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2020 年初頭以降、新型コロナウィルスの急速

な蔓延とその後のロックダウンにより、リモー

トワークの傾向が加速し、この間、雇用労働者

のうち推定 30～45％（国により異なる）が、

自宅または別の離れた場所で仕事をしている

とされた。コロナ禍のリモートワークの利用率

が収束後も持続する可能性は低いが、多くの労

働者は固定の職場以外で働き続け、リモートワ

ークに対する長期的な需要は高まるだろう。 

「普通の」状況下でリモートワークを選択する

ことは、コロナ禍での場合と同じではない。多

くの労働者は、更なる育児や教育の役割を担い、

ホームオフィスの環境整備が間に合わず、ロッ

クダウンや隔離、孤立感に直面し、心身共に負

担が増した。つまり、平時とコロナ禍の状況を

同一視しないよう、注意しなければならない。

だが、このような大規模なリモートワークの経

験と、それがもたらした機会と脅威の両方、そ

して労働者に資するようリモートワークの最

良の労働条件と権利を交渉する上での労働組

合の役割について、熟考する価値はある。 

UNI は、UNI 世界金融部会、UNI 世界 ICTS
部会、UNI 世界専門職・監督職委員会と共に、

パンデミック期間中や今後のリモートワーク

に関する加盟組織の交渉を支援するため、主要

原則をまとめた。その目的は、このような働き

方によって、更なる柔軟性を求める労働者のニ

ーズと、労働者と労働組合の権利・保護が両立

できるようにすることである。リモートワーク

は雇用労働条件の大幅な変更を意味する場合

があり、リモートワークのルールは、団体交渉

の必須の議題とするべきである。世界では既に

これらの原則の一部が導入されている団体協

約や法制度もあるが、あらゆるレベルにおいて、

ルールや規制には明らかなギャップが残って

いる。リモートワークがもっと普及し定着する

前に、これらの問題に対処する必要がある。 

危機の前から、労使双方からリモートワークの

要求は高まっていた。リモートワークによって、

柔軟性の向上、ワークライフバランスの改善、

通勤時間の節約、その他の利点を得る従業員も

いる。コロナ禍におけるリモートワークの大幅

な導入によって、この種の働き方から連想され

る悪いイメージや、将来の仕事の展望やキャリ

ア開発に関わる悪影響は軽減した。 

しかし、コロナ危機は、リモートワークのリス

クも露呈させた。例えば、孤立感やメンタルヘ

ルス問題の増加、イノベーションや創造性の低

下、仕事量の増加、長時間労働、デジタル機器

への接続時間増、公私の曖昧化等である。また、

安全衛生の問題、適切な補償の必要性、雇用関

係のひずみ、労働者の監視といった問題が生じ

る可能性がある。特に労働組合にとっては、バ

ーチャルでデジタルなコミュニケーションが

増えるため、組織化や団体協約交渉のハードル

が高くなるだろう。 

コロナによって強制されたリモートワークの

脅威は、現実のものである。多くの使用者は、

既にリモートワークの自発的側面を制限し、雇

用と賃金を削減する口実にリモートワークを

利用している。「デジタル・オフショアリング」

を通じた企業の大規模なリストラの問題も大

きくなっている。使用者は労働者のリモートワ

ークを増やすことで相当な得をする側になる

こと、場合によっては光熱費、賃料、清掃等の

費用を、従業員 1 人当たり年間 10,000 ユーロ

／11,000 米ドル節約できる事実を見落として

はならない。こうした節約の恩恵を労働者も受

けられるよう、リモートワーカーは労働組合を

通じて団体交渉を行う機会が必要である。 

デジタル格差の拡大を避けるため、信頼性が高

く手頃な価格の公共通信とデジタルインフラ

への投資は不可欠だ。また、実在の職場からリ

モートの職場へ移行することによって、小規模

商業施設やレストラン、バーにおける顧客の喪

失や、銀行の支店閉鎖による地元の顧客への影

響、事務所が閉鎖された場合の清掃・警備関連

サービスにおける雇用への影響等、コミュニテ

ィ全体に悪影響を及ぼす可能性があることも

忘れてはならない。 

リモートワーク（遠隔勤務）とは、労働者

が、通常の職場や事務所以外の（労働者が

選択した）場所で、使用者が提供する情報

通信技術を主に使用し、合意された労働時

間の間に、仕事の一部または全部を行うこ

とと定義される。 
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使用者は、リモートワーカーにも結社の自由と 

