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パンデミック禍では、何百万人もの米国人が働く
場所を職場から自宅の地下室やベッドルーム、居間な
どに移しました。しかし、パンデミックの緊急事態政
策が5月中旬に終わりを告げるいま、リモートワーク
主体の働き方は限りなく低くなっています。
3月下旬に発表された米国労働省のレポートによ

ると、昨年の時点でリモートワークを実施し
なかった事業所の割合は全米の72.5%に上り
ました。その比率は2021年の60.1%から着
実に増えており、2022年には2,100万人の
労働者がフルタイム勤務者としてオフィスに
戻ったそうです。
この72.5%という数値は「コロナ禍でリ

モートワークをしなかった」または「2020
年2月の時点で営業をしていた」割合の
76.7%に近いそうです。直近では、雇用主は
「リセッションへの警戒感や労働生産性など
を重視」しており、従業員に出勤を求めるこ
とが増えています。
国際的な人材開発会社であるロバート

ハーフ（Robert Half）社のシニアエグゼク
ティブディレクターであるマイク・スタイ
ニッツ（Mike Steinitz）氏は、「チームが離
れ離れだと、創造性（innovation）、独創性
（creativity）や共同作業（collaboration）な
どに影響を与えかねない」と語っています。同社の調
査では「管理職の92％は、部下に出社してもらい」
と考えています。

またスタイニッツ氏は、「彼らは、従業員がオ
フィスにいる方が生産性は高いと信じている」とも述
べています。
一部の大手企業は、従業員にもっと頻繁に対面＝

職場で働くことを期待しています。エンターテインメ
ント大手のウォルトディズニー社は、週4日勤務を推

し進めています。スターバックス社は、オフィス勤務
をさらに増やすように求めています。メタ・プラット
フォームズ・インク社のCEOであるマーク・ザッ
カーバーグ氏は、今月、従業員宛に送った手紙で「対
面での業務の方が、人間関係の構築や仕事の成果を求
めるには有利」と語っています。

同レポートでは、「リモートワーク＋職場勤務の
ハイブリッド型の勤務形態」を実施している事業所の
割合は、2021年から2022年にかけて全業界で減少
し、民間セクター全体で13.4%減少しました。特に金
融業界では、2021年の44.9%から2022年は半減しま
した。

リテールやレストラン、ホテルなどのサー
ビス業界では、リモートワークは稀でし
た。これらの業態における雇用者数の増加
は、職場で働く従業員数の増加にも起因し
ています。2021年8月以降、レジャーやホ
スピタリティー、リテールなどのサービス
業界全体の増加は、労働市場で増加した雇
用者数770万人の約30％を占めています。
労働省は、従業員がインターネットなどを
通じて、職場以外の自宅あるいはその他の
場所で勤務する形態をリモートワークと定
義しています。
ハイブリッド型の勤務形態の廃止は、多く
の企業にとって職場への復帰を意味します
が、それがすべての企業にとって良いわけ
ではありません。
基本的にオフィス勤務をしている一部の職
種において、昨年はリモートワーク勤務が
一般的でした。例えば、IT企業やメディア関

係の情報産業では、「部分的あるいは全面的にリモー
トワークをしている」と回答した人の割合は67.4%に
達しました。また、弁護士事務所や会計事務所など専
門分野のビジネスサービス業界の割合は49％でし
た。　　　　　　　　　　　　　（次ページへ続く）
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ホノルルフェス
ティバルで4年ぶ
りに開催された長
岡花火。
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米国のリモートワーク時代の終わり
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(前ページから続く)

