションの経験者を対象に分析を行

との結果となった。

が望まれる。こうした連携のための議論

い、Stress-sensitive、Technology-addict、

③については、松下（2019）がワーケー

や業務を円滑に進めるため、ワーケーシ

workaholic、Stress-free の４つのタイプ

ションについて、日常（work）と非日常

ョンに関して同床異夢の状態とならない

に分類したうえで、個人のタイプによっ

（vacation）と融合したワークスタイルと

ことが重要だが、ワーケーションは学術

てはストレスをさほど感じることなく仕

し、シェアオフィスやコワーキングス

的な研究の蓄積が十分でなく、我田引水

事と余暇の統合を楽しむことができるた

ペースなどの「サードワークプレイス」

的なものも含め、多様な定義と解釈が既

め魅力的なワーケーション市場が形成さ

やオンラインの情報とオフラインの行動

に一人歩きしてしまっている実態がみら

れる可能性を論じている。

を重ね合わせる「セカンドオフライン」

れる。

また、Nawijn（2014）は、休暇中に仕
事を行う影響に関する研究を行い、休暇

の登場がもたらした変容の一形態として

表－１は、先行研究や官公庁、自治体な

論じている。

どの公的機関の発信文書、専門誌や専門

中に仕事を行うことは理論的には休暇取
得者にとってマイナスであることが想定

サイト、各種報道、企業の資料における定
3－2

国内におけるワーケーションの定

義や概念を抽出したものである。研究者、

されるが、実際にオランダへの観光客の

義および解釈の実態

公的機関、企業などにおいて、実に多様な

サンプル（n＝374）に対して期間中に仕

ワーケーションが実態のある概念とし

定義・解釈が存在することがわかる。

事を行ったグループとそうではないグ

て定着していくためには、企業、個人（従

表－１

日本航空㈱のケースは、同社の制度導

ワーケーションに対するさまざまな定義・解釈の比較
含まれる要素

定義者

テレワー
従業員
ク・ICT
が起点
の活用

定義・概要（抜粋）

社員の活
日常・ 地域と
力・リフ 付加価値
非日常 の交流
レッシュ

Pecsek Brigitta ワーケーションは、自宅（やオフィス）を離れて、最新のテクロジーを活用しながら
（2018）
休暇中にレジャーとビジネスの両方を行うハイブリッドタイプの旅行

○

ワーケーションとは仕事（work）と休暇（vacation）を組み合わせた造語で、国内外
※日 本航空株式 のリゾート地や帰省先、地方などでテレワークを実施します。休暇先（旅先）で仕事
会 社（2017）をするという新たな働き方により、早朝や夕方以降の時間を社員が自由に過ごすこと
プレスリリー で、業務への活力につなげることが狙いです。また、ワーケーションにより、旅行の
ス資料
機会を増やし、家族と過ごす時間が増えることが期待されます。さらに地方で開催さ
れるイベントなどに積極的に参加することで地域の活性化の一助としていく。

○

○

○

国内外のリゾート地や帰省先など、休暇中の旅先で仕事をするテレワークである
国土交通省白書「ワーケーション」が注目を集めています。「ワーケーション」とは、ワーク（仕事）
（2018年版） とバケーション（休暇）のことを言い、長期滞在先でパソコンなどを使って仕事をす
ることを指します。

○

○

○

ワーケーション ワーケーションとは、テレワークを活用し、普段の職場から離れ、リゾート地等の地
自治体協議会 域で、普段の仕事を継続しつつ、その地域ならではの活動を行うことであり、令和の
（2019）
時代の新しい生き方・働き方として、全国に急速に広がっている取組み。

○

○

○

ワーケーション」とは「ワーク（仕事）」と「バケーション（休暇）」を組み合わせた
造語で、旅先で休暇を楽しみながら、テレワークも行う働き方を言います。欧米で広
日本の人事部
まりつつあるスタイルで、休暇に仕事を組み込むことで、長期の休暇を取りやすくな
（2019）
るメリットや、業務了後はレジャーを楽しみリフレッシュし、業務への新たな活力へ
つなげることなどが期待されます。

○

○

○

トラベル
仕事（ワーク）と休暇（バケーション）を組み合わせた造語で、会議には休暇先から
ジャーナル
電話で参加したり、休暇先でテレワークしながらバケーションを楽しむことを想定し
（2017年９月） た制度。

