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このレポートに関するご意見、ご感想をお待ちしておりま

す。仕事にとっても職場にとっても厳しく困難な時代に

あって、より多くの機会をとらえ、皆様とアイデアを共有

できれば幸いです。

WORKTECHアカデミーディレクター

Jeremy Myerson教授

ストライクを決める：

オフィス再開に価値を付加する
WORKTECHアカデミーの2021年第3四半期トレンドレポートを手に取っ

て下さりありがとうございます。今回は、私たちのネットワークの中か

ら10人の専門家の知恵をお借りし、新しいオフィスに関する10の提案を

します。
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この秋のオフィス再開をめぐる企業の方針はあち

らへこちらへと変化し、物事はあまり進展してい

ないように見えるかもしれません。しかし、コロ

ナ禍の1年半の間「オフィスはなくなる」とたびた

び言われてきたものの、今、少しずつではありま

すが、今後の仕事におけるオフィスの重要性が再

認識されつつあります。

オフィスデザインや要員計画にも再び目が向けら

れています。WORKTECHアカデミーのネットワー

クが調べたところによれば、企業は、単に今後オ

フィスをどうするか考えるのにとどまらず、オ

フィスがハイブリッドワーキングの時代にふさわ

しい意義のあるものになるよう、具体的な計画や

投資を進めているようです。

2021年3度目となるこのトレンドレポートは、今年

開かれたWORKTECHのカンファレンスで講演して

下さった、10人の世界的な専門家の知見を結集さ

せたものです。企業がオフィス再開を進める上で

の青写真となるよう、彼らの発言をまとめたのが

今回のレポートです。10人の提言は、都市レベル、

組織レベル、建物レベルというグループに分類さ

れています。

都市レベルでは、設計の第一人者、Thomas 

Heatherwick氏が、人間中心のオフィスを目指す

企業は、奥深さと多様性、「精神的な機能」、確

固たるコミュニティ価値観を備えた市街地に拠点

を設けるのが望ましいと論じています。

設計事務所のHOKでオフィス担当のディレクターを務

めるKay Sargent氏は、ハイブリッドワーキングを導

入してより幅広い人材を確保しようとしている企業は、

ニューロダイバーシティ（神経多様性）の観点からも、

社員の様々なニーズへの配慮を徹底することが必要だ

と訴えています。また、ユニバーシティ・カレッジ・

ロンドン バートレット校建築学部の建築社会学教授、

Kerstin Sailer氏は、オフィス空間を、イノベーショ

ンを起こすために人を集めることも、プライバシーや

集中力、ソーシャルディスタンスを保つために人を分

散させることもできる「機会構造」ととらえることを

提唱しています。

このトレンドレポートには、10本のボウリングのピン

が描かれていますが、これは「オフィス再開にあたり、

企業は健康、文化、戦略、データ、デザイン、インク

ルージョン、フレキシビリティ、エンゲージメントな

どいくつものターゲットを同時に狙わなければならな

い。強さと、集中力、正確性が求められる」というこ

とを表現した、視覚的なメタファーです。

グーグルのシニアディレクター、Alexa Arena氏は、中

心ビジネス街と呼ばれる、味気なく退屈な都市部のオ

フィス街を徹底的に見直すことの必要性を訴え、「中心

社会地区」と呼ばれる、地域社会を巻き込んだ新しいモ

デルを提唱しています。公衆衛生の専門家、Peter 

Goldblatt氏は、企業は、適正な労働慣行と持続可能なデ

ザインによって、都市部の健康格差を是正すべきである

と主張しています。

企業戦略レベルでは、世界で最も影響力のあるエコノミ

ストの一人であるJim O’Neill氏が、 今後、フレキシブル

スペースの運営業者が企業の不動産戦略の中で大きな役

割を果たすようになると論じています。特に大企業で、

社員がますます柔軟性と企業文化の変化を求めるように

なるためです。ボストン・コンサルティング・グループ

のKristi Woolsey氏は、従業員が自分のオフィスのデー

タにもっとアクセスできるようなり、情報をもとに働き

方を選べるようになることが必要であると述べています。

ギャラップのBen Wigert氏は、オフィス勤務が再開し、

会社が社員のエンゲージメントを取り戻そうとする中で、

社員が燃え尽き症候群に陥る危険性を指摘しています。

米国の作家で、大学で未来学を教えているBrian David 

Johnson氏は、企業は未来を予測しようとするのではな

く、自分たちのビジネスにとって最適な未来を設計すべ

きであると訴えています。

オフィスビルレベルでは、BIG (ビャルケ・インゲルス・

グループ)の建築家、Andy Young氏が、新しい時代のオ

フィスデザインでは、家で仕事をするよりも快適でやる

気の出る空間を作ることが求められると述べています。

コロナ以前は、オフィスで仕事をするのは、飛行機で8時

間の長距離フライトをするのに似ていたと彼は言います。
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市街地に奥深さと
多様性を
人間中心のオフィス作りを目指している企業は、都市
の中でも「精神的な機能」を備えた地区に拠点を設け