団体交渉を保障しなければならない 
 
リモートワークは、労働者が組合を結成し加入

する権利を弱めたり妨害するために使われて

はならない。社会的対話や団体交渉の弱体化や、

労働組合の権利侵害や、活動、組織化の妨害に

使われてはならない。リモートワーカーが結社

の自由の権利を完全に行使できるよう、つまり

使用者に反対されずに組合に加入し、組合活動

に参加する権利があることを確認する声明等、

使用者は明確なルールを労働者に提示しなけ

ればならない。このコミュニケーションは、電

子的手段を含め、容易に利用できるものでなけ

ればならない。労働組合が公正に労働者を代表

できるよう、また組合や従業員代表が実在の職

場で行うのと同じようにリモートワーカーと

連絡を取り、組織化できるようにするため、使

用者はリモートワーカーの氏名、役職、連絡先

情報、リモートで働く労働者の割合等、リモー

トワーカーへの完全な連絡手段を提供しなけ

ればならない。 

組合と従業員代表が自由に使えるあらゆるツ

ールは、リモートワークでも（例えば、電子的

通信手段や仮想掲示板へのアクセス等）利用で

きるようにしなければならない。使用者は、実

在の職場にある休憩室やカフェテリアに似た、

安全なデジタル会議スペース等、使用者の出席

や監視を受けずに、労働組合、労働者、及び労

働者代表がコミュニケーションや交流を図る

ことのできる機会を提供しなければならない。

使用者は、陳情、アンケート、ウェブサイト、

電子メール等、労働組合や従業員代表が使用す

るデジタルスペースへのアクセスを妨害して

はならない。会社は、交渉対象範囲からリモー

トワーカーを排除してはならない。リモートワ

ーカーは、選挙や集団行動に関する投票に参加

する手段を持たなければならない。 
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使用者は、リモートワーカーの権利や雇用関係を 

維持しなければならない 
 
短期或いは有期雇用契約の従業員を含め、リモ

ートワーカーは、同一賃金、均等待遇、無差別、

ワークライフバランス等、他の全ての労働者に

与えられているのと同じ、団体交渉で獲得され

た権利及び条件の下に置かれなければならな

い（ILO 第 177 号条約「在宅形態の労働」）。

リモートワークの結果、その雇用契約が大幅に

変更されてはならず、既存のあらゆる権利及び

便益は維持されなければならない。海外からリ

モートで働く労働者についても、同様である。 

リモートワークは、長期労働契約の下での雇用

形態を、臨時、派遣、独立請負契約等の、より

不安定な形態に移行させるために利用されて

はならない。従来の雇用関係を破棄し、ますま

す非典型的な契約形態を選択する手段として

リモートワークを導入しようとする使用者の

いかなる試みにも、抵抗しなければならない。

使用者は、労働者がある勤務形態を別の勤務形

態より好むからといって、賞罰を与えてはなら

ない。 

信頼を確保し、リモートワーカーに対する不当

な監視をなくし、また、リモートワークはオフ

ィスで行う仕事への「追加」ではなく「代わり」

であり、ゆえに仕事量の増加や長時間労働につ

ながってはならないという理解を得るために、

職場風土の変化が必要な場合もある。十分な仕

事の配分についての使用者の責任はそのまま

である。また合意した仕事を労働者が遂行する

能力に影響を及ぼす不可抗力が生じた場合も、

使用者が責任を負う。使用者は業務上のリスク

を負い、労働者はその間、賃金を受ける権利が

ある。 

また使用者は、リモートワーカー（個別に、及

び広くスタッフ全体）との関係維持に努め、必

要に応じて、定期的なオンラインの福利セミナ

ーや、より非公式なオンライン上の設定を含め、

同僚が互いに連絡を取るためのコミュニケー

ション手段やネットワーク提供等のサポート

に努めなければならない。リモートワークのル

ールを導入しようとする使用者は、リモートワ

ークの拡大や義務化が必要な非常時を含めて、

リモートワーカーが同じように保護されるよ

う、特に健康保険や病気休暇の方針を見直さな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモートワークは、長期労働契約の下で

の雇用形態を、臨時、派遣、独立請負契

約等の、より不安定な形態に移行させる

ために利用されてはならない。 
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リモートワーカーを監視するツールの使用は 