○

天野（2018） ・
（個人が）テレワークの活用などにより、リゾート地や地方等の普段の職場とは異
※個人型
なる場所で働きながら休暇取得等を行うもの。

○

○

○

・会社単位等の集団で地方に滞在し、滞在期間中に研修、会議、地域貢献活動、レク
リエーション活動等を行うものであり、一部のオフサイトミーティングや開発会議
も含まれる。

○

×

○

○

「普段の『Work』に『Vacation』をプラスする、余白を楽しみながら遊ぶように働
く、新たなワークスタイルが『Workation』です。
」「私たちWorkation Networkが考
一般社団法人
える Workation スタイルは、リゾート地などに出向いて仕事をするという旅行アド
「Workation
オン型のワークスタイルに留まらず、地域に根付いた『場』での交流によって生まれ
Network」
る気づきを大切にしています。」
「地域ならではの『場のカタチ』に触れながら、ロー
（2019）
カルな人々と混ざり合うことは、
『いきいきと毎日を楽しみながら働く人生』を送る
ための選択肢は多様であることを教えてくれます。」

○

○

○

○

ワーケーションは「ワーカーにとって、『非日常（Vacation）』を過ごすことによる
『日常（work）』からの一時的に逃避ではなく、むしろ積極的に『日常』に活かしてい
松下（2018） くための時間、経験」であり、「仕事が急速に情報化（オンライン化）していくなか
で、ワーケーションは日常（work）と非日常（vacation）とが切り離されているわけ
ではなく、重畳（Superimposed）されているセカンドオフライン的な行為」

○

○

○

天野（2019）
※団体型

（出所：各種資料をもとに筆者作成） ※太字は筆者が強調したい点に加えたもの
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3－4

