
　はたして今の市場マインドは、アフターコロ

ナの「働く場所」をどうとらえているのだろうか？

　まず、現在と3年後の働いている場所の割合

を比較して、異なった回答をした「働く場所が変

わる」人と、全く同じ「働く場所が変わらない」

人が、ちょうど半々という結果になった。弊誌の

読者かつFAXアンケートという偏った属性と、

ｎ＝155という回答数で世間の一般論とするわ

けにはいかないが、現時点における先行き不透

明さを象徴する結果に思える。また、働く場所

が変わるとした77人の内、現在100%オフィス

勤務の人は15人と2割弱なのに対し、変わらな

いという78人で100%オフィス勤務の人は55

人と7割を超える。コロナ禍でオフィス以外で

むとする結果は、数値が示す以上にリモートワー

クの拡大を示唆しているのではないだろうか。

　シェアオフィスは1.8%から3.6%と、増加と

はいえ全体からするとボリュームは小さい。

CBREリサーチの調査によると、東京都内にお

けるシェアオフィスの床面積は賃貸オフィス全

体の1%程度であり※、それを考えると妥当な

水準とも思える。ただし、アンケート全体でシェ

アオフィスを働く場に挙げた人の割合は、4.5%

から3年後には9.0%へと倍増。約1割の人が

「利用するだろう」と考えるシェアオフィスは、今

後存在感を増していくと思われる。

　最後に、今後オフィス使用面積は増えるのか

減るのか？　これは、減少との回答が圧倒的で、

ウィズコロナで、あらゆる人と企業が「働く場」「働き方」を模索する
今、「BZ空間」では、そのヒントとなる緊急企画をお届けする。CBRE
社長坂口が語る今後のオフィス市場の未来。オフィスを完全撤退しフ
ルリモートワーク体制に移行したインフラジスティックス・ジャパン東
社長の戦略。そして、CBRE　WPS金子による、次代の働き方「ボーダ
レスワーク」の解説から、アフターコロナのオフィスのあり方を探る。

2020年9月1日発行の「BZ空間」秋季号の読者アンケートにて、「現在（そして3年後）、あな

たは、どこで仕事をしていますか？　全労働時間を100とした時の割合でお答えください。自

社オフィス（　）% シェアオフィス（　）%　在宅（　）%　その他（　）%」との問いかけを実施。併

せて、「コロナ禍の在宅勤務拡大やソーシャルディスタンス確保の影響から、企業のオフィス

使用床面積は変化すると考えますか？　①増加　②現状のまま　③減少」と、「アフターコロナ

のオフィスのあり方や変化、オフィスの意義、存在理由への見解」を聞いた。〔n=155〕

働く機会を得た人は、3年後にはさらに働く場

は変わるととらえているようである。

　では、どのように変わるのか？ 予想通りだがオ

フィスが減り、在宅が35．3%と大きく増えてい

る。同アンケートは9月1日発刊の弊誌秋季号に

同梱されたもので、当時はコロナ禍真っ最中。に

もかかわらず、今後3年間で在宅勤務がさら進

増加すると答えた人はわずかに5人。「在宅勤

務の拡大とソーシャルディスタンスの確保で相

殺」とのコメントもあったが、大方の予想では、

企業の使用床は減っていくとの見方のようだ。

では、小さくなるオフィスは、いったいどのよう

な市場を形成し、どのように構築されていくの

か。次章以降をご覧いただきたい。
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あなたは3年後、どこで、どのくらい
仕事をしていると思いますか?
「BZ空間」秋季号 読者アンケートより

働く場所が

変わる
49.7%

働く場所は

変わらない
50.3%

ネットワークセキュリティ
の向上や書類や押印の電
子化が進めば、在宅勤務は
さらに普及する。
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働く場所が変わるとした77人のうち、
現在オフィス勤務が100%の人は

15人〔19.5%〕

働く場所は変わらないという78人のうち、
現在オフィス勤務が100%の人は

55人〔70.5%〕働く場所の割合  ■現在  ■3年後 働く場所の割合

＋1.8ポイント

＋13.3ポイント

＋0.7ポイント
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企業のオフィスの使用面積は?シェアオフィス利用者
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%
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%

3年後
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%
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%