るのが望ましいとThomas Heatherwick氏は述べる

都市設計

そのためには、設計者、開発業者、地域社会が連携し、

人々が訪れたいと思うような創造的で刺激的な空間を作る

ことが必要だ。このような新しい市街地にあるオフィスは、

新しい人材を獲得する上でも、既存の社員の出社を再開す

る上でも有利である。

Thomas Heatherwick氏は、イギリスで最も著名なデザイナーの

一人である。ロンドンにある設計事務所、ヘザウィック・スタジ

オの創業者で、ニュー・ルートマスターバスや2012年ロンドンオ

リンピックの聖火台など、多くの注目プロジェクトに携わってい

る。最近では、ニューヨーク、ハドソンヤード再開発計画の目玉

で、ハニカム構造の16階建て建造物「ベッセル」を手がけた。

Heatherwick氏の幅広い設計技術は、設計の様々な領域を細分化

して孤立化させようとする現状への不満、それに対する反動から

生まれたものである。

再開発中の市街地

虎ノ門・麻布台（日本） – 森ビルが手掛けるこの多目的プ

ロジェクトは、「モダン・アーバン・ビレッジ」の創出と

いうコンセプトを掲げる。2019年に着工し、東京の真ん中

に、人が集まる大規模で開放的な空間を設け、新しいコ

ミュニティを形成することを目的としている。ここでは、

オフィスや住宅、ホテル、インターナショナルスクール、

商店、レストラン、文化施設が融合し、人々の日々の生活

を織りあげる。日本有数の高層ビルの傍らに立地する公共

スペースと数々の低層建築は、ヘザウィック・スタジオの

設計によるものだ。未来志向のこのプロジェクトは、「都

市の中の都市」を作ることをも目指している。

ディストリクト2020（ドバイ） – ディストリクト2020は、

これからの人間の暮らし方、周りの世界との関り方を

テーマとした次回の万国博覧会、2020年ドバイ国際博覧

会を発端とするプロジェクトである。ディストリクト

2020が目指すのは、都市型コミュニティのニーズに主眼

を置いたスマートで持続可能な都市である。そのために、

効果的な連携を通じ、これからの時代の仕事と生活のサ

ポートを図る。ディストリクト2020は、6か月の万国博覧

会の終了後、会場の80%を総合的な複合用途のコミュニ

ティに作りかえて企業を誘致するほか、人々の仕事、生

活、行楽の場になる予定だ。

ウォーター・ストリート（フロリダ） – ウォータ・スト

リートは53エーカー（約２１万平方メートル）の複合用途

施設で、フロリダ州タンパの繁華街に建設中である。

ここでは、活気のあるコミュニティに不可欠な要素が、複

数の用地がつながり合った一つの地区に集まっている。路

上その他の屋外でも、住民、働く人々、訪れた人々など誰

もが高い満足感を得ることができる。公共のスペースには

緑地があり、歩きやすく、アクセスもしやすい。コーン・

ペダーセン・フォックス・アソシエイツによる高層ビルを

擁するこの開発地区は、2027年までに完成予定である。

主要リンク

中心ビジネス街の死活問題

コロナ後の人間中心の都市設計

目的ある都市の未来

「陳腐なガラスのロビー、

受付にはカルチャー志向を

演出するために飾られた無

意味なアート、そんな個性

のない大きなビルにはうん

ざりだ」
– Thomas Heatherwick

虎ノ門・麻布台（日本）
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パンデミック後に人間中心のオフィスを目指す企業

は、都市部のどんな地区にオフィスを設けるか、よ

く検討しなければならない。今や従業員には、好き

な場所で仕事ができる多くの選択肢が与えられてい

るからだ。ヘザウィック・スタジオを率いる世界的

なデザイナー、Thomas Heatherwick氏によれば、

徹底的に効率性を追求して作られた市街地は、人間

らしさを取り戻し、「精神的な機能」と確固たるコ

ミュニティの価値観を有する地区に生まれ変わるこ

とが必要だ。

世界でも先駆け的な建築物の設計に携わってきた

Heatherwick氏は、WORKTECH東京2021で行われ

たインタビューの中で、硬直的で、これまで誰も疑

いを抱かなかった都市計画の考え方に異議を唱える

ことが、オフィス街を、奥深さと多様性に富んだ面

白味のある場所、魅力ある場所にする唯一の方法で

あると述べている。人間らしさを備えた市街地の鍵

となるのは、オフィス用地とコミュニティースペー

スの融合だ。Heatherwick氏は、民間の開発業者と

オフィスに入居する企業に対し、金銭面にばかり目

を向けるのではなく、地域社会と協力するよう呼び

かける。

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-14/the-post-pandemic-future-of-central-business-districts
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-14/the-post-pandemic-future-of-central-business-districts
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-14/the-post-pandemic-future-of-central-business-districts
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-14/the-post-pandemic-future-of-central-business-districts
https://www.forbes.com/sites/forbesrealestatecouncil/2021/03/23/human-centered-city-design-for-a-post-pandemic-world/?sh=205e47b93f01%20
https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/industry/public-sector/future-of-cities.html


中心社会地区の形成

従業員の文化的ニーズを満たすオフィス作りを目指すなら、新たなエン
ゲージメント施策を打ち立てることが必要だとグーグルのAlexa Arena

氏は語る

開発

パンデミック後に大々的に新しいオフィスやキャンパス

の開発を予定している企業は、意思決定の過程でもっと

地域社会の意見を多く取り入れるよう配慮しなければな

らない。グーグルのシニアディレクター、Alexa Arena

氏はそう訴える。同社がサンノゼに建設を予定している

ダウンタウン・ウエストキャンパス。その開発計画に対

する地元の承認を取り付けた強力なリーダーが彼女であ

る。

Arena氏は、WORKTECHグローバルバーチャルカン

ファレンス2021で講演し、カリフォルニア州第3の都市

の真ん中に、建設費15億ドル、敷地面積80エーカー

（約32万平方メートル）の多目的キャンパスを建設す

る構想を、100回を超える地域住民とのイベントを重ね

ながら根気よく練り上げてきた、これまでの経緯を説明

した。

「私たちは力を合わせ
て重大な問題を解決し、
こうあるべきという風
土を守り、次の世代を
正しく指導していかな
ければならない…」
– Alexa Arena

地域主導の意思決定はインクルーシブであるだけで

なく、社内外の人々の理解や支援を受けやすいと

Arena氏は言う。

パンデミックの中で行われた調査によれば、従業員

は、新しいオフィスが社会的・文化的活動や学びを

推進する場であってほしいと思っている。つまり、

新たにキャンパスを設けるのであれば、都市の中心

部からはずれた、文化的活動に縁のない場所ではな

く、都市の社会的中心部にしてほしいということで

ある。ダウンタウン・ウエストは、オフィス、商店、

社会的・文化的空間を兼ね備えた、「中心社会地

区」の役割を果たす場所である。ロックダウンが行

われ、エンゲージメントや社会的な交流が大きく阻

害された。地域主導の再開発は、従業員のエンゲー

ジメントを回復させ、オフィスに戻りたいという気

持ちを高める一助となる。

出典：サストランス（2020年）

Alexa Arena氏は、グーグルのシニアディレクターで、サンノゼ開発計

画の責任者である。ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。

サンフランシスコ・ビジネス・タイムズが選ぶ経済界で最も影響力の

ある女性の一人として「40歳未満のトップ40」に選出された。グーグ

ルに入社する以前は、レンドリースに勤務し、同社の開発力の向上、

都市再開発事業の掘り起こし、米国西部の開発の統括を行っていた。

主要リンク

オフィス再開にともなう従業員のエンゲージメ
ント回復

オーストラリアの地域主導開発トップ5

コロナ後の地域再生
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地域社会とのつながり

地域社会と関わる上でのポイント

• 地域住民や関係者と話をし、地域の考え方や

ニーズを理解する。

• 地域の団体と協力し、その活動に参加する。

• 自分たちのプロジェクト立ち上げの経緯や、

住民にもたらす影響、目的は何なのかを伝え

る。

• オンラインとオフライン双方のメディアやリ

ソースを活用し、一人も取り残されないよう

にする。

• オンラインの活動はインクルーシブでなけれ

ばならない。例えば、プレゼンテーションは

読みやすさを心がけ、字幕をつけること。

• 友好的で、やる気を起こさせる環境を作る。

住民の意見を積極的に取り入れ、直接関わっ

ているという気持ちを味わってもらう。

• 住民に直接会うことができなくても、テレビ

会議や写真で「顔を見せ」、プロジェクトに

携わっているのがどんな人間であるか知って

もらう。

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2020/november/engaging-with-communities-in-the-new-normal
https://reba.global/content/ways-to-re-engage-workers-as-they-return-to-the-workplace-after-covid-19
https://greenmagazine.com.au/leading-urban-planners-pick-of-five-top-australian-mixed-use-projects-beneficial-to-communities/
https://www.gensler.com/blog/rebuilding-community-in-the-post-pandemic-world


ウェルビーイング向上の
ために企業がすべきこと
経済界のリーダーたちは、組織の壁を超えて、健康格差という社会的な問
題に立ち向かわなければならないとPeter Goldblatt教授は言う