日本型ワーケーションの分類

入は「ワークスタイル変革」の取組みの

に効用もあるというように、否定的な側

一環であり、有給休暇の取得促進が主な

面の緩和も可能だという捉え方をする。

目的であった。その後、国土交通省白書

他方、日本型は、働き方改革に基づく柔

（2018）では「国内外のリゾート地や帰省

軟な働き方の実現、テレワークの有効活

図－２をご覧いただきたい。

先など、休暇中の旅先で仕事をするテレ

用、地域にとっての関係人口の創出など、

広義の定義では対象としてフリーラン

ワークである」とし、休暇中の旅行や帰

個人にとっての価値が結果的に企業や地

スと雇用者が包含されていることから、

省先でテレワークを活用した仕事をする

域にも資するという、肯定的な側面を重

まずこの２者が対象として分類される。

こと、と説明した。この内容は各地方自

視している。

フリーランスの場合、ワーケーションに

日本型ワーケーションの定義を踏まえ
てその分類を試みたい。

治体の計画や、メディア関係が媒体で

第２に、Pecsek（2018）が「レジャー

関して、多様で柔軟な形態が実現しやす

ワーケーションを紹介する際に多用され

とビジネスの両方を行うハイブリッドタ

いので、
さらに分類する必要性は少ない。

るようになった。

イプの旅行」と定義するように、欧米型

他方、雇用者の場合これに対し、労働法

ワーケーション実施地の重要さを提唱

はワーケーションを主にツーリズムの観

や勤務管理の点から、様々な制約が生じ

した天野（2018）は、ワーケーションが

点で捉える。他方、日本型には、ツーリ

るため、分類の必要性が生じる。そのた

「個人がテレワーク等を活用し、地方等で

ズムに加えて、天野（2018）が指摘する

め雇用型は、
「休暇活用型」
「日常埋め込

の仕事・滞在と休暇を合わせる」個人型

ように、地方創生にも寄与する新しい働

み型」
「オフサイト会議・研修型」の３分

と、
「会社単位等の集団で地方に滞在し、

き方、すなわちワークスタイルの変革と

類を試みる。

滞在期間中に会議、研修、地域貢献活動、

いう観点が存在する。

「休暇活用型」は先述の日本航空㈱の

レクリエーション活動等を行うものであ

第３に、
欧米型では、
そもそもワーケー

ケースにあたるもので、日本における

り、一部のオフサイトミーティングや開

ションはデジタルノマドなどのフリーラ

ワーケーション勃興のきっかけとなった

発会議」を含む団体型の２つに分けられ

ンスを対象に語られているとされる（天

類型であり、長期の旅行などで連続的に

るものと考えた。この頃から、ワーケー

野 2018）が、日本型は日本航空㈱の事例

有給休暇を取得中に、特定の日（時間帯）

ション推進自治体の連携や誘致に向けた

や「テレワーク・デイズ」で示されるよ

に限って仕事をすることを意味する。テ

地方発の PR も盛んになっていった。

うに、雇用者を対象として語られること

レワークなどICTの発達により遠隔地で

が多い。

も円滑に業務ができるようになったた

こうした「地域発」
「企業発」ではなく
「個人」向けについて（一社）Workation

以上の３点の差異を踏まえると、日本

Networkは、ワーケーションを「普段の

型の定義は、
「個人にとって価値があるこ

『Work』に『Vacation』を プ ラ ス す る、

と」
「ツーリズムとワークスタイルの観点

「日常埋め込み型」は、リゾートのサテ

余白を楽しみながら遊ぶように働く新た

を含むこと」
「雇用者が対象として重視さ

ライトオフィスや、場所を選ばないテレ

なワークスタイル」としたうえで、
「地域

れること」を踏まえて定義すべきだと考

ワークを代表例とする類型である。日常

に根付いた『場』での交流によって生ま

える。そこで、広義の定義としては、フ

的に仕事をしながらも、遠隔地での業務

れる気づき」の大切さを提唱している。

リーランスと雇用者を対象として包含す

が可能になることによって、仕事時間帯

ることを前提として「個人が主体的に価

であっても、柔軟に中抜けすることで、

日本型ワーケーションの定義

値を認めて選択する、
日常的な仕事
（ワー

リゾートなどの遠隔地での遊びが可能に

ここまで述べてきたように、急速に

ク）に、非日常的な余暇（バケーション）

なる。つまり日常的に、個人にとって、

ワーケーションの認知が高まったがゆえ

の感覚を埋め込んだ、柔軟な休暇体験と

仕事と余暇の物理的・心理的距離が近く

に、日本では多様な定義、解釈が生じて

働き方」と設定する。

3－3

しまった。そこで、欧米における従来の

また雇用者を対象として重視する観点

ワーケーションの定義（以下、欧米型と

から、雇用者に限定した狭義の定義を
「従

呼ぶ）と比較して、日本型ワーケーショ

業員が本人の意思において雇用主の承認

ンの定義を試みたい。主な差異は３点に

のもとに、通常指定された勤務先や自宅

なる。

以外の場所でテレワーク等を活用して仕

第１にワーケーションに対する評価で

事と余暇を平行して行うこと」と設定す

ある。欧米型では、ICT 技術の発展によ

る。この広義と狭義の両方の定義の組み

り必然的に仕事と余暇が同時に行えるよ

合わせを、本稿では日本型ワーケーショ

うになってしまったという観点から、労

ンの定義とする。

働者にストレスが発生するものの、同時

め、実現した類型であり、有給休暇の取
得促進などに効果があるとされる。

図－２

日本型ワーケーションの分類

（出所：筆者作成）
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なる。働き方改革における働き方の柔軟