制限されなければならない 
 
情報通信技術は、労働者に幅広い影響を与える

可能性がある。作業プロセスを容易にする一方

で、常に進化する見張りや監視の技術によって、

過剰に管理され、（データの権利を含め）プラ

イバシーが侵害され、仕事上の前向きな関係が

蝕まれる可能性がある。コロナ危機の間、大規

模に導入されたリモートワークには、（位置情

報確認を含む）労働者の監視ツールが使われた

り、ウェブカメラで労働者のスクリーンショッ

トや写真が数分毎に撮影されたり、全てのキー

操作が追跡されたり、送信された全ての電子メ

ールやチャットのメッセージが解析されたり

する等、極度に権利を侵害するようなソフトウ

ェアが使われることが多かった。 

監視ツールを使ってリモートワーカーを監督

し、そのデータを保存し、懲戒手続にこれらを

使用することは、国或いは地方の法律及び／ま

たは労働組合との団体協約により厳格に規制

されていない限り、制限されなければならない。

労働者及び労働組合は、透明性を確保する権利

及び、そのようなツールの導入・使用に関与す

る権利を与えられなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コロナ危機の間、大規模に導入されたリ

モートワークには、労働者の監視ツール

が使われることが多かった... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



リモートワークは労働者の任意でなければならない 
 
リモートワークは、全ての労働者や職種に適し

ているとは限らず、全ての産業や企業がリモー

トワークに適しているとも限らない。しかし、

使用者がリモートワークに反対する正当な理

由を提示できない限り、リモートワークを希望

する人がリモートワークの対象から排除され

てはならない。また研究によると、特に女性は

リモートワークという勤務形態によって得ら

れる更なる柔軟性を重視しており、これにより、

より多くの女性が労働市場で活躍し続けるこ

とが可能になると示されている。 

同様に、リモートワークは義務とされてはなら

ず、労働者の任意でなければならない。労働者

が希望すればいつでもフルタイムの職場勤務

に戻れる可能性を残さなければならない。また

労働者が、自分にとって最適なパターンで、リ

モートワークとオフィス勤務の組み合わせを

選択できるようにすべきである。 

より多くのリモートワークの機会を提供する

ことが、コスト削減や労働条件の切り下げを狙

い、使用者が職場を閉鎖する口実として使われ

てはならない。大規模なリモートワークへの再

編、恒久的な職場閉鎖、及び／または仕事のデ

ジタル・オフショアリングの場合、使用者は労

働組合と再編の条件を交渉しなければならな

い。再編に関する既存の法的メカニズムが発動

されなければならない。いかなる場合において

も、再編過程で労働者を保護するための措置が

取られなければならない。職場が閉鎖される場

合、労働者にまず、希望すれば別の職場に転勤

できる選択肢を提示しなければならない。転勤

の選択肢がない場合や、労働者がリモートワー

クを選択した場合、使用者は雇用関係を維持し

なければならない。賃金、休暇、その他の雇用・

労働条件が引き下げられてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より多くのリモートワークの機会を提供

することが、コスト削減や労働条件の切

り下げを狙い、使用者が職場を閉鎖する

口実として使われてはならない。 
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使用者は、通常の労働時間と、「つながらない権利」を 

尊重しなければならない 
 
リモートワーカーには、適用される法的及び雇

用契約上の枠組みに従って、該当する場合には

夜勤時も含め、休憩時間を取る権利があり、労

働時間の上限規制があり、「つながらない権利」

がある。 

リモートワークの柔軟性には常に、仕事から離

れる権利が伴わなければならない。この権利は、

従業員が公私を区別し、両者のバランスを保ち、

労働時間のルールがある場合には、それがきち

んと尊重されるようにするものだ。この権利を

順守する義務は、労働者側の個人の責任ではな

い。時間外の連絡を最小限に抑え、労働者が「つ

ながらない権利」を行使した場合のネガティブ

な影響から労働者を保護するため、上級管理職

のコミットメントを伴う集団的アプローチが

必要である。 

労働者は、勤務時間外も仕事につながり続ける

選択をしたからといって報われてはならず、つ

ながりを断った労働者が罰せられてもならな

い。労働時間が指定された労働者にとって、リ

モートワークは、時間を延長したり、勤務間の

休憩時間を減らしたりするために利用されて

はならない。そのためには、新たなツールを開

発し、仕事の評価方法を再考する必要があるだ

ろう。多くの使用者は適切なツールを整備しな

いどころか、生産性の評価の代わりに、もしく

は職場での個人の成果の指標として、出勤する

ことに頼っているところがある。出勤と生産性

は同じことではない。生産性の向上は、リモー

トワーカーが自分にとって最適なリズムに合

わせて柔軟に時間を管理する能力と関係があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモートワーカーに対して、出勤の要件を、果