カリフォルニア州に拠点を置くネクスト・エナ

ジー・テクノロジーズが、米国内の複数の業界

の450人を超えるリモート勤務の社員と、150人

を超えるシニアマネージャーおよび経営陣を調

査したところ、

• 社員は、コロナ後のオフィスの運用につい

てもっと発言権を持ちたいと思っている。

• 人々は、健康と職場環境の持続可能性との間

に強い関連性を見出している。

• 社員は、今後、持続可能なオフィスが実現し

ないのであれば、仕事を変えてもよいと思っ

ている。

• 半数以上の社員が、これまでのオフィスが

自分の健康に悪影響を与えていたと感じて

いる。

• 83%の社員が、気候変動は一人一人の健康に

直接影響を与えると考えている。

社員は健康と持続可能性の間に関連性を見出している

• 10人中8人の社員が、自分たちは会社のウェ

ルネス事情に影響力を持つべきであると考え

ているのに対し、意思決定に関わる幹部の

42%は、社員に影響力はないと答えている。

出典：ネクスト・エナジー・テクノロジーズ「The Case For 

Office Space: How Buildings Need  to Change to Suit a 

Climate-Conscious, Covid-Weary  Workforce（オフィス空間の

事例：気候変動に対する意識が高く、コロナに疲れた社員に対

応するために、オフィスビルはどう変わるべきか）」(2021年)

公衆衛生

第一に、「包括的に社会全体をとらえた視点」から雇用

慣行を見直し、特定の政策が企業や社会、社員にもたら

す影響を理解すること。第二に、人間の健康と地球の健

康の間には明らかな関連性があること認識し、職場設計

にグリーンな方針を取り入れるよう心がけること。そし

て第三に、「すぐれた経営による働きやすい職場環境」

を作ることを目指し、特に、地位や賃金の低い社員のス

トレス軽減に取り組むことが必要だ。

コロナ禍で仕事が不安定になる人が増え、格差が拡大し

たとGoldblatt教授は言う。国や地方自治体、企業は、雇

用の数を増やすだけでなく、質も高め、公衆衛生をサ

ポートしなければならない。

Peter Goldblatt教授は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）ヘル

ス・エクイティ研究所のシニアアドバイザーである。専門分野は健康の社会的決

定要因の測定と監視。イギリスの複数省庁で勤務した経験があり、直近では国立

統計局（ONS）に在籍。「2010年以降のイングランドにおける健康格差に関す

る戦略的レビュー（マーモット・レビュー）」の実施にあたり、ONSからユニ

バーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）に出向した。このレビューに続き、世

界保健機関および欧州委員会による健康格差に関するレビューにも携わった。
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主要リンク

イングランドにおける健康格差：マーモットレ
ビューから10年

これからのハイブリッドワークモデルにおいては
健康を優先せよ--RSAリポート

重要論点：健康推進職場をどう作るか

パンデミックの結果、企業は、自社の社員の健康や

ウェルビーイングをサポートするだけでなく、健康格

差など幅広い公衆衛生の問題にも責任を持って取り組

まなければならなくなった。こう考えるのは、ユニ

バーシティ・カレッジ・ロンドン ヘルス・エクイティ

（健康の平等）研究所のシニアアドバイザーで、公衆

衛生研究の第一人者、Peter Goldblatt教授である。

Goldblatt教授はWORKTECHのウェルビーイング2021

バーチャルカンファレンスで講演し、労働年齢の人々

の健康常態は全体的に低下しており、特に低所得者層

の健康の悪化により健康格差が拡大していると述べた。

健康な社会で事業の繁栄を望むなら、企業は次の3つの

点について考えなければならないという。

https://www.nextenergytech.com/post/next-energy-report-how-buildings-need-to-change-to-suit-a-climate-conscious-covid-weary-workforce
https://www.health.org.uk/publications/reports/the-marmot-review-10-years-on
https://www.worktechacademy.com/prioritise-health-in-future-hybrid-work-model-says-rsa-report/
https://www.worktechacademy.com/the-big-question-how-to-design-health-promoting-workplaces/
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フレキシブルオフィス
が重要になる理由

フレキシブル
ワーキング

次世代の労働者は、もっと柔軟な働き方を求めるよう

になる。これは、フレキシブルスペースの運営会社に

とってはチャンスである。大物エコノミスト、Jim 

O’Neill氏はそう考える。彼は今年、フレキシブルス

ペースを提供する「セカンドホーム」の大口投資家に

なった。O’Neill氏によれば、パンデミックを経験した

企業は「危機を無駄にするまいという精神で」これま

でよりも柔軟性のある不動産戦略を選択するようにな

り、コロナ以前から高まりつつあった傾向に拍車がか

かるという。セカンドホームは、ロンドン、リスボン、

ロサンゼルスで事業を展開している。

O’Neill氏は、WORKTECHのバーチャルサマーフェス

ティバル2021で講演し、「個人や社会の行動様式や願

望を無視するなら危険を覚悟したほうがいい」と述べ

た。彼は、長らく先延ばしになっていた仕事の世界の

大改革がようやく始まりつつあると確信している。

「フレキシブルな働き

方を目指す構造的な傾

向に、今、大いに拍車

が掛かっている…」

– Jim O’Neill

「何十年もの間、生産性は低下し続けていたが、ここ

にきてようやく人々が効率よく暮らせるようになり、

人間の生産性向上の基礎ができあがった。」

金融業界でのキャリアが長いO’Neill氏は、絶えず出

張があり、対面の会議が延々と続く世界を身をもっ

て経験してきた。彼は、これからはフレキシブルな

働き方に合うよう、企業の文化を変えていかなけれ

ばならないと考える。彼が指摘するように、 「人材

獲得をめぐる競争は今後も厳しい状態が続くだろ

う。」しかし、多くの大手銀行は、今なお行員をオ

フィスに呼び戻す姿勢を変えておらず、今後のあり

方について、会社全体としての合意形成ができてい

ないようだ。O’Neill氏は、経済の予測は常に正しい

わけではないとしながらも、「経済学は社会科学だ。

世の中の出来事を説明したり、理屈付けしたりする

のは得意だ」と述べる。

Jim O’Neill氏は、イギリスの著名なエコノミストで、元ゴールドマ
ン・サックスのチーフエコノミスト。イギリスの財務政務次官の経
験もある。ブラジル、ロシア、インド、中国の新興4カ国を表す
BRICsという略称を考えたのはO’Neil氏である。 2015年には、一代
貴族としてオニール・オブ・ガトリーの称号を与えられた。 現在は、
王立国際問題研究所（チャタムハウス）の会長を務める。2021年5
月には、フレキシブルオフィス運営会社、セカンドホームの支配株
主となる。