定義に戻ってみると、まずブリージャー

ンとなるといった性質のものではないた

性の進展と、テレワークなどICTの発達

はビジネストラベルマネジメント

め、分類については議論の余地があると

により実現した類型ともいえる。コアな

（BTM）の中では一般的な概念でワー

しフレックス制度の運用を軸とした、近

ケーションに先立って存在しているもの

他方、これら３つの分類はその特徴や

年一部の先進的な企業において取り入れ

ではあるが、雇用者を対象として重視す

効果、さらに企業で制度化する時の留意

られている働く場所や時間が一定程度従

る日本型ワーケーションの定義を踏まえ

点や実務上の運用方法は大きく異なる

業員に委ねられる仕組みは、この類型に

ると、広くワーケーションとして、先述

が、
それらの相違点に無自覚なまま、ワー

包含される。

の「休暇活用型」に包含することが整理

ケーションの議論が進んでいることが現

として妥当であると考える。

状の大きな課題である。今後の建設的な

こうした欧米型のツーリズムの観点か

も考えられる。

らの「休暇活用型」と、さらにワークス

また、リゾートなどのオフサイトにお

タイルの変革の要素が強い「日常埋め込

けるさまざまな研修やチームビルディン

み型」のワーケーションに加え、国内で

グ、新規アイデア創出などに活用される

ワーケーションの進展の経緯から、
「休

はいわゆる「ブリージャー」型や「オフ

ミーティング等も「MICE」の「M」と

暇活用型」
が注目されている面もあるが、

サイトミーティング」型も、欧米型とは

して既にツーリズムでは明確に定義され

むしろ「日常埋め込み型」こそ、働く場

異なったかたちでワーケーションとして

ている。しかしながら、従来から存在し

所や時間が従業員に委ねられる柔軟な働

取り扱われている。例えば、2019年７月

た、こうした部署単位などで行われる持

き方の実現を促進することから、今後の

18日に和歌山県、長野県、
（一社）日本テ

ち出し会議や研修旅行を含む分類も、同

ワーケーションの中核になっていく可能

レワーク協会を中心に「ワーケーション・

様に個人が価値を認めて主体的に参加す

性があろう。

スタートアップ宣言」が行われた際には、

るのであれば、結果的に企業と地域に資

日本におけるワーケーションの特異な

関係官庁や多くの自治体が参加する中、

するという点で、やはり日本型ワーケー

展開として、業務の一環として行われる

基調講演の中で「ワーケーションにはブ

ションの定義に属するものとなろう。そ

団体型のオフィス外での活動である「オ

リージャーやオフサイトミーティングが

こでここでは「オフサイト会議・研修型」

フサイト会議・研修型」も、多くの受入

含まれるもの」との説明を行った。また

としての分類を設定する。この型には、

れ地域において「ワーケーション」とし

実際に総務省等の予算での地方自治体の

企業と地域としては、個人に価値を認め

て称されていることである。この点につ

ワーケーション関連事業の多くはこの２

てもらえるように工夫していくという視

いては、現実的に多くの運用事例が既に

つの要素を含んでいる。さらに地域の観

点が肝要となる。

存在すること、および４つのステークホ

光事業者の多くが、ワーケーションとし

このように「日本型ワーケーション」

議論のためにも定義、分類を明確化する
ことには意味がある。

ルダーの１つである地域からのワーケー

てオフサイトミーティングの誘致を積極

はツーリズムの既存の用語の概念を包含

ションへの期待を織り込むために、これ

的に行っている状況がみられる。

してはいるが、逆にブリージャーやオフ

を狭義の定義に加えることが日本型ワー

サイトミーティングが全てワーケーショ

ケーションの実態に則すものであるが、

前項で設定した日本型ワーケーション
表－２

狭義の定義の分類詳細

分類

休暇活用型

日常埋め込
み型

オフサイト
会議・研修
型

分類詳細

概要

勤務の取扱い、必要な環境等
年次有給休暇等（半日単位や時間単
JAL で導入されているワーケーション制度のように、休暇中の特 位の有給休暇の活用＋業務を行って
有給休暇との混合
定に日に限って仕事をする。有給休暇の取得促進などに効果
いる時間は勤務扱い）＋テレワーク
環境
business（仕事）とleisure（余暇）を合体させた造語で、普段の出
張に休暇をプラスし、出張業務にプラスして、前後にバケーショ 業務出張（勤務）と有給休暇の組み
ブリージャー（Bleisure）
ンや地域との交流等を可能とするもの。利用者は移動費用、時間 合わせ
をセーブでき非日常を過ぎすことができる
WAA（いつでも、どこでも自由に働くことができる働き方）的な
ワーケーション。日常的に、勤務中に中抜けして、遊びが楽しめ
勤務と休暇・就労時間外との混合（時
リ ゾ ー ト の サ テ ラ イ ト る。長期間日常とは異なる地域に滞在や２拠点居住なども可能と
間単位年休やコアなしフレックスタ
オフィスや、場所を選ば なり、「場所・空間・環境」の裁量、自由度が格段に高くなる。ま
イム制など）＋テレワーク環境。就
ないテレワーク
た地域コミュニティへの参加やコワーキング、コラボレーション
業時間・期間は有給
な活動が容易になり、地方での複業や逆参勤交代的な働き方への
可能性も拡がる
勤務（有給）
リ ゾ ー ト な ど の オ フ サ ツーリズム用語の「MICE」の「M」に相当する、部署単位などで
会議・研修前後の休暇や滞在期間中
イ ト に お け る さ ま ざ ま 従来の持ち出し会議や研修旅行的に行われるもの。チームビルデ
の休日の Bleisure としての遊び（無
な研修、ミーティング ィングや新規アイデア創出などに活用される
給）は可能

（出所：各種資料をもとに筆者作成）
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先述のとおり、個人の価値に結びつくこ