リモートワークを主体としている事業所の割合は、
2021年の10.3%から2022年には11.1%と微増しまし
た。情報産業では4.8%上昇して42.2%でした。金融部
門や専門分野のビジネスサービス業界では、微増して
います。「ホワイトカラーが多数を占めるこれらの企
業では、コロナ前から柔軟な働き方を認めていた」と
スタイニッツ氏は述べています。
経済学者によるリモートワーク勤務日数の割合の調査
によると、「リモートワークは2023年に入っても継続
されているが、その割合は減少の兆しが見えている」
とのことです。
メキシコ工科大学のホセ・マリア・バレロ（Jose 
Maria Barrero）氏、スタンフォード大学のニコラス・
ブルーム（Nicholas Bloom）氏、シカゴ大学のス
ティーブン・J・デーヴィス（Steven J. Davis）氏の3
人の経済学者が行った調査では、2023年2月時点で全
勤務日数に占めるリモートワークの割合は27.7%でし
た。2022年は毎月平均して30％と一定していたので、
昨年と比較すると若干の減少になりますが、2020年5
月の60％と比較すると大幅に減少しました。しかしパ
ンデミック前と比べると、その比率は５倍以上を維持
しています。
ブルーム氏は、「リモートワークの割合が減少した要
因は2つある」と指摘しています。「ひとつは、企業側
が管理職や専門職に出社日数を増やすように求めてい
ること。もうひとつは、フルにリモートワークをして
いる労働者の数が減少していること」。ブルーム氏ら
の調査では、フルタイムで職場に勤務している従業員
の割合は、2021年11月の54.6%から今年の2月には
60.8%に上昇しました。この変化は、リモートワーク
の労働者の割合が低下していることによるものです。
またブルーム氏は、「フルタイムのリモートワーカー
は、徐々にオフィス勤務に復帰するように求められて
いるか、それらの業務は海外に移転されている。米国
の賃金はとても高いので、国外、例えば賃金の低いメ
キシコやフィリピン、インドなどに移転することでコ
ストを大幅に抑えることができる」と述べています。
リモートワーカーは、決してなくなることはありませ
ん。
人材派遣会社のマンパワー（ManpowerGroup）社の
調査では、「求人者数に対するリモートワークの割合
は13％を占める」そうです。2022年3月の17％から減
少しましたが、パンデミック前の4％をはるかに上回る
数字です。

Source: The Wall Street Journal.
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53%
最近の不動産取引の傾向としては、レイオフが
業態によっては多いことから、53％のエー
ジェントがバイヤーから契約書に「登記時に雇
⽤されていること」という雇⽤状況を追加して
おり、昨年第2四半期の30％からは⼤幅に増え
てきています。 

Source: NAR

The Magic Number
1. 　 不動産エージェントの免許更新教育セミナー。リモート学習の多いこの頃、久しぶりに対面受講しました。　
2. お客様のホームパーティでご馳走になったゴージャスなアクアパッツア。  3.  ロイヤルハワイアンホテル 
(Royal Hawaiian Hotel: 通称 “Pink Palace” ピンクパレスとも呼ばれている) 館内の美しいピンクの廊下。   4. ハ
ワイの風を感じるハレクラニホテル (Halekulani Hotel) のオーキッド (Orchids) のお祝い席で。  5. 着々と建設工
事が進んでいるカカアコ (Kakaako) 地区のハワードヒューズ (Howard Hughes) 一帯のエリア。手前はコウラ 
(Koula) 、右の奥はビクトリアプレイス (Victoria Place) 。 6 アラモアナホテル (Ala Moana Hotel) の最上階シ
グネチャーズ (The Signature Prime Steak & Seafood) からの夜景。  7. 8. 地元開発業者コバヤシグループ 
(Kobayashi Group) の新プロジェクト「アリア (Alia)」のショールーム。この日はカクテルパーティで沢山のエー
ジェントが集まりました。  9. アラモアナセンター (Ala Moana Shopping Center) 内の和菓子屋さん「源吉兆
庵」に置かれた豪華な雛祭り人形。  10. アラモアナビーチで散歩中に見かけた、海水浴中の雁のツインとワン
ちゃん。飼い主さんの話では、生後間もない頃から育てているそうです。

編集後記： ハワイでは毎年3月に日本との文化交流の一環としてホノルルフェスティバル (Honolulu Festival: 
2023年は第27回目) が開催されていましたが、この3年はコロナの影響で中止され、今年は4年ぶりに開催されま
した。夜にはワイキキで壮大な長岡花火が打ち上げられ、鑑賞していた人たちの歓声が上がりました。今月は、コ
ロナ渦でお会いできなかった多数のお客様とハワイでお会いする機会に恵まれて、嬉しい日が続きました。日本の
マスク規制も5月から緩和されるようで、ハワイへの往来が更に活発になることを期待しています。
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