現在：70.9%▶3年後：55.1%

現在：  1.8%▶3年後：  3.6%

現在：22.0%▶3年後：35.3%

現在：  5.3%▶3年後：  6.0%

金融サービス

オフィスは情報共有・収集
とコミュニケーション、自宅
では集中作業といった棲
み分けが進む。

製紙メーカー

帰属性を担保する意味から
オフィスは必要。感染リス
クに配慮した分散やレイア
ウトが確立される。

大手不動産会社

コロナ禍において、在宅で
の仕事のしにくさを実感。
それを踏まえたオフィスづ
くりが進むだろう。

建設コンサルタント

ビジネススタイルのあり方
を考え、「クルマをオフィス
に」との案も検討している。

物流会社

「あえて出勤して仕事をす
る」という業務の密度が重
要視されるように。

不動産鑑定士

アイデアや創造性を生み出
すオフィスの存在が、かえっ
て見直されてくるはず。

地方ビルオーナー

オフィスとリモートのバラ
ンスが重要だが、いずれに
しろ人事管理・労務管理は
難しさを増す。

健康食品販売

これまでの集約の流れが
逆転。拠点分散傾向が在宅
勤務の拡大やリスク分散
の観点から強まっ
ていく。

鉄道会社

在宅勤務が社会に定着する
かは不明瞭。ただ、都心周
辺部のサテライトオフィス
は増加するだろう。

不動産会社

－15.8ポイント

※CBREリサーチの調査ではフレキシブルオフィスと定義。
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ワークプレイスの要件を
定量化することが
ニューノーマル時代の
オフィスづくりの第一歩。