イティブな発想が生まれやすくなるな

が整備され、既にテレワークの運用実績

とが求められる。

ど、さまざまな効用が期待できる。

があるベースとしてある上で、さらに

先述の日本航空㈱では、休暇期間中に

ワーケーションに関する運用ガイドライ

４．ステークホルダーへの影響と課題

ワーケーションとして勤務日を設定した

ンを設ける必要がある。例えば労災保険

4－1

４つのステークホルダーの位置づ

制度の利用実績は2018年度通期では174

法における通勤の要件においては、通勤

けおよびワーケーションへの期待効果

人日 、また2019年度も上半期で91人日と

の逸脱および中断については、例外とな

と課題

利用数が増加し、社員の休暇取促促進と

る行為を除いてその対象とはならないた

ワーケーションの主なステークホル

２

働き方の多様化に寄与している。あわせ

め、ワーケーションの場合にはどのよう

②利用

て日本型ワーケーションの一形態である

な扱いとなることが想定されるのかな

する社員（個人） ③利用者を受入れる地

ブリージャーも、2019年５月～11月の半

ど、制度を利用する社員の事前に十分な

域と行政

年間で118名の利用があった。
また同社は

理解が不可欠となる。

ダーは、①制度を導入する企業

民間事業者

④ワーケーションに関連した
の大きく４つに分けること

オフサイト会議・研修型のワーケーショ

また、上司にあたる管理者が、部下の

ができる。これらステークホルダーは

ンを宮城県で湯治文化と組み合わせて行

ワーケーション期間中の勤怠や業務の進

ワーケーションに対して多様な期待を寄

ない、健康状態の推移を測定するなど効

捗などをマネジメントできるよう普段か

せる一方、既に課題も見えつつある。以

果測定にも取り組み一定の成果をあげて

らの準備やコミュニケーションが重要と

下、それぞれについて概観していく。

いる。

なる。

こうした効用が期待できるにもかかわ
4－2

導入する企業

らず、実態としてはワーケーションを企

4－3

社員（個人）

まず導入する企業にとっては働き方改

業として制度化する動きは加速されてい

社員にとってもワーケーション制度に

革への対応、特に年次有給休暇の取得促

ない。その理由として、導入にあたって

は大きなメリットがある。またワーケー

進への効果が期待される。社員の価値観

の労務管理や情報セキュリティ、プロジ

ションは、
「休みか？仕事か？」といった

が多様化するとともに、ダイバーシティ

ェクト管理などのマネジメント上の問題

究極の選択から解放され、旅行に行くた

やインクルージョンの観点から柔軟な働

と、社内外の手続きの煩雑さやコンセン

めだけでなく、ボランティアやプロボノ

き方への志向が高まる中で、優秀な人材

サスを形成する際のハードルの高さに見

活動、
日常の組織を離れた越境的な学習、

の確保や定着促進のための施策は重要と

合った効果が期待しにくく、企業側の導

副業や複業、趣味の活動まで、自律的で

なるが、ワーケーションを社内で推進し

入インセンティブが低いことがあげられ

自由度の高い働き方を実現しやすくな

ていくことで、企業の魅力度アップにも

る。

り、働き方の選択肢や地域での活動機会

つながっていくと考えられている。

特に労務管理上の課題については、企

などが大きく広がるメリットがある。

また、社員のウエルネスの向上や健康

業としてテレワークに関連した規程の制

他方、この制度は、現時点では制度に

経営の視点、環境を変えることでクリエ

定と情報セキュリティ環境などインフラ

対する理解が十分でないこともあり、必
ずしも社員全員が肯定的に捉えているも

図－３

ワーケーションに関連する４つのステークホルダー

のではない。
筆者の研究室で独自に正規雇用者120
名を対象に行った調査３ によると、ワー
ケーションの利用意向については、
「ぜひ
利用したい」
「利用したい」
「どちらかと
いえば利用したい」の合計が66％である
一方、
「絶対に利用したくない」
「利用し
たくない」
「あまり利用したくない」の合
計は26％となった。また、現在の業務の
状況でワーケーションの取得が可能か、
という設問には「できる」が全体の32％
との結果となった。実際に業種や職種に
よっても導入の難しさが異なり、社内に
テレワークやワーケーションに適さない
職種があることも多く、制度が導入され

