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課題
•  労働生産性を重視する評価軸への転換
• 柔軟な働き方を支援するワークスタイル変革の推
進

•  フリーアドレス、テレワークなどに対応したIT環境
の整備

ソリューション
ワークスタイル変革の推進に向けてVMware Horizon
を導入し、間接業務に従事する社員が社外からでも業
務システムにセキュアにアクセスできる仮想デスクトップ
環境（VDI）を構築。現在は約 2,500人の社員が VDI
を使ってテレワークなどの制度を利用している。その結
果、残業時間の大幅な削減ほか、有給休暇の取得率
も年々増加するなど、大きな成果につながっている。

導入効果
•  VMware Horizonの導入によって、社外からで
も社内システムにセキュアにアクセスできる業務
環境が実現

•  在宅勤務など「時間」と「場所」の制約を受けない
新たなワークスタイルの実現

•  残業時間の大幅な減少、有給休暇の取得率向上

導入環境
• VMware Horizon
• VMware vSphere

「全社員の物心両面の幸福を追求する」を企業理念に掲げ、常に顧客に最高のサービ
スを提供するとともに、企業価値を高めて社会の進歩発展に貢献することを目指す日
本航空株式会社（JAL）。社員1人ひとりが取り組むべき行動規範を定めた「JALフィロ
ソフィ」の実践を通じた人財育成にも注力する同社は、2015年度に「ワークスタイル変
革推進グループ」を新設し、社員の意識改革と環境整備にも取り組んでいます。その中
でペーパーレス化やテレワークの推進を支えるインフラとして、VMware Horizonによ
る仮想デスクトップ環境（VDI）を導入。すでにテレワークの利用は年間で1万3千件近
くにまで拡大するなど、着実な成果を上げつつあります。

ワークスタイルの変革へ向けて 
労働生産性を重視する評価軸を導入
日本を代表する航空会社として、半世紀以上に
わたって国内外の航空輸送を担い続けるJAL
では、2017年度からの中期経営計画において、
「世界のJAL」「一歩先を行く価値」「常に成長」
をキーワードとする「JAL Vision」を策定し、
イノベーションの実現に向けたさまざまな施策
を推し進めています。
同社がワークスタイル変革に取り組むことに
なったきっかけは、2010年の経営破綻にまで
さかのぼり、業務効率化と安心して働ける職場
環境を作るために立ち上がったのが、ワークス
タイルの変革プロジェクトです。
まず、再建の初期段階である2011年にはグ
ループ内で会社をまたいで活躍できる制度を
導入し、2013年からは女性の活躍支援を中心
としたダイバーシティに取り組み、性別を超え
て活躍できる体制を整えました。2015年度に
新設されたワークスタイル変革推進グループ
では、社員 1人ひとりの個性を高めるためのさ
まざまな取り組みを進めています。人財本部 
人財戦略部 ワークスタイル変革推進グループ 
グループ長の神谷昌克氏は「こうした施策の背
景には、労働時間で社員を評価する考え方を
改め、決められた時間で成果を出す労働生産
性を重視する評価軸への転換があります」と
説明します。

より柔軟な働き方を支援する 
テレワーク制度の導入
その後、生産性が高く、やりがいを持って成長
できる職場を目指してスタートした2015年か
らのワークスタイル変革の取り組みでは、「時
間」と「場所」の制約を受けない働き方の実現を
目標に掲げ、その重要施策として注力したのが
「ノートPCへの切り替え」「内線通話が可能な
スマートフォンの導入」「ペーパーレス化の推進」

「フリーアドレス制の導入」「働き方の新たなルー
ル策定」の5つでした。
「5つの施策の中でも短期間で明確な成果が現
れたのが、フリーアドレスです。人数分の机を用
意する必要がなくなり、空いたスペースを打ち
合わせに利用できるようになりました。会議の
たびのフロア移動もなくなり、意思決定がスピー
ド化されただけでなく、普段は会話のなかった
他部署の社員とのコミュニケーションが生まれ
たことで、創造性が発揮される機会も増えまし
た」（神谷氏）
それと並行して実施したのが、新たなルールや
制度作りです。「会議は17:30まで」「電話やメー
ルは18:30まで」という新ルールのほか、「勤務
時間選択制度」「フレックス制度」「テレワーク
（在宅勤務）制度」など、労働時間に対する考え
方を抜本的に変革する制度を導入し、より柔軟
な働き方を支援しました。
「初年度の2014年は約2,500件だったテレ
ワークの利用実績は、2015年度に約5,200
件まで拡大し、2017年度は1万3千件まで伸び
ています。当初は育児や介護のための利用を想
定していましたが、最近は性別や目的に関係な
く、管理職も積極的に利用するようになってい
ます」（神谷氏）

VMware Horizonによる仮想デスクトップ環境（VDI）で
間接部門のペーパーレス化やフリーアドレス化を推進
勤務場所を選ばないテレワーク利用も着実に拡大
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勤務場所を選ばないテレワーク利用も着実に拡大

「 VMware HorizonによるVDI環境へ
の投資によって、時間と場所の制約を
受けないワークスタイル変革が浸透
しつつあります。その成果は、テレワー
ク利用の拡大、残業時間の大幅な削
減、有給休暇の取得率の増加といっ
た形で着実に現れています」
日本航空株式会社
神谷 昌克 氏