主要リンク

なぜフレキシブルオフィスが復活しているのか

コロナがコワーキングの動向やフレキシブルオ
フィス市場に与えた影響と今後の見通し

コロナ後のコミュニティ再生

• フレックスオフィスは、宣伝されている通り

になるかもしれない。フレキシブルスペース

は、現行ではイギリスのオフィス市場の5％を

占めているが、条件が整えば、2023年までに

20％に拡大する可能性がある。12.5%に拡大

という以前の予測を上回る伸び率である。

• フレックスオフィス需要の大半は大企業による

ものである。フリーランスや、小規模なスター

トアップ企業による利用は減少するも、間接費

を抑えたい、不動産戦略を多様化させたい、社

員に多くの選択肢を用意したいという大企業の

利用が加速する。

• 従来の土地所有者がフレックス市場に割り込む。

フレックスオフィスを利用するようになる大企

業は、従来の不動産所有者の範疇で考えられ、

当然ながら、こうした不動産所有者（および開

発業者）も、フレックス市場参入に熱心になる。

フレックス運営会社と何らかの形で提携してい

る事業者もあれば、独自のフレックススペース

ブランドを立ち上げて競争に乗り出した事業者

もある。

フレックスの未来

イギリスのフレキシブルワークスペース業界の今後に

ついてアーニー・フェンダー・カッツァリディス

（AFK）がまとめたレポートによれば、

• フレックスがこれからの仕事において大きな

役割を果たす。コロナを機に、今後の働き方

について様々な議論が行われ、新しいワーキ

ングモデルが広く取り入れられるようになっ

た。フレックススペースは、多様な働き方、

特にハイブリッドモデルやハブアンドスポー

クモデルを検討している企業にとって、便利

でリスクの少ないソリューションの一つとさ

れるだろう。

• 新しい会計規則がフレックス市場を後押しす

る。リース会計に関する新しい国際会計報告

基準「IFRS第16号」は、イギリスのフレック

ス市場にとって有利に働くと見られる。この

基準によれば、企業は実質的に、短期リース

（ほとんどのフレックスオフィスはこの契約

である）を届け出なく「オフバランス」処理

することができる。
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次世代の労働者は、もっとフレキシブルに働けるよう会社に
企業文化の変化を要求するだろうと著名なエコノミストJim 
O’Neill氏は言う

https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/investor/why-flexible-space-is-making-comeback
https://www.upsuite.com/blog/how-has-covid-19-impacted-coworking-trends-and-the-flexible-office-market-and-whats-next/
https://www.gensler.com/blog/rebuilding-community-in-the-post-pandemic-world


なぜピープルアナリティクス
のパーソナル化が必要なのか
ボストン・コンサルティング・グループのKristi Woolsey氏は、従業員
が自分のオフィスのデータにアクセスし、情報を基に仕事の仕方を決定

できるようになることが必要だと言う

データ

「一人一人が自分の行

動パターンに関する

データにアクセスする

ことができれば、その

データを利用して、誰

もが自分の認知能力や

ウェルネスを管理でき

るようになる」

コロナ後のオフィスでは、人間中心のエクスペリエン

スと個人の選択が重要とされる。そんな中で、会社と

社員の間に透明性を保つことは不可欠である。ピープ

ルアナリティクスについては、以前からデータのプラ

イバシーの問題が取り沙汰されている。調査によれば、

ユーザーは、データがいつ収集されているのか知りた

い、価値の交換が確かに行われていることを確認した

いと思っているようだ。

会社が社員のデータを集めて、空間効率を上げたり、

社員の行動を把握したりしようとするのと同じように、

社員もまた、自分たちが提供したデータの恩恵を受け

ていると感じられることが必要だ。社員の生産性を最

大限に引き上げることができるのは、データ戦略を打

ち出す際に、建物の管理よりも、人とパフォーマンス

を第一に考える企業である。

Kristi Woolsey氏は、ボストン・コンサルティング・グループにて、行

動・職場戦略リーダーを経て、2020年よりアソシエイトディレクター

兼スマート環境グループリーダーを務める。フィナンシャル・タイムズ、

ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーブス、ブルームバーグで発

言が取り上げられるなど、この分野の第一線で活躍し、企業がフィジカ

ル、デジタルな空間を利用して社員をサポートできるよう支援している。

また、フィジカルな空間とバーチャルな空間の関わりを詳しく検討する

学際的なチームのとりまとめも行っている。

主要リンク

リモートワーク：あなたの会社の文化にとっ
て脅威となるか

従業員エンゲージメントの歴史的低下

反目し合う社員と経営陣

オフィスを高度にパーソナライズ化できるテクノ

ロジーが、業務の所用時間の短縮や会社と社員の

関係改善に役立つことが、研究の結果明らかに

なっている。

マイクロソフトが新しく開発した「Viva」などの

従業員エクスペリエンスプラットフォームは、

個々のユーザーに適応し、カスタマイズされた

ニュースやおすすめを提示するなど、Facebookの

ようなアプリと同等レベルのパーソナル化を実現

できる。

ここでは、生産性向上のためのデータ活用

法を4つ紹介する。

1. データを一箇所で管理 – データを一つの統合プ

ラットフォームの下で収集、保管する。これによ

り、異なるメトリクス同士の関係性の把握が容易

になり、生産性が劣る部分を明らかにするのに役

立つ。

データを利用した生産性のパーソナル化

2.アウトプット重視 – 従来は、時間を基準として生

産性を測定していたが、今では、社員がアウトプッ

トをもとに自らの生産性を測定できるよう変化して

いる。

3.生産性向上ツールの使用 – データを利用して、生

産性の低い部分を把握する。データから「弱点」を

見つけ、生産性向上の可能性が最も高い分野に力を

注ぐことができる。

4.タイムアナリティクスの活用 – タイムアナリ

ティクスによって個人の生産性を向上させること

ができる。データを利用すると、一人一人がどの

ような時間配分で1週間を過ごしているかが分か

る。このデータを一定期間蓄積すると、パターン

が見えてくる。これを検討、修正することで、よ

り生産性の高いスケジュールを組むことができる。

出典：フォーブズ「Jump-Start Productivity Using Data（データ
を活用した生産性向上）」
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パンデミックの間、生産性は上がったり下がったり

した。在宅勤務は初め好調だったものの、後に生産

性の落ちこみをもたらした。企業がこの秋にオフィ

スを再開しようとする中、 ボストン・コンサル

ティング・グループ（BCG）のアソシエイトディレ

クター、Kristi Woolsey氏は、社員のパフォーマン

ス向上には、高度なオフィスインフラと人間の行動

をうまく組み合わせることが必要であると考える。

パンデミック以降、デジタルとフィジカルの組み合

わせによって、エンゲージメントと事業価値を向上

させようとする動きが加速している。これからは、

インテリジェントなオフィスが人々の可能性を最大

限に引き出す時代だ、とBCGのスマート環境グルー

プを率いるWoolsey氏は言う。

これまで、データは主としてビルのパフォーマンス

や利用率の測定に使用されていた。このようなデー

タは、施設管理者だけの手に納めておくべきではな

いとWoolsey氏は言う。会社が個人のデータを本人

に公開し、社員が「自らの認知能力やウェルネスを

管理」できるようにするのが望ましい。

例えば、長時間座った姿勢でいる人には、近くのカ

フェに行ってはどうか、と優しい声かけがあるとよ

い。この点で、データは一人一人に対し、その人の

状況をふまえたパーソナライズされたエクスペリエ

ンスを提供することができる。

– Kristi Woolsey（ボスト
ン・コンサルティング・グ
ループ）

https://www.gallup.com/workplace/317753/remote-work-virtual-threat-culture.aspx
https://www.gallup.com/workplace/313313/historic-drop-employee-engagement-follows-record-rise.aspx
https://www.worktechacademy.com/executives-and-employees-at-odds-over-new-world-of-work/
https://www.forbes.com/sites/johnhall/2020/10/11/6-ways-to-jump-start-productivity-using-data/?sh=3ea8ac4234e7