（出所：田中・石山（2019））
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図－４

ワーケーションの本人利用意向と利用可能状況および勤務先への導入意向

出所：「新たな働き方・休み方に関するアンケート調査（2019）」（筆者実施）

ても同じ社内で利用できる部署・業務と

で選択した結果が図５および図６であ

利用できない部門の混在がすることが想

る。

あることがわかった。
4－4

地域・行政

定される。こうした新たな不公平感への

まずメリットに関しては、
「自分の好き

懸念も制度導入に向けた機運が高まらな

な場所で働くことができるので、モチ

ワーケーションは現在、国が推進して

い要因となる可能性がある。

ベーションや集中力が上がる」
「業務を滞

いる関係人口の創出・増加や地域創生、

このような状況もあり、勤務先への導

らせずに休むことができるので長期休暇

地域活性化、テレワークの推進などさま

入に対しては肯定的なとらえ方が66％で

が取りやすくなる」
「自律的・自己管理的

ざまな施策とリンクしており、ふるさと

ある一方、27％が否定的な回答を示して

な働き方ができる」などが挙げられてい

テレワーク事業や移住交流促進事業など

おり、本人の利用はあくまで任意である

る。一方、デメリットについては、
「仕事

との親和性の高いものとなっている。

にもかかわらず制度導入には賛否両論あ

と仕事以外の時間の切り分けが難しい」

ることがわかる。
また、ワーケーションについて感じる

「休日も働くことができるようになるの
で、結果的に仕事をする時間が増える」

2019年11月にはワーケーション先進県
である和歌山県と長野県の両県が中心と
な り、「ワ ー ケ ー シ ョ ン 自 治 体 協 議 会

メリットとデメリットについてそれぞれ

「休暇を思う存分楽しめない」が挙げら

（WAJ）
」が設立され、65自治体（１道６

回答者が当てはまると思うものを３つま

れ、ワーケーション導入に関する不安が

県58市町村）が会員として参加した。こ

図－５

ワーケーションに感じるメリット

図－６

ワーケーションに感じるデメリット

出所：「新たな働き方・休み方に関するアンケート調査（2019）」（山梨大学田中研究室実施）
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うした期待の背景には、関係人口の増加

