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要旨 

 本研究は新型コロナウイルス(COVID-19)感染症感染拡大に伴い、導入が急増したテレワーク

の満足度とワーク・エンゲイジメントの関係を明らかにした。公益社団法人日本ファシリティマ

ネジメント協会の会員企業の労働者を対象に質問紙調査を実施し、自宅、サテライトオフィス・

テレワークセンター等、モバイルワークにおけるテレワークの満足群・不満足群においてワー

ク・エンゲイジメントの平均値の t 検定を行った結果、統計的な有意差は見られなかった。研究

対象者の特徴とテレワークにより阻害されるワーク・エンゲイジメント向上要因が理由として

考えられる。今後はサンプルサイズを拡大し、多様な企業を用いた研究が必要である。 
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1 背景 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴っ

た自宅勤務を中心とするテレワークの導入に

より、勤務場所が多様化した。勤務場所の選

択など個々の労働者に合わせた新たな働き方

の選択肢が広がったと言えるだろう。 

 本稿では自宅、サテライトオフィス・テレ

ワークセンター等、モバイルワークそれぞれ

での勤務の満足度とワーク・エンゲイジメン

トの関係について検討する。また勤務場所に

満足しながらもワーク・エンゲイジメントを

阻害する要因やさらなる向上要因を考察し、

アフターコロナでも多様な勤務場所で働く上

で配慮すべき点を明らかにする。 

2 先行研究 

2.1 ワーク・エンゲイジメント 

 ワーク・エンゲイジメント(以下、WE)は

シャウフェリら(Schaufeli & Bakker, 2004; 

Schaufeli et al., 2002)で定義され(島津, 2019)、

「仕事に関するポジティブで充実した心理状

態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づ

けられている(島津, 2019, pp.28)」と日本語訳

されている。 

 

2.2 テレワークと Well-being 

 労働者は Well-being向上のために勤務場

所と勤務日程を重視していることが考えられ

る(Deloitte, 2018)。またテレワークによる感



情の安定で仕事への集中力向上やさらなる動

機づけ、没頭、また通勤疲労の軽減やプライ

ベートの充実に伴う Well-being の向上が報告

されている(渋谷・荒井・吉田, 2019)。 

 

2.3 WE と Well-being 

労働者の WE が Well-being と仕事のパフォ

ーマンスにポジティブな影響を及ぼすことが

報告されている(Shimazu et al, 2015)。一方、

Well-being による直接的・間接的な WE の促

進の可能性も示唆されている(Tesi, Aeillo, & 

Giannetti, 2019)。労働者の Well-being の向上

は WE の向上に関連する可能性が考えられ

る。 

 

2.4 開放的オフィス空間における社員の交流 

Bernstein & Turban(2018)の実験では、壁やド

アを削減した透明性のある開放的な空間は労

働者同士の直接的な交流が減少し、電子機器

でのやりとりを好むようになった。WE の向

上要因である「上司・同僚のサポート(島津, 

2019, pp.45)」は、対面での交流は減るもの

の、社員がプライバシー保護を感じる自宅勤

務で、上司・同僚と電子機器でのやりとりが

増加すればオフィス空間よりもサポートが増

え、WE の向上が考えられる。 

 

3 目的と仮説 

先行研究ではテレワーク、Well-being、WE

それぞれの関連について報告されてきたこと

が分かった。しかし、これらを総合的に見る

勤務の満足とワーク・エンゲイジメントの関

係は明らかになっていない。そのため、本稿

はテレワーク（自宅、サテライトオフィス・

テレワークセンター等の特定の施設、モバイ

ルワーク（特定の施設ではなく、カフェ、公

園など、一般的な場所を利用した勤務））の

満足度が高い人は WE が高いという仮説を設

定する。 

 

4 方法 

4.1 調査対象 

公益社団法人日本ファシリティマネジメン

ト協会（以下、JFMA）の会員企業の労働者

を対象に、任意回答で 2 度にわたっておこな

った第２回調査(以下、T2)のデータを解析し

たものである。自宅勤務未導入企業で働く 5

名を除いた 170名(男性 97名、女性 73名)を

分析対象とした。 

 

4.2 調査手段 

 本稿執筆者を含む 4名の研究に用いる質問

項目を集めた質問紙をマクロミル作成の

Questant で作成、付与された URL を JFMA

会員企業にメールにて通知、各企業で就業者

に配布を依頼した。回答期間は 2020年 9月

9 日正午から同年 9月 24 日までとした。 

 