シービーアールイー株式会社
代表取締役社長兼CEO 坂口 英治
Sakaguchi Eiji

―新型コロナウイルスの感染拡大は、ワー

カーの意識にどう影響したのでしょう。

坂口■一番大きく影響を受けたのは、働き方改

革の提唱以来の懸案事項だったテレワークが、

待ったなしに導入されたことです。これまでの

業務フローが暗黙知、形式知として確立されて

いたため、急な作業形態の変化にも、最低限の

チームワークを保ったまま業務を遂行できたこ

とは良かったのではないでしょうか。ただ、ワー

クフロムホーム（＝在宅勤務、以下WFH）を経

験して、多くのワーカーが自宅でも会社と同等

か、それ以上に効率的に働けていると感じてい

るようです。オフィスでは余計な仕事を振られ

て、自分の時間がマネジメントできない状況が

ある。WFHなら上司の不必要な介在が最低限

に抑えられる、という事実が改めて浮き彫りに

なったということです。いずれにしろ、社内文化

を構成する社員個々の意識そのものに影響が

出ているわけです。

―経営層の変化はどうでしょう。

坂口■最も驚くのは、多くの経営者が「WFHが

うまく機能している」という見解をメディアに示

したことです。これは言い方を変えれば、これま

でのオフィスの存在意義を否定しているような

もの。立地を吟味し、高いコストをかけてつくり

上げたオフィスに、時間をかけて通勤させなが

ら、その空間でワーカーに何をお願いしていた

のか。会社と在宅とで生産性が変わらないとし

たら、今後どう働くかを考える時、広さやオフィ

スレイアウト以前に、先ほど挙げた社内文化や

マネジメントのあり方を含めた、オフィスの定

義をもう一度考え直すべきでしょう。

―一部で「オフィス不要論」も取り沙汰されて

いますが、今後のオフィスマーケットはどうなっ

ていくのでしょうか。

坂口■一部の業界を除いて、売り上げが大幅に

減少している状況においては、景気が回復して

元に戻らないうちは、経営上、当面は唯一の方

法であるコスト削減一辺倒になるでしょう。そ

のためオフィス縮小や一部、WFHの継続は致

し方ないところで、現に都心中心部のオフィス

を解約して、郊外部や臨海部のリーズナブルな

エリアに移転する企業も出てきています。大き

な床面積を使用する大企業も、株主総会が終

わった7月以降、オフィス移転の中心となりやす

い総務部が本格的に動いているようです。景気

がいつどの程度回復するのか、どこまでコスト

く可能性が高いと思われます。ですから、空室

率が上昇し賃料が下落することはあっても、新

型コロナの影響がこれ以上悪くならなければ

底抜けするような状況には至らず、空室率も一

気に上がることはなく、じわじわと上昇していく

のではと考えています。

―空室の増加を防ぐためにビルオーナーが

すべきことは。

坂口■当然、努力と工夫が必要です。例えば、

ソーシャルディスタンスを守りながら会議をす

るためには、従来より大きなスペースが必要で

すが、その会議室を各企業がそれぞれに持とう

とすると稼働の悪いスペースを抱えることにな

ります。でも、今はそんな余裕はない。そこで

オーナーがそのスペースを設えて、テナントに

優先的に貸し出す。テナントは面積をコンパク

トにできるので、その分、単価を高めにいただく

ようにする。都心の好立地にいたいが無駄は削

減したいテナントには有用でしょう。また繁華街

から離れたところでは、館内のワーカーのため

にカフェやダイニングを用意しているオーナー

もいます。そうした細やかなサービスを付帯す

るアイデアが、今後大手ビルオーナーからいく

つも出てきて、それが一般化していくのではな

いでしょうか。一方、体力のない中小規模のビ

ルのオーナーは、サービスや設備の拡充が難し

い分、賃料で勝負することとなります。ですが、

受付とか給湯施設とか、これまでは自前で用意

することが当たり前だと思われていたスペース

を共有した場合に、どのようなメリット、デメリッ

トがあるかを検証することも一つのオプション

だと考えます。

―ウィズコロナ時代のオフィスづくりで気を

付けるべき点は。

坂口■キーワードは三つあると思います。まず

は「セーフティー」で、これには三つのポイント

があります。一つ目は建物全体の換気や空調、

エレベータなどでの密集や接触機会の減少と

いったビルレベルの対策。二つ目はアクリル板

のシールドの設置やIoTなどと連動した混雑の

見える化など、什器レベルの対策。三つ目はマ

スクやフェイスシールドの着用など、個人レベ

ルでの対策の徹底したオフィスであること。次

のキーワードは「プロダクティビティ」で、集中し

て仕事ができる空間や、仲間とのインタラク

ションができるスペースがあると同時に、個々

のワーカーの自宅には敷設できない、生産性を

高める最先端のテクノロジーの導入。三つ目は

「アメニティ」で、ビルの内外の便利なショップ・

レストランや、オープンスペースで食事ができ

る環境などです。ウィズコロナ、アフターコロナ

のオフィス環境を考えるうえでこの三つは重要

で、この観点がないとオフィスに人を呼び戻す

ことは難しいでしょう。さらに言えば、人材獲得

面でのエリア選定も、これまで以上に重要に

なってきます。例えば、これまでもIT系の人材獲

得を目的に渋谷に拠点を設ける企業が多数あ

りましたが、ターゲットとなる人材にとって今後

も渋谷が魅力的なのであれば、このエリアを選