事業展開には限界がみられる。したがっ

５．考察と今後の課題

の効果と合わせて「ふるさとテレワーク

て「場」としての魅力に加え「人」や「コ

5－1

事業」等の実施自治体がシフトしている

ミュニティー」の存在を高める仕掛けづ

先述のとおり、ワーケーションはまだ

ことも見受けられる。

くりや先進的な企業のサテライトオフィ

まだ発展途上の概念であるため、４つの

ス 誘 致 な ど を 積 極 的 に 進 め な け れ ば、

ステークホルダーが異なった期待を抱き

としてのブランド化を進めており、ワー

ワーケーション事業に参画する地域が増

ながらそれぞれの観点でワーケーション

ケーションを目的とした来県企業数が県

えていく中で厳しい競争を強いられる可

を解釈し、事業を推進してきている。本

の情報政策課把握分だけでも2017年度に

能性が高い。

研究では、
既に多数存在する定義や解説、

特に和歌山県はワーケーション先進県

24社、2018年度に25社、2019年度は12月
末の時点で38社となるなど、ワーケーシ

考察

発信情報などを収集、分析する中で、ス
4－5

関連事業者

テークホルダーが関心を持ち実施しよう

ョンを切り口とした関係人口の増加に一

シェアオフィスやコワーキングプレー

とする経緯や意図を見いだし、４つのス

定の成果を上げている。さらに白浜地区

スビジネスを展開するデベロッパーや不

テークホルダーが今後に向けてどのよう

を中心に IT ビジネスオフォスを設置し、

動産業界、リノベーション関連業界、ICT

な期待や課題を持って事業に取組んでい

セールスフォース・ドットコムやNECグ

等のインフラ、通信事業者、ホテル・リ

るか、現状とその方向性について明らか

ループ会社等の誘致を行い、一連の施策

ゾート業界、研修や人材紹介、人材斡旋

にすることができた。そこで、本稿の理

により転入雇用者として10名を地域で受

に至る、など多岐にわたる多様な業界が

論的意義を２点指摘したい。

入れ、定住人口増加の成果につなげてい

事業拡大のチャンスを窺っており、市場

第１の意義は、学術的蓄積が十分では

る。

の拡大が見込まれる。他方、都心部や近

なく、特に日本で４つのステークホル

しかし一部の地域で盛り上がりを見せ

郊における快適で低料金の民間のコワー

ダーがそれぞれの立場、役割から多様な

る一方で、全体的にはいくつかの課題が

キングスペースも急増や、サブスプショ

定義を行っているワーケーションを、日

懸念される。現在、地域におけるプロモー

ン型のコリビング事業等の新業態や星野

本の実態に則し、日本型ワーケーション

ションは、先述の「オフサイト会議やグ

リゾート等の大手の参入も顕著になって

として定義し、分類したことである。そ

ループでの研修スタイル」のタイプが多

おり、既存事業者にとっては競争が厳し

の結果、特に狭義の定義において、
「休暇

くみられる。集客の効率化や観光産業特

くなることが予想される。また、現在は

活用型」だけが類型ではないこと、
「日常

有のシーズン波動の解消といった点から

ワーケーションの黎明期であり地域のコ

埋め込み型」が柔軟な働き方として発展

は理にかなっているが、実際に企業側の

ワーキングスペースも意識の高いアー

するポテンシャルがあること、日本の特

実施インセンティブは高まっていない。

リーアダプター層の利用が中心となって

異な展開である「オフサイト会議・研修

さらに、個人の利用にプロモーションを

いると考えられるが、今後マーケットが

型」も定義に含まれること、を明らかに

シフトしたとしても、ワーケーションに

拡大しく中で利用者の拡大による営業収

できた。
定義と分類が明確化したことで、

対して積極的な個人は自分にフィットし

益の確保と利用者のスクリーニングによ

今後、４つのステークホルダーが相乗的

た「コミュニティー」を求める傾向が強

るコミュニティーの質との維持の相反す

にワーケーションを活用することも期待

く、現存するハコもの施設を中心とした

る課題に直面する可能性が懸念される。

できよう。
第２の意義は、４つのステークホル

表－３

WAJ 参加自治体と「ふるさとテレワーク調査事業」等への参画自治体の関連

けた意識のズレと大きな温度差があるこ

都道府県
北海道、群馬県、長野県、和歌山県、鳥取県、長崎県
（６）

市町村
（55）

ダーの間に、ワーケーションの推進に向
とを明らかにしたことだ。特に、関係人

北海道北見市、富良野市、ニセコ町、倶知安市町、中頓別町、斜里町、岩手県八
幡平市、秋田県湯沢市、にかほ市、神奈川県鎌倉市、逗子市、新潟県妙高市、糸
魚川市、石川県小松市、福井県福井市、山梨県甲州市、長野県長野市、松本市、
上田市、諏訪市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、
佐久市、千曲市、軽井沢町＊、立科町、下諏訪町、富士見町、山ノ内町、信濃町、
原村、白馬村、静岡県静岡市＊、下田市、南伊豆町、三重県志摩市、京都府舞鶴
市、兵庫県新温泉町、和歌山県和歌山市、田辺市、紀の川町、印南町、白浜町、
那智勝浦町、本町、広島県呉市、福山市、長崎県五島市、鹿児島県錦江町、徳之
島町、伊仙町、沖縄県名護市

「太字」はふるさとテレワーク調査事業参画自治体、
「太字＊」はまちごとテレワーク調査事
業参画自治体
（出所：ワーケーション全国自治体協議会設立総会資料（2019年11月18日）、総務省関連資料
より筆者作成）
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口の増大という目標に向けて事業を加速
する地域・行政と、ワーケーションの制
度導入の前提条件となるテレワーク制度
の導入、円滑な運営もまだ軌道に乗り切
れておらず、導入後も負担感が大きい労
務管理上の問題が解決できていない中
で、二の足を踏んでいる企業との溝は非
常に大きい。実際に制度を利用するボリ
ュームゾーンは大企業を中心とした都心
で働く社員であることを考えると、まず
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この問題を解決していく必要がある。
今後、健全に制度を育て定着させてい
くためには、それぞれの立場と制約条件