オフィス再開後の燃え尽
き症候群に注意
企業は、対面で仕事を増やすことで職場の風土を盛り上げようとしてい

るが、コロナ後の燃え尽き症候群の兆候には注意しなければならないと

ギャラップのBen Wigert氏は言う

文化

パンデミック後には、多くの社員がオフィスに

戻ってくるが、その際に、企業は燃え尽き症候群

に陥りそうな社員の兆候を注意深く見守る必要が

ある。燃え尽き症候群は、エンゲージメントや

ウェルビーイング、生産性に悪影響をもたらす恐

れがある。こう考えるのは、アメリカの心理学者

で戦略の第一人者であるギャラップ社のBen 

Wigert氏である。彼は、この3つの要素すべてを

織り込んで会社の1つの像を描くことが重要だと

いう。

ギャラップ社が行っている、従業員エンゲージメン

トの追跡調査によれば、エンゲージメントとウェル

ビーイングは通常は相互補完的な関係にあるが、コ

ロナ禍ではそれらが互いに異なる動きを見せたとい

う。 パンデミック初期には、ウェルビーイングは

落ち込んだが、エンゲージメントは高い水準を維持

していた。

Wigert氏は、WORKTECHバーチャルカンファレ

ンスで講演し、燃え尽き症候群のよくある要因と

して、優先順位の競合と変化、大変な仕事量、新

しいプロセスやアプローチに対する自信のなさ、

心の重荷、得意なことをやらせてもらえないこと

を挙げている。

ハイブリッドワークの形でオフィス勤務が再開すれば、

創造性やコラボレーション、企業文化の面でメリットが

あるだろう。また、対面なら、会社がうまく機能してい

るかどうか簡単にシグナルを受け取ることができると

Wigert氏は考える。しかし、リモートワークの社員との

連携や、信頼関係の構築、機会平等における公平性の確

保、生産性の測定など課題もある。デジタルツールはこ

れらの課題の解決策になり得るが、テクノロジー疲れ、

およびこうしたツールの過度な使用は、燃え尽き症候群

を引き起こす可能性があると、Wigert氏は注意を促して

いる。

「テクノロジーは解決策であって、重荷になってはなら

ない。」

Ben Wigert氏（PhD）は、ギャラップ社の調査・戦略および職場管理

担当ディレクターで、世界各国の企業の人材管理のニーズを評価し、

最高の実績をあげるための戦略を設計している。また、産業・組織心

理学者であるとともに、社員の採用、教育、育成、エンゲージメント、

業績管理の分野で企業を支援する専門家でもある。業績管理の手法を

どう発展させるか、ギャラップ社のエビデンスに基づく見解をまとめ

た「Re-Engineering Performance Management（業績管理の再構

築）」は、主にWigert氏が執筆したものである。

主要リンク

パンデミックは職場風土をどう改善するか

コロナ禍における労働慣行の見直し

中断を減らすことが職場の燃え尽き症候群解
決に効果

米国の従業員エンゲージメントに打撃を与え
たパンデミック

燃え尽き症候群を防ぎ、ポジティブなエクスペリ

エンスを生み出す上で、管理者は非常に重要であ

る。管理者のサポートが受けられれば、社員の

70%が燃え尽き症候群になりにくくなる。管理者

が社員の仕事に関する悩みに積極的に耳を傾けれ

ば、62%がなりにくくなる。
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職場における燃え尽き症候群の5つの原因

• 職場における不公平な扱い

• 処理しきれない仕事量

• 上司からのあいまいな指示伝達

• 上司による支援の欠如

• 理不尽なタイムプレッシャー

燃え尽き症候群に対処するための従業員の行動

• あえて質問をする（例：うまくいっている

ことは何？）

• 必要なことを積極的に人に伝える

• ウェルビーイング向上のための社員向け

リソースを改めて見直す

• 健康的な行動様式を取り入れる

出典：Ben Wigert博士（ギャラップ社）のWORKTECHウェ

ルネスバーチャルカンファレンス2021での講演より

燃え尽き症候群の基礎知識

https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/articles/2020/how-the-pandemic-can-change-workplace-culture-for-the-better.html
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/12/11/transforming-a-work-culture-during-a-pandemic/?sh=341fb1b35eec
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/12/11/transforming-a-work-culture-during-a-pandemic/?sh=341fb1b35eec
https://www.worktechacademy.com/how-reducing-interruptions-can-help-tackle-workplace-burnout/
https://www.worktechacademy.com/how-the-pandemic-punched-a-hole-in-us-employee-engagement/


自分自身の将来ビジョン
を描け

職場戦略

企業は、未来を予測しようとするのではなく、

自分たちが望む未来を積極的に形作ることが必

要だ。こう考えるのは、米国人作家で、自らを

「予測をしない未来学者」と称するBrian David 

Johnson氏である。彼はWORKTECHのサマー

フェスティバル2021で講演し、未来は動かぬも

のではない、自分たちで形を作ったり、デザイ

ンしたりできるものだと主張した。それゆえに

企業は、将来にどう備えるかを考えるだけでな

く、自らの事業に直接恩恵をもたらす未来を実

現するためにどう行動すべきか考えなければな

らない。

将来のビジョンを描くことで、そのような未来を

実現するためにどんな施策を実施すべきか、どん

な要素を備えるべきか、そして、どんな障害を克

服しなければならないか理解することができる。

電話：「いわゆる『電話』と呼ばれるものは、通

信手段として真剣に考えるには、あまりにも欠点

が多い。私たちにとって、本質的に何の価値もな

いものである」- ウェスタン・ユニオンの社内文

書（1876年）

それから137年、電話は私たちの通信のあり

方を完全に変えた。

発明：「発明できるものはもうすべて発明され

ている」- 米国特許商標庁 Charles H. Duell

（1899年）

米国では、2020年だけで、596,175件の実用特

許申請（発明）があった。

映画：「今も、これからも、映画に人の声は必要

ない」- 映画監督 DW Griffith（1924年）

ハリウッドはそうは考えなかった。

コンピュータウイルス：「ウイルスの問題は一時

的なもので、2年後には解決する」- John McAfee

（1988年）

同じ年に、Peter Nortonは、ウイルスを「都市伝

説」と表現している。現在では、10万種類を超え

るウイルスが確認されている。米国では、30%の

コンピュータが 何らかのマルウェアに感染してい

る。

予想が外れた代表例

iPhone：「iPhoneが大きなシェアを獲得することは

あり得ない。絶対にない。」 - 当時のマイクロソフ

トCEO Steve Ballmer

アップルは現在、iPhoneの売り上げだけで1年に

1450億ドルの収入を得ている。また、スマートフォ

ン市場は1.2兆ドル規模とされる。

Brian David Johnson氏は、ベストセラー作家で、アリゾナ州立大学未来

社会イノベーション学部で教える未来学者、およびフロスト&サリバン社

のフェローでもある。 2009年から2016年まで、未来学者として初めてイ

ンテルに勤務した。 40件を超える特許を持ち、ウォール・ストリート・

ジャーナルやスレートなどの一般向け、業界向け出版物に執筆するかたわ

ら、ブルームバーグ・テレビジョン、PBS、Foxニュース、ディスカバ

リー・チャンネルなどに定期的に出演している。著書に「The Future You: 