てしなく続くビデオ通話やオンラインチャッ

ト等、オンライン上の要件に置き換えてはなら

ない。職務遂行のための明確かつ現実的な時間

枠は、最初に労働者と合意の上で決められ、状

況の変化に応じて（例えば危機の時、等）変更

できるものでなければならない。成果の評価基

準は、リモートで働くかどうかに関わらず、全

ての労働者にとって同じでなければならない。

使用者は、どのような手段で、どのような時間

枠内で労働者が対応可能でなければならない

かを、明確にしなければならない。時間外労働

のルールの対象となる労働者には、時間外労働

が職場で行われた場合と同じ方法で時間外分

の報酬を支払わなければならない。これには、

電話やデバイスの電源を入れておくよう期待

される労働者に対する待機時間手当も含まれ

る。使用者は、時間外労働の承認、計測、報酬

について公平な制度を提供しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



使用者は、労働者の安全衛生に対する 

責任を負わなければならない 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合保険・賠償責任、病気休暇、質の高い職場

環境、エルゴノミクス（人と機械の最適化）、

暴力のない職場（ILO 第 190 号条約「暴力及

びハラスメント」）等、労働安全衛生に対する

使用者の共同責任に関して言えば、リモートワ

ークと他の勤務形態との間で相違があっては

ならない。最後の暴力とは、特に家庭内暴力に

ついてである。家庭が職場になるリモートワー

カー（とりわけ女性）にとっては、家庭内暴力

にさらされるリスクが高まるだろう。使用者に

は、リモートワーカーを保護する責任があり、

必要なリスク評価を行い、会社の安全衛生に関

する指針等の関連情報や、機器の使用に関する

研修を提供しなければならない。 

リモートワーカーの潜在的な孤立感に関わる

心理・社会的リスクを軽減するため、使用者は、

同僚との定期的で直接的な接触及び公式・非公

式の交流の機会を提供しなければならない。多

くのリモートワーカーが情報通信技術を使用

する中で、いつの間にか、仕事に関連したネッ

トいじめに遭っている危険性もあるだろう。リ

モートワークでは、対面の暴力やハラスメント

は減るかもしれないが、テクノロジーを利用し

た暴力やハラスメントのリスクを高める可能

性がある。使用者はこれを防ぎ、監視し、解決

するための方針を定めなければならない。 

安全衛生対策が適正に実施されているかどう

か、必要に応じて、使用者、労働組合、安全衛

生委員会の労働者代表及び／または労働基準

監督官による検証を受けなければならない。リ

モートワークが労働者の自宅で行われる場合、

仕事場へのアクセスについては、事前通知と、

労働者の同意を条件としなければならない。ま

た使用者は、突発的・危機的な状況でもリモー

トワーカーが保護されるよう、健康保険及び病

気欠勤日の指針を見直さなければならない。 
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作業機器やリモートワークスペースに関わる費用は 

使用者が負担しなければならない 
 
使用者は、例えば適切な机、椅子、間仕切り等、

標準のリモートワークに必要な機器を提供、維

持、交換しなければならない。使用者は、リモ

ートワークを行う従業員に対し、適用法に則り、

職務遂行に必要な直接・間接経費を補償しなけ

ればならない。例えば、作業場の賃料、保険、

電気代、インターネット通信費、携帯電話代等

だが、これらに限定されない。また使用者は、

リモートワークに関わる国の手当や税制上の

優遇措置についても従業員に情報提供しなけ

ればならない。 

リモートワークやデジタルな職場の一般的な

秩序に加え、データ損失、ハッキング、守秘義

務違反等のセキュリティ上の問題を含め、関連

する全ての詳細を事前に明確にし、リモートワ

ーカーの権利と責任について、従業員が十分に

理解できるようにしておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用者は、例えば適切な机、椅子、間仕