あわせて、ヒアリング等にご協力いただ
いた企業、地域、大学関係の方々に、この
場を借りて心より謝辞を申し上げます。

を相互に理解し、WIN-WIN の関係を拡
げていく必要があろう。例えば、従業員
はできる限り自由度の高い制度運用を望
むであろうが、企業としては安全配慮義

創生の形」
『ESTRELA』No.291, pp.2－13

注

・厚生労働省（2019）
「平成29年度「テレ

海外での英語表記はこのように

１）


Workcationが一般的であるが、国内で

常に意識する必要がある。また、地域お

は Worcation と記されることもあり、

との関係や今後の地域間競争等を視野に
入れた持続可能な施策を推進していくこ
とが不可欠となると考えられる。

・天野宏（2018）
「ワーケーション：和歌
山県から提案する新しい働き方と地方

務など労務管理や情報漏洩の防止などを
いても国が推進しているテレワーク政策

引用・参考文献

定まっていない。

ワーク推進企業等厚生労働大臣表彰～
輝くテレワーク賞～事例集」pp.18－23
（厚生労働省）
・国土交通省（2018）国土交通白書平成

日本航空㈱でのワーケーション制度取

２）


得のカウント方法は休暇期間中に
「ワーケーション」として勤務した日を

29年度年次報告
・㈱ JTB 総合研究所（2019）
「進化し領
域を拡大する日本人の国内旅行」

数えている。
（勤怠管理システムにより

・総 務省（2017）
「ICT 利活用と社会的

「ワーケーション勤務」を社員が指定し

課題解決に関する調査研究《調査報告

ワーケーションはまだ認知されてから
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書》
」
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日が浅く、実際の運用はまさにこれから

お、同社人材戦略部へのヒアリングで

ィング㈱）

である。ワーケーションついては、エビ

は、１度の休暇中に社員がワーケーシ

デンスに基づく研究の蓄積がほとんどな

ョン勤務を行なう日数は１～２日が大
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今後の課題

されておらず、企業も個人も、大きな効
果に期待を寄せる人もいれば、まだその

半であることのことである。

・総務省（2018）
「平成30年通信利用動向
調査（概要）
」
（総務省）
・田中敦・石山恒貴（2019）
「地域におけ

「新たな働き方・休み方に関するアン

る日本型ワーケーションの勃興 ― 定

効果に疑問を持つ人々も少なくない。他

ケート調査（2019）
」は山梨大学田中研

義およびステークホルダーとの関

方、TOKYO2020が夏期休暇シーズンと

究室で

係―」
日本国際観光学会2019年第23回

重なることから、都内の交雑緩和の面か

①雇用者の日本型ワーケーション利用

全国大会梗概集

らもワーケーションの普及が求められて
いる。
今後は、エビデンスに基づくワーケー
ションに対する総合的な評価ができるよ
う実証的な研究が行われること、および

３）


意向や制度に対する評価
②雇用者がワーケーションに感じるメ
リット・デメリット
③雇用者のワーケーション利用意向を
高める要因、低下要因

・田中敦・森田裕子 (2019）
「ワーケーシ
ョンの導入と拡大に向けた課題に関す
る一考察 ― テレワークにおける労務
管理上の課題との比較を中心に ― 」
第34回 日本観光研究学会全国大会学

今回の日本型ワーケーションの定義をき

等 について明らかにすることを目的

っかけに、地域活性化のみならず働き方

に、独自に実施したものである。

や価値観の多様化への対応といった観点

具体的な調査の概要、方法は次のとお

シ ョ ン 変 る 働 き 方 と 旅 行 の 変 化」

からも、実務家を交えた活発な研究や議

りである。
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論が進むことが期待される。

・調 査方法：Google フォームによる
WEB 上でのアンケート配布・回収

謝辞
本稿の執筆にあたっては、㈱JTB総合

・対象者：企業に正社員として勤務す
る男女
（スノーボールサンプリング）
（内訳）


術論文集 pp477-480
・トラベルジャーナル（2017）
「ワーケー

・日本航空株式会社（2017）
「JALは、テ
レワークを推進し、働き方改革を進め
ま す」プ レ ス リ リ ー ス 資 料 https://
press.jal.co.jp/ja/release/201707/
004350.html（2019年11月15日アクセ

研究所交流戦略部（部長：山下真輝氏）

性別：男性61％

に設置された「ワーケーション研究会」

年齢：20歳代38％、30歳代10％、40

・日本テレワーク協会（2019）
「ワーケー

歳代19％5031％、60歳代２％

ション自治体協議会設立総会」配布資

のみなさんに多大なご協力と有益なご意
見をいただくことができました。また、
㈱JTBコミュニケーションデザインの三

女性39％

・配布・回収期間：
2019年12月20日～2020年１月５日

ス）

料
・日 本の人事部（2017）「ワーケーショ

科百花氏には山梨大学在学中に資料収

・回収結果：144

ン」とは？『日本の人事部』2017年９

集、調査の実施、分析などで全面的に協

・有効回答：120

月 13 日

力いただきました。

・設問数：45問（主に選択式）

detl/884/（2019年11月15日アクセス）
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・三科百花（2020）
「雇用者のワーケーシ
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用意向に影響を与える要因」 山梨大
学田中研究室
・和歌山県（2019）
「和歌山県観光振興実
施行動計画（観光振興アクションプロ
グラム2019）」
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】
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