Break Through the Fear and Build the Life You Want（フューチャリスト

の「自分の未来」を変える授業）」等。

主要リンク

仕事についての不確実な未来を予測するのは
もうやめるべきか

振り返れば誤りだった有名な発言

大間違いだった13の未来予想

「もし、自分の将来

に積極的に関与せず、

受け身の姿勢でいる

なら、もうこれ以上

未来を他人任せにし

てはならない…」

– Brian David Johnson
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企業は、未来を予測しようとするのではなく、未来に何を期
待するか自問すべきであると大学で未来学を教えるBrian 
David Johnson氏は言う

あるべき未来を理解するために、企業は人々の話に耳を

傾けることが必要であるが、できるのはそこまでだ。失

敗もあるだろう。しかし、重要なのは、そうした失敗を

経て軌道修正することだ。

まずは、社員や顧客と率直に対話することだとJohnson

氏は言う。次に、変化を起こすのに必要なツールを見つ

けること。改革案に必ずしも賛成ではない社員の意見を

検討することは必要だが、それがイノベーションを阻害

するようであってはならない。職場の未来に関する専門

的な知識は将来を予測するのに役立つかもしれないが、

必要なのは、企業自らが、積極的に自分たちの将来を一

つ一つ計画することだ。

世界的なパンデミックから抜け出そうとする中、意思決

定に携わる人々は、自らが一から描いた将来ビジョンの

実現に向けた進捗状況を追跡する効果的な枠組みを整え

るべきであるとJohnson氏は述べる。企業が職場戦略に

ついてリセットボタンを押すならば、今がまさにその時

である。

https://www.worktechacademy.com/is-it-time-to-stop-trying-to-predict-an-uncertain-future-of-work/
https://blogthinkbig.com/famous-quotes-history-technology-totally-erroneous
https://www.rd.com/list/predictions-that-were-wrong/


Andy Young
長距離フライトのようなオフィス
はやめにしよう

Kay Sargent
ニューロダイバーシティのための
デザイン

Kerstin Sailer
出会いの場としてのオフィス

建物レベル



長距離フライトのような
オフィスはやめにしよう
企業は、オフィスを見直し、もっと社員のことを考え、健康や気候に関

する彼らのニーズを反映したものにすべきであると設計事務所 BIG の

Andy Young氏は言う

オフィスデザイン

コロナ後のオフィスは、家で仕事をするよりも快

適でやる気を起こさせる空間でなければならない。

そう考えるのは、設計事務所 BIG（ビャルケ・イ

ンゲルス・グループ）のテクニカルディレクター、

Andy Young氏である。彼はWORKTECH東京2021

カンファレンスで講演し、セキュリティ、人工照

明、殺風景な壁、閉鎖的な空間、居心地の悪い座

席の配置など、「オフィスで仕事をするのは、飛

行機で8時間の長距離フライトをするのに似てい

る」と述べた。家で仕事をする方が快適なことが

多い。

「家にいるよりも快適な

らば、それだけで皆オ

フィスに戻ってくるだろ

う…」

- Andy Young（ビャルケ・インゲ

ルス・グループ）

Young氏は、オフィスの価値を立証できるよう、オフィ

スデザインの見直しを行うことが必要だと考える。オ

フィスは、人と人とが物理的に近くにいることを可能に

する。これができないとイノベーションの速度は鈍ると

いう。だからこそ、オフィスは何よりも人間同士の社会

的交流や接近を生み出すためにあるのだということを、

企業は理解しなければならない。「経営者や企業がすべ

きは、若い人たちがオフィスに出てくるようにすること

だ。」そのためには、快適さとやる気が出る空間をデザ

インし、社員がオフィスに戻りたくなるような雰囲気を

作り出さなければならないとYoung氏は言う。

企業は今、持続可能性について真剣に議論している。そ

して、気候変動に対する社員の懸念を反映し、それに応

えるオフィスを求めている。例えば、暖房に空気熱源

ヒートポンプを利用したり、ディーゼル発電機の利用を

減らしたりして、建物から排出される二酸化炭素の量を

抑えようとしている。こうした動きはすべて、オフィス

に家庭の心地よさをもたらし、気候変動対策やメンタル

ヘルスの問題に関心の高い新しい世代の人材を獲得しよ

うという努力の一環であるとYoung氏は述べる。

出典：Andy Young氏（BIG建築事務所）の

WORKTECH東京での講演より

オフィスの設計仕様の変化

Andy Young氏は、2016年にBIGに入社し、ロンドン事務所のテク

ニカルディレクターを務める。これまで25年以上にわたり、イギ

リスおよび中東諸国で大規模プロジェクトの設計と建設に携わっ

てきた。イギリスでの仕事に加え、コペンハーゲンおよびニュー

ヨーク事務所にも技術的な支援をしている。2016年からは、ベル

リンに建設中の80,000平方メートルの多目的高層ビル「イース

ト・サイド・タワー」などBIGが手がけるいくつかの注目プロジェ

クトを指揮している。また、キングズクロスにあるグーグルの新

社屋やミラノの「シティライフ」のテクニカルデザインを主導し

たほか、中東で複数の大規模プロジェクトを手がけた。

主要リンク

好調な企業ほどオフィススペースを拡大

グローバル企業のCEOは縮小よりも拡大を目
指す

オフィス革命?