VMware Horizonの導入で 
いつでもどこでも働ける環境が実現
これらの変革を推進する上で、大きな役割を果
たしているのが ITへの投資です。なかでもテ
レワーク時の業務システムへのセキュアなア
クセスは、仮想デスクトップ環境（VDI）があっ
てこそ実現したものです。これまでは固定席で
FATPCを使うワークスタイルで、持ち出しが
できないこと、端末にデータが保存されること
などが課題となっていました。そこでVDIに
よってこの課題解決を目指しました。
VMware Horizonを活用した JALの VDI
は、通信環境が悪い海外拠点と日本を結ぶた
めのインフラとして、2013年に導入されたの
が最初でした。IT企画本部 IT運営企画部 海
外 IT・コミュニケーション基盤グループの梅原
崇慈氏は、次のように話します。
「Horizonはデータの転送量が小さく、狭帯域
でも高いパフォーマンスを発揮する点が採用
の決め手でした。画面の解像度も高く、航空機
の運航に欠かせない気象データを見るときな
どにも役立ち、ワークスタイルの変革プロジェ
クトにおいて、Horizonを展開することになり
ました」
その後、2015年4月には在宅勤務のトライア
ルとして、同社の中でもワークスタイル変革に
積極的に取り組んでいた調達本部にHorizon
のVDIを展開。ここでの良好な結果を受けて、
2016年度からは間接部門を中心に用途を拡
大し、現在は約3,000人の社員が利用してい
ます。
端末は会社支給のノートPCが中心で、在宅勤
務の場合は個人所有のPC利用も許可してい
ます。VDIの導入について、梅原氏は「以前から
VMware vSphereの運用実績がありまし
たので、Horizonの導入はスムーズでした。通
信速度や接続に関する問題もなく、社員は快
適に利用しています」と評価しています。導入

時に間接部門の全社員を対象にワークショッ
プを開催して「意識改革」を促したことで、業務
効率を高めるスキルは大きく向上。従業員の
満足度も高く、社員がいきいきと働ける職場作
りは着々と進んでいます。

AIやロボティクスを活用した 
さらなる業務改革にもチャレンジ
さまざまな施策と IT投資を通じて、着実な成
果を上げつつあるJALのワークスタイル変革。
残業時間は以前と比べて大幅に減少し、有給
休暇の取得率も年々増加しています。
とはいえ、業務によっては新たなワークスタイ
ルが不向きな部署もあり、徐々に濃淡ができ
つつある状況でもあるため、今後は業務プロセ
スの標準化などを通じて、組織全体で底上げ
を図っていくことが課題だといいます。
ITに関しても、新たなテクノロジーの価値を見
極めながら、ワークスタイル変革の浸透をさら
に後押ししていく考えです。IT企画本部 IT運
営企画部 海外 IT・コミュニケーション基盤グ
ループ グループ長の丸山敏宏氏は、「今後は
VDIで動画を見たい、クラウドを使いたいと
いった要望も出てくるはずです。セキュリティ
を確保しながら、どうすれば多くの社員にVDI
の価値を還元できるかを、人財戦略部とも歩
調を合わせて模索していきます。近い将来にお
いては、AIやロボティクスを活用した生産性の
向上、業務改革にもチャレンジしていきたいで
す」と話しています。
人財とテクノロジーを融合した JALのワーク
スタイル変革の取り組みは、今後もVDIのソ
リューションを活用して、従業員に職場のモビ
リティと自由度を提供していきます。そして、そ
の成果は同社の理念である「世界で一番お客
さまに選ばれ、愛される航空会社」の実現へと
間違いなくつながっていくはずです。

図：JALが推進するワークスタイル変革の概要
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カスタマープロフィール
1951年に設立以降、半世紀以上にわたって国内外の航
空輸送を担い続ける日本を代表する航空会社。東京オ
リンピック開催の 2020年を節目として、「挑戦、そして
成長へ」をテーマに「2017-2020年度 JALグループ
中期経営計画」を策定し、「フルサービスキャリア事業
を磨き上げる」と「事業領域を拡げる」の 2つをドライ
バーに、安全、商品・サービス、部門別採算、人財、
イノベーションの 5つの取り組みを推進している。2017
年 1月には一般社団法人日本テレワーク協会より、「第
17回テレワーク推進賞」の「会長賞」を航空業界で初
めて受賞。

VMware Horizon を活用した JAL の VDI 環境
ワークスタイル変革の 5 つの重要施策
・ノートPCへの切り替え
・内線通話が可能なスマートフォンの導入
・ペーパーレス化の推進
・フリーアドレス制の導入
・働き方の新たなルール策定

成果
・残業時間の大幅な削減
・有給休暇の取得率が増加
・業務効率を高める意識、スキルの向上
・ペーパーレス化によるオフィスの有効活用
・意思決定のスピード化
・コミュニケーションの活性化間接部門を中心とした約3,000人の社員が利用

ノートPC
（個人所有）

ノートPC
（社給）

オフィス内 在宅勤務