択する意義は大きい。優秀な人材を確保するた

めに東京都心部にオフィスを構えなければなら

ない業態なのか、あるいは郊外や地方でもOK

なのか、各企業の戦略によってその中で最適な

場所を選択する流れは、今後増々強まっていく

ものと思います。

―そうしたオフィスを実現する上での方策は。

坂口■オフィス構築は企業にとって高額な投資

であり、これまでは何人いるから何坪が必要と

か、どこまで設備すればより働きやすいかとい

を削減すればいいのかという、不透明な要素を

睨みながらの動きにならざるを得ないので、現

実的には、年明け以降に一気に顕在化してくる

のではないかと思われます。

―リーマン・ショック時のように、急激なマー

ケット変化が起こるのでしょうか。

坂口■リーマン・ショックの際は、国内の多くの

ビルオーナーが単なる金融収縮ととらえ、日本

への影響は少ないと判断し、強気の姿勢を崩さ

なかったことが空室率の急上昇の原因でした。

ですが今回は、実体験として売り上げの消失を

認識しており、大手を含めてオーナーのマー

ケットへの対応は早いのではないでしょうか。ま

た当時は、ビルオーナーの多くに日本に進出し

はじめたばかりのファンドが含まれており、簡単

には賃料を下げられない事情がありました。し

かし今日では、J-REITや私募REITなども長期投

資を目論んでおり、大規模かつ長期の空室を

嫌って、賃貸条件を下げてでも空室を埋めに行

う観点でつくられてきました。ですが、今後は会

社、サテライトオフィスやコワーキングスペー

ス、WFHと、働く場所が多様化するのは間違い

ありません。その中でのオフィスを考えるなら、

まずは要件を定量化することから始めなけれ

ばならないでしょう。オフィスに通勤する人とそ

れ以外のメンバーを、どんな要因に基づいて、

どのように振り分けていくのが最適か。例えば

1,000人の従業員がいる会社では、通勤時間

という軸で切った場合、何分を超えたら出社す

るより、在宅のほうが生産性が高いとか。通勤

時間だけでなく年齢や家族構成で違う可能性

もあるので、考えられる要素をクロスチェックす

る形で、本社で働く最適人数、在宅で働いても

支障がないだろう最適人数を明確にする。場合

によってはサテライトオフィスなどのサードプレ

イスを何らかの形で確保したほうが効率的とい

う層が何人くらいいるのか。これらを定量化す

る時期に入ってきていると思っています。絶対

的な正解はないですから、データを集め、分析

に基づいてトライ&ラーニングを重ねてより良

い解を探していく。そのうえで日々、売り上げや

従業員の満足度などを検証しながら改善して

いくことが求められます。CBREとしても、今後

の実績や調査・研究などを通してより多くの

データを蓄積し、新しいオフィスのあり方を積

極的に提案していきたいと考えています。

―ありがとうございました。

CBRE 丸の内本社オフィス



　当社はデザイン・開発・コラボレーションを加

速するソリューションを開発する企業として、

1989年、米国ニュージャージーで創業しまし

た。以来30年以上にわたり、ソフトウエア開発

者向け製品を全世界で提供する、グローバル

リーダー企業です。社員数は200名程度なが

ら、当社の開発支援製品は米国Fortune500企

業の多くで標準採用されているだけでなく、日

本国内でも5,000社以上の企業様にご利用い

ただいています。

　開発拠点がブルガリアのソフィアとウルグア

イのモンテビデオにあるほか、日本法人と同様

に、英国のロンドンとインドのグルガオンに営業

拠点を設けています。日本法人を設立したのは

2006年で、国内はもとより、オーストラリア、

ニュージーランドおよび東アジアなどAPAC全

域を管轄。営業、テクニカルサポート、マネジメ

ントスタッフなど、計16名体制で事業を進めて

います。

　私が入社当時、まだ社員は8名程で原宿にオ

フィスを構えていました。ですが、採用面やセミ

ナーでお客様に来ていただく関係から、6年前

に渋谷に移転。また、米国本社の場所が地方都

市にあることもあり、人材採用の観点から以前

から米国では各地に在宅で働く人材がおり、そ

の例に倣い、日本でも女性の戦力化も目的の

一つとして、早くから一部社員の在宅勤務を進

めていました。

　こういった社内風土から、実を言うと今年の

夏は、新型コロナとは関係なく社員全員の在宅

勤務を計画していました。オリンピックイヤー

である今年は、開催期間中、交通機関の混雑な

どが予想され、そのため、会社にかかった電話

を自宅でも取れるようにするといった仮想化を

施すなど、準備を進めていたのです。そこに

降って湧いたような新型コロナウイルス感染症

流行のニュースが報じられたため、社員の安全

確保を考え、初期段階である1月27日に、全社

員の完全在宅勤務に踏み切りました。事前の準

うことができません。事前準備の中で資料を見

せながら詳しく説明し、終わったらまた確認しな

がら共有していくといった方法しか取れず、経

験者だからまだ何とかなりますが、新卒採用で

は難しいでしょう。

　そういった意味で、これまでも業務を言語化

したり、教育プロセスを構築していたつもりでし

たが、まだまだ不明確で、何となく空気を読む

ことで成立していた面も大きかったと反省して

います。逆に、今後の大きな課題が明確化した

という感じです。

　当社では9月15日より、渋谷のオフィスを完