ワークプレイス 3.0：未来のオフィス
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空気の質 – コロナ後、従業員とっては特に気に

なる問題である。一人一人により多くの新鮮な

空気が届くよう、企業はオフィスの設計を検討

中である。

音響 – 音響環境がいいほど、社員のベースライ

ンパフォーマンスが向上する。耳に優しい環境

ほど、人はリラックスできる。

照明 –インタラクティブな製品や機能の導入が進

んでいる。環境をもっと自分でコントロールで

きれば、社員はオフィスにいてもくつろぐこと

ができる。

トイレ – 様々な様式のものを、様々な場所に配

置することで、社員が職場でも自宅と同じくら

い快適に過ごせるようにする。設備を定期的に

清掃できるよう、建物の設計を工夫するのが望

ましい。

人口密度 – 社員が日によってバーチャルで仕事

をしたり出社したりするので、人口密度は大き

く変動する。オフィスの利用状況の変化に対応

できるよう、空間設計を工夫することが必要だ。

二酸化炭素排出量 – 人々の気候変動に対する意

識はこれまでになく高まっており、今後、

ディーゼル非常用発電機の設置は少なくなるだ

ろう。停電の際は、在宅勤務をすることになる。

また、有害物質、環境負荷物質の使用が減り、

リサイクルできないものをなくす循環型経済の

仕組みの導入が拡大するだろう。

https://www.worktechacademy.com/top-performing-companies-more-likely-to-expand-office-space/
https://www.worktechacademy.com/back-in-business-global-ceos-eye-expansion-rather-than-cuts/
https://www.worktechacademy.com/back-in-business-global-ceos-eye-expansion-rather-than-cuts/
https://www.worktechacademy.com/back-in-business-global-ceos-eye-expansion-rather-than-cuts/
https://www.worktechacademy.com/back-in-business-global-ceos-eye-expansion-rather-than-cuts/
https://www.worktechacademy.com/back-in-business-global-ceos-eye-expansion-rather-than-cuts/
https://nla.london/videos/nla-report-launch-wrkldn-office-revolution
https://nla.london/videos/nla-report-launch-wrkldn-office-revolution
https://www.morganlovell.co.uk/inspiration/insights/workplace-3.0-the-office-of-the-future


ニューロダイバーシティ
のためのデザイン
フレキシブルな働き方を導入して幅広い人材の確保を目指す企業は、

ニューロダイバーシティ（神経多様性）の観点からも、社員の多様な

ニーズに配慮することが必要だとKay Sargent氏は言う

インクルージョン

企業は、神経学的に多様な人材の環境ニーズへの対

応に、これまで以上に力を入れなければならない。

こう考えるのは、設計事務所 HOK のオフィス担当

ディレクターKay Sargent氏である。フレキシブル

な勤務制度を導入した結果、企業は、より幅広い人

材を確保できるようになるとともに、優れた人材を

求めてより遠くまで網を張ることができるように

なった。ハイブリッドワーキングの導入により、社

員はオフィスに通える範囲に居住していなければな

らないという、コロナ前までの制約条件はなくなり

つつある。しかし、多様な人材を抱えれば、ニュー

ロダイバースな社員（非定型発達者）も増え、より

一層インクルーシブなオフィス設計が求められるよ

うになる。

企業は、何年も前から職場における多様性を重視し

ている。しかし、Sargent氏が先日WORKTECHの

バーチャルカンファレンスで述べたように、「多様

性とは色々な人を数に入れることだが、インクルー

ジョンとは色々な人が数に入れるようにすることで

ある。」多様性は、多くの人材を確保したことの副

産物であるが、インクルージョンとは、あらゆる社

員の神経学的に多様なニーズにすべて応えることで

ある。

Sargent氏によれば、7人に1人がニューロダイバース

である、つまり他の人と思考の仕方が異なるとされる。

このうち、約50%は自分がニューロダイバースである

と自覚していない。したがって、空間がどう作用する

かは人によって異なることを理解し、様々な神経学的

特性を持つ人々が問題なく仕事ができるよう多様な環

境を整えるのは、雇用者の責務である。

Sargent氏は、企業は今後、社員の具体的なニーズに

合った選択肢を提供できるよう、多様なスペースで構

成されたエコシステムを構築する必要があると話す。

そこでは、人々は様々なスペースを使い分けて、集中

したり、考えたり、創造したり、コミュニケーション

を図ったり、集まったりすることができる。また、

Sargent氏は、特に改善の効果があるものとして、音

環境を挙げる。これは、静かな職場を作るということ

ではない。様々なレベルの聴覚的快適さを提供するた

めに、様々なスペースを用意するということである。

ニューロダイバーシティ（神経多様性）とは、人

間の認知特性の多様性を認め、自閉症スペクトラ

ムやADHD、失読症、統合運動障害などの症状を自

然な多様性の一部として受け入れる考え方である。

BBCの環境チェックリスト

BBCのニューロダイバーシティ・認知デザイン

責任者、Sean Gilroy氏と、同僚のLeena Haque

氏は、オフィスの改築や新築の際に役立てよう

と、同局の管財部向けに環境チェックリストを

作成し、すべての職員が快適に過ごし、高い生

産性を維持できる職場作りを目指している。

チェックリストの一部を紹介する。

視覚 – ニューロダイバースな人（非定型発達者）

の多くは、明るさや光のちらつき、強い反射、派

手な模様に敏感である。照明や反射は定型発達者

でも苦手な場合がある。

聴覚 – 一部の音は、苦痛や困難を招くことがあ

る。ノイズキャンセリングヘッドフォンを使用

することで、聴覚的苦痛を最小限に抑えること

ができる。

ニューロダイバーシティとは何か

嗅覚 – ニューロダイバースな人々にとっては、

予期せぬ匂いが生産性に影響する。

触覚 – 触覚は重要な感覚である。企業は家

具や布製品の影響を考慮することが必要だ。

全チェックリストはこちら。

出典： BBC

Kay Sargent氏は、設計事務所 HOK のシニアプリンシパル兼オフィス担

当ディレクターで、取締役でもある。フォーチュン500の複数企業のグ

ローバル不動産戦略に関わり、未来のオフィスをデザインしてきた。Kay

氏はインテリア業界で35年を超える経験がある。研究テーマは、複合ビ

ル、職場環境、ソーシャルネットワークを活用した空間利用、組織理論、

および組織行動などにまたがる。データ重視の姿勢と厳格な学術的アプ

ローチを産業界に取り入れ、オフィスデザインにおける科学的思考を推

進している。

主要リンク

異なる思考回路：ADHDの社員の力を最大限に
引き出す方法

あらゆる人が活躍できるスペース

ニューロダイバースな職場とは

ニューロダイバースな職場作り--専門家からの
アドバイス
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https://bbc.github.io/uxd-cognitive/environmental-checklist-form-visual.html
https://www.worktechacademy.com/employees-with-adhd/
https://www.ie-uk.com/blog/the-neurodiverse-workplace
https://metropolismag.com/viewpoints/neurodiverse-office-hok/
https://www.telegraph.co.uk/business/autism-in-workplace/neurodivergent-employees/