切り等、標準のリモートワークに必要な

機器を提供、維持、交換しなければなら

ない。 
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リモートワークは「ジェンダーに中立」で 

全ての人に開かれたものでなければならない 
 
リモートワークの選択肢は、差別なく与えられ

なければならない。同等な価値のある仕事の形

態として捉えられなければならない。リモート

ワークのニーズは主に女性からだという、ジェ

ンダーに基づく固定観念を打ち破らなければ

ならない。そうでなければ、特にキャリア開発、

収入、賃金／年金の格差という点で長期的に悪

影響が生じ、烙印が押されてしまうかもしれな

い。 

リモートワークに関する協定は、進化する職場

文化、社会規範、期待等について、より広範に

議論を行う中で、交渉していかなければならな

い。リモートワークの機会が増えることによっ

て、より多くの女性が、仕事と無償の個人的責

任とのバランスをうまく取れるようになり、そ

の結果、労働市場で活躍し続けられる点は重要

である。一方、「ジェンダーに中立な」リモー

トワークは、育児介護や家事責任が等しく分担

され、良質で手頃な費用の（公共の）育児介護

サービスが受けられるようになる等、文化的変

容が同時に起こって初めて、可能になるだろう。

コロナ危機の間に家庭内暴力件数が増加した

ことで、在宅勤務をする女性が大きなリスクに

さらされている実態が浮き彫りになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ危機の間に家庭内暴力件数が増加

したことで、在宅勤務をする女性が大き

なリスクにさらされている実態が浮き彫

りになった。 
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リモートワーカーには、研修及びキャリア開発の機会が 

平等に与えられなければならない 
 
使用者の負担で提供される研修、再訓練、スキ

ルアップや、ガイダンス、キャリアの機会につ

いて、リモートワーカーも同じ情報を与えられ、

平等に利用できるようにしなければならない。

使用者は、勤務時間外に研修を実施しないよう

にし、リモートワーカーが例えば必要な会議の

ために出社しなければならない場合には、管理

者は適切な通知をしなければならない。リモー

トワーカーは、業績評価、キャリア開発の機会、

昇進の検討において、従来の職場で働く同僚と

同等の処遇を受けなければならない。 

使用者は、新しいツール、テクノロジー、サイ

バーセキュリティ等のデジタル・トレーニング

への平等な参加を促進するため、積極的な措置

を取らなければならない。リモートワークのモ

デルではこうしたスキルのニーズが高まるた

め、労働組合は使用者と協力して、特に多様性

とジェンダーに関する包摂的な研修コースを

開発しなければならない。また、管理者がリモ

ートでチーム運営できるよう、特別な研修も必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また使用者は、リモートワーカーを社内で「見

えるように」し、キャリア開発や指導のために

定期的な対面会議の機会を提供することによ

って、リモートワーカーの成長や進歩を促進し

なければならない。それは、家事や家族責任の

多くを負い続け、仕事の予定以外でキャリアア

ップにあてる時間や機会が少ない女性リモー

トワーカーにとって、とりわけ重要である。長

期に及ぶリモートワークでは孤立感が高まる

可能性もあり、職場のネットワークづくりや、

ガラスの天井の打破にも影響するかもしれな

い。特に女性やマイノリティの人々のキャリア

開発に影響を及ぼす可能性がある。 
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リモートワークのルールを導入または拡大する前に 

労使はその影響に関する調査を行い 

詳細な文書を作成しなければならない 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモートワークのルールを導入または拡大す

る前に、労働組合と使用者は、その影響を徹底

的に評価し、あらゆるリモートワークのルール

及び規制について、既存の優良事例も強調した

文書を作成しなければならない。また、リモー

トワーカーのニーズや期待は、特定の役割と状

況の中で評価し、明確化・文書化しなければな

らない。 

使用者は、労働組合から同意を得て、全ての労

働者に明確かつ詳細なリモートワークに関す

る情報を提供し、身体的・精神的健康リスク、

リスク軽減計画、定期的なモニタリング及び計

画の更新等、リモートワークに関連する安全衛

生の評価を完了させなければならない。 

労働組合と従業員代表は、評価、緩和措置、モ

ニタリング、評価の全ての側面に関与しなけれ

ばならない（該当する場合には、国際レベルの

情報、協議、交流を含む）。また、使用者、労

働組合、従業員代表は、最低限の要件／条件の

リストを策定して合意しなければならない。そ

して、リモートワーカーが職務を遂行し、（よ

りインフォーマルなレベルでも）互いに連絡を

取り合うために適切なインフラ、サービス、作

業スペースを持てるよう、実現可能性の調査を

行うと共に、プライバシー及びデータ保護のた

めに必要な措置を導入しなければならない。 
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