4.3 調査項目 

①勤務場所の満足度 

 自宅、サテライトオフィス・テレワークセ

ンター等の勤務、モバイルワークを選択した

者にそれぞれ「満足していない」の 1 点から

「満足している」の 4 点の 4段階評価である

勤務場所満足度を尋ねた。点数が高い人ほど

勤務場所への満足度が高いことを意味する。 

 

②WE 

 日本語版のユトレヒト・ワーク・エンゲイ

ジメント尺度(Japanese version of the Utrecht 

Work Engagement Scale : U ワーク・エンゲイ

ジメント S-J)の 3項目版を用いた。 



 

③自宅勤務導入 

 自宅勤務未導入企業の労働者を除くため、

2020年 6月上旬から質問回答時までの新型

コロナウイルス蔓延の影響による勤め先の自

宅勤務有無質を尋ねた。 

 

④基本属性 

 性別、年齢、最終学歴、婚姻等の状況、居

住地、職業、業種、職位、事業規模、勤務形

態、雇用形態、勤務地を尋ねた。 

 

なお T2 の質問紙回答者は T1 と重複してお

り、基本属性のみ T1 で回答を得ているた

め、紐付けした T1 の回答を用いた。 

 

4.4 倫理的配慮と臨床試験登録 

 公益社団法人パブリックヘルスリサーチセ

ンターの倫理審査委員会により承認を得た

(20E0004)。また UMIN-CTR において臨床試

験登録を行った(UMIN000040683)。 

 

4.5 解析手法 

 各場所の勤務場所満足度に応じて満足群と

不満足群に分けた。具体的には勤務場所満足

度の回答で「満足していない」と「どちらか

と言えば満足していない」を不満足群、「ど

ちらかと言えば満足している」と「満足して

いる」を満足群とした。その後両群の WE の

平均値を算出し、両群を t 検定で比較した。

解析は SPSS Statistics26 と Microsoft Excel for 

Mac を用いた。 

 

5 結果 

自宅での勤務の満足群は 111名(男性が 60

名、女性が 51名)であり、平均年齢は 42.8歳

(標準偏差=11.8)、WE の平均値は 3.267 だっ

た。不満足群は 27名（男性 12名、女性 15

名）、平均年齢 41.7歳(標準偏差=11.7)、WE

の平均値は 2.926 だった。両群の WE の平均

値に有意な差はなかった(t(41.97)=1.525, 

P<0.5)。 

サテライトオフィス・テレワークセンター

等で勤務を行っている人の満足群は 23名(男

性が 12名、女性が 11名)であり、平均年齢

は 45.3歳(標準偏差=11.5)、WE の平均値は

3.203 だった。不満足群は 5名（男性 5名）、

平均年齢 39.8歳(標準偏差=13.2)、WE の平均

値は 3.867 だった。両群の WE の平均値に有

意な差はなかった(t(7.512)=1.398, P<0.3)。 

モバイルワークを行っている人の満足群は

25名(男性が 16名、女性が 9名)であり、平

均年齢は 41.2歳(標準偏差=11.2)、WE の平均

値は 3.147 だった。不満足群は 7名（男性 3

名、女性 4名）、平均年齢 46.4歳(標準偏差

=10.9)、WE の平均値は 3.143 だった。両群

の WE の平均値は有意な差はなかった

(t(13.09)=0.009, P<0.4)。 

 

6 考察 

結果より仮説は立証されなかった。研究対

象者の特徴と WE に影響を与える他の要因を

理由にあげる。 

JFMA の会員企業は多くは従業員 1000 人以

上の大規模企業で財政力があるため、労働者

の働き方やオフィス空間など比較的高水準で

あることが予想される。テレワークの導入は

Well-being の向上に大きな影響がなく、WE

の向上にはつながらなかったことが考えられ

る。 

またテレワークに伴う対面での交流の減少

がフィードバックの減少につながってパフォ



ーマンスに影響が出たり、同僚間の雑談の減

少がサポートに影響したりすることが報告さ

れている(島津,2020)。仕事とプライベートの

境が曖昧さもテレワークの課題としてあげら

れている(島津, 2020)。WE を向上させる要因

はテレワークにより阻害されていることが考

えられる。 

 

7 結論 

自宅、サテライトオフィス・テレワークセ

ンター等、モバイルワークそれぞれの満足

群・不満足群における WE の平均値には統計

的有意差が見られなかった。テレワークの満

足度は WE に関連しない可能性が示唆され

た。今後はサンプルサイズを拡大し、特に基

本属性において多様な企業を用いた集団にお

ける研究が必要である。 
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