出会いの場としての
オフィス
パンデミック後に、オフィスが新しいアイデアやコラボレーションの

きっかけとなることを望むなら、空間のレイアウトが非常に重要である

と建築家で学者のKerstin Sailer氏は言う

主要リンク

オフィスデザインがもたらす偶然の出会い

人を動かすオフィス空間

オフィスで人間同士の接触を増やすには

スペースプランニング

コロナ後は、「機会構造」としてのオフィス空間

についてもっと真剣に議論し、社員同士の社会的

交流を推進、支援することが必要だ。こう考える

のは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン バー

トレット校建築学部の建築社会学教授、Kerstin 

Sailer氏である。ハイブリッドワーキングが広まり、

人々がオフィスで過ごす時間が少なくなる中、オ

フィス環境を見直し、イノベーションを起こす上

で最大限の効果を発揮できるようにすることが重

要であるという。

Sailer氏は、WORKTECHのワークプレイスイノ

ベーション2021バーチャルカンファレンスで講演

し、オフィスがフィジカルな空間と、人と人との

偶然の出会いの提供を通じてイノベーションに貢

献することを説明した。どちらも自宅で仕事をし

ていては不可能なことである。コーヒーショップ

や電車のプラットフォームで会う人たちのような

「弱いつながり」が重要であるとSailer氏は言う。

しかし、パンデミックの間、このようなつながりは

失われてしまった。家で仕事をしていると、自分の

チームの仲間（強いつながり）としか関わることが

なく、輪の外にいる人との交流がない。たちまちア

イデアが生まれなくなってしまうわけだ。「デジタ

ルでハイブリッドな働き方を考える際には、この点

に注意しなければならない」と彼女は言う。 「オフィス空間を

『機会構造』としてとら

えることが重要だ…」

- Kerstin Sailer教授

Sailer氏によれば、スペースプランニングを工夫すれ

ば、人々を意図的にくっつけたり離したりすることが

できるという。「効果的に設計されたフィジカルなス

ペースは、アイデンティティや信頼、コミュニティ、

所属意識の醸成に役立つ。」オフィスを再開するにあ

たって企業が重視すべきは、「所属」という考え方だ。

空間の配置を変えることによって、人との接触を促す

ことも、（ソーシャルディスタンス、プライバシー、

集中力を維持するために）人を回避することも可能で

ある。大事なのは、オフィスの入居者があらためてオ

フィスのレイアウトを見直すことである。
1. リニア構造 – 通り抜けスペースの先に、入口が

１つのスペースがある。人目につかない、静か

な環境が得られる。

2. ツリー構造 – 通り抜けできるスペースと入口

が1つのスペースからなる。パンデミック前の

オフィスでよく見られたレイアウトである。

3. ループ構造 – 通り抜けスペースと、戻りの際は通

らなくてよいスペースを含むレイアウト。コロナ

後に再開するオフィスにはこの形が最適である。

人との接触も、人を回避することも可能。

スペースシンタックス：4種類の空間配置

4. グリッド構造 – 人が自由に動き回れるレ

イアウト。プライベートな空間は確保し

にくいが、必然的に人の交流が生まれ、

ランダムな出会いの機会を提供する。

出典：ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン Kerstin 

Sailer教授「 Celebrating The Unplanned: Why Innovation 

Requires Physical Space（無計画のすすめ：なぜイノベー

ションにはフィジカルな空間が必要なのか）」

（WORKTECH ワークプレイスイノベーションバー

チャルカンファレンス、2021年）

Kerstin Sailer氏はユニバーシティ・カレッジ・ロンドンバートレット

校建築学部の建築社会学教授で、「ブレーンバーズ」の設立者の1人で

もある。社会学者であるが、ドイツで建築を学び、建築学の学位を取得

する（ライプニッツ大学ハノーバー）とともに、「空間と組織の関係

性」と題した論文で博士号を取得（ドレスデン工科大学）。
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コロナ後のオフィス

リニア ツリー ループ グリッド

外部
Aスペース
Bスペース
Cスペース
Dスペース

人との接触、人の回避を
意識して空間を戦略的に
デザインする空間配置の
考え方

https://www.bdcnetwork.com/blog/chance-encounters-workplace-design-winning-ticket-innovation-lottery
https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people
https://www.workdesign.com/2017/04/create-collisions-workplace


オフィスに戻るイギリ
スの労働者

オフィスが再開し始める中、

ガーディアン紙は、オフィス

に戻ることに対する働く人た

ちの思いを探った。通常の生

活が戻ってくることを歓迎す

る人がいる一方で、皆が一度

に集まってうまくいくのか懸

念する人もいる。

さらに読む

変化をもたらす文化
を職場にどう定着さ
せるか

従業員が理想の企業風土を

求めて積極的に行動するよ

うになっている。組織文化

の是正について論じた

David Liddleの著書、

「Transformational 

Culture（変化する文

化）」をフォーブスが論評

する。

さらに読む

フレキシブル度： オ
フィスに復帰するのは
誰だ

フィナンシャルタイムズ紙
が、世界的な大企業のオ

フィス再開計画を調べたと

ころ、テクノロジー業界は

フレキシブルな傾向がある

一方で、金融業界はオフィ

ス重視の傾向があることが

分かった。

さらに読む

テクノロジーやデザ
インに関するパイ
ロットプログラムの
研究

マンパワーグループ、マイ

クロソフト、スチールケー

スのオフィス環境の専門家

らが、各社の職場に関する

パイロットプログラムを紹

介する。彼らが、人、場所、

テクノロジーという観点か

らどのような試作や測定を

行い、何を調べているかを

論じる。

さらに読む

シンガポール：脱
「ゼロコロナ」のモ
デル

シンガポールは、アジア諸国

の中で、コロナの感染ゼロを

目指す「ゼロコロナ」政策か

ら「ウィズコロナ」戦略に最

初に転換した国である。しか

し、政策の転換は決して容易

ではない。

さらに読む

職場における心理的快適
性の推進と実現

産業心理学の専門家によるこ

の記事は、自らの感情に正直

であること、頑固さを改める

ことなど、雇用主と従業員が

職場で心理的な快適さを得る

ための実践的な方法を取り上

げる。

さらに読む

なぜ、家庭的なデザイ
ンのオフィスが支持さ
れているのか

オンオフィス誌によれば、仕

事の場としての家庭とオフィ

スの境目がますます曖昧に

なっているという。働く人た

ちは、オフィスに戻っても、

自宅にいるような快適さを求

めるだろう。

さらに読む

コロナ後の職場における
新しいリーダーシップテ
クニック

パンデミックが始まって以来、

会社の経営者にとっての最重

要事項は従業員の安全とウェ

ルビーイングである。今、企

業がこれから先を見通そうと

する中、このハーバード・ビ
ジネス・レビューの記事は、

長期的な優先課題について論

じている。

さらに読む

注目トピック
以下は、WORKTECHアカデミーのグローバルネットワークへの寄

稿家らが厳選した、この四半期に私たちが注目したテーマについて

の外部リンクである。
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https://www.theguardian.com/business/2021/sep/06/uk-workers-on-returning-to-the-office-no-point-if-i-end-up-doing-video-calls
https://www.forbes.com/sites/rogertrapp/2021/09/29/how-to-build-a-transformational-culture-in-the-workplace/?sh=5c9cb05e3465
https://on.ft.com/2WstfTl
https://www.steelcase.com/research/articles/topics/work-better/manpowergroup-microsoft-steelcase-explore-workplace-pilots/
https://fortune.com/2021/10/11/singapore-covid-cases-reopening-travel-us-canada-uk-covid-zero/
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/08/13/three-ways-to-promote-psychological-comfort-in-the-workplace/?sh=205941c73bfe%20
https://www.onofficemagazine.com/opinion/home-workplace-offices-domestic-design?utm_medium=email&utm_term&utm_content=READ%20MORE&utm_source=Onoffice%20Magazine&utm_campaign=Is%20the%20first%20WeForest%20around%20the%20corner?%20
https://hbr.org/2020/05/lead-your-team-into-a-post-pandemic-world
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