全に撤退し、フルリモートワーク体制に移行し

ました。理由の第一はコスト削減という経営的

なものですが、もちろん、一方的になくしたわ

けではありません。社員とは縮小か完全退去か

をかなり話し合いました。執務室、会議室、顧客

を招くセミナー室の三つの部屋を借りていた

のですが、完全在宅で執務室はいらない、対面

のセミナーができないのでセミナー室はいら

ない、ただ、家で仕事ができないこともありうる

ので、会議室は残しておいてほしい、という意

見があり、会議室については2ヶ月間は解約を

待ちました。その間、コロナ騒動が落ち着いた

ら週1で集まろうと言っていたのですが、週1が

隔週になり、月1になり、はては集まるなら必要

な時だけでいいとなり、集まる場所も会議室で

ある必要がなくなり完全撤退に踏み切りまし

た。つまり当社にとっては、オフィスは仕事の場

ではなく、コミュニケーションのために集まる場

としての意味しか持たなくなっていたのです。

　この変化に付随して、手当の見直しを行いま

した。在宅勤務に移行しても交通費は払ってい

たのですが、そもそも仕事をする環境として、

米国の本社と日本とでは住宅事情が違いすぎ

ます。一言でいえば「住まいはオフィスではな

い」のです。場所がなくてリビングで仕事をして

いたり、夫婦に加えて子供までがリモート授業

をしているために、ネットが重くて動かないこと

もありました。そこで、通信環境の改善や、少し

でも仕事をしやすい空間づくり、そして増えた

光熱費に充当してもらうために、月々18,000

円の在宅勤務手当を設けました。またオフィス

解散時には、長時間仕事をしても疲れにくくす

るために、希望者全員に椅子や机を配ったほ

か、クッション・キーボード・マウスなども配布。手

当以外では、例えば家で仕事をしていれば宅配

の荷物も届くし、子供が泣くこともありますが、

「これが当たり前のことなんだ」という意識を徹

底しました。みんな、ミーティング中に荷物が届

けば中座するし、子供を抱いたままの会議も

OK。社内のみならずクライアントにもそれを

伝え、ご了解いただくようお願いしています。

　また仕事のON/OFFの切り替えの難しさを

解消するために、Teamsで始業時間前には「さ

あ始めよう」とか、夕方6時頃には「そろそろ終

わりにしよう」「今日1日お疲れさま」といった

メッセージを書き込んで、メリハリをつける努

力をしています。

　当社にとって、今後も永続的にオフィスがな

備がなければ、ここまで早く完全移行すること

はできなかったでしょう。

　実際に始めてみると、1ヶ月ほどで業務に支

障がないことがわかりました。というのも、当社

は誰が何をすべきかというジョブディスクリプ

ションや、それに伴う評価制度もかねてから明

確。メンバー同士のコミュニケーションも、ツー

ルとしてマイクロソフトの「Teams」など以前か

ら使い慣れており、部署内で話をするための環

境を自然発生的に構築して、皆が自発的に参加

していったからです。

　一方、オフィスであれば当たり前だった「最近

どう？」といった雑談レベルのコミュニケーショ

ンがないことが気になりました。一緒にいれば

何となく耳に入ってくる些細なもめごとやすれ

違いが、まったく認識できないのです。そこで

私個人としては、始業15分前の8：45からバー

チャル会議室をオープンにして、「おはよう」と

いう挨拶から始まるコミュニケーションを試み

たり、他部署のミーティングに積極的に参加す

ることを意識しました。

　もう一つ、難しさを感じたのが新人教育で

す。実のところ、今年3月に採用した新メンバー

にはリモートでしか会っていません。当社は基

本的に経験者採用ですので、社会人としての常

識やテクニカルスキルがあれば、あとは客先に

同行してOJTを通じて当社のメソッドを身に付

けてもらっていました。しかし、顧客先に訪問で

きない現在、セールスはもとよりデモンスト

レーションやコンサルティング、トレーニングは

すべてリモートですので、肌感覚で感じてもら

い状態が続くかと言えば、それはわかりませ

ん。例えば新型コロナウイルス感染症の流行が

終息すれば、今のようなリモート主体の営業や

サポートだけでは済まなくなります。固定化し

た場所があったほうが便利なのは当然です。そ

うなれば、必然的に対面でセミナーを開催でき

る場所を確保したくなるでしょう。

　ただ、以前とはオフィスを確保するやり方が

変わる可能性がありそうです。通常の賃貸契約

は長期で借りることが前提ですが、今は数年は

おろか、数ヶ月単位で状況を判断しなければな

りません。ですから面積や期間など調整しやす

い、柔軟なオフィス構築の方法が適しています

し、現在も模索中です。もちろんセミナーなど

はレンタルスペースでも可能ですが、やはり心

情的には「私たちのオフィス」と言える場所が

望ましいでしょう。

　東京のオフィスを閉鎖したことは、各国のグ

ループ内でもそれぞれの拠点の戦略的な意味

合いを考えるきっかけになったようです。我々

自身も、渋谷の街から受ける刺激とか、社員同

士の何気ない日常的なコミュニケーションと

いった、今は気付いていないが、もしかしたら

失ってしまったものがあるかもしれません。一

度、失ってはじめてわかるものをきちんと見極

めて、社員と共有しながら次に進んでいくこと

が重要でしょう。今まで何となくうまくいってい

たことは、空間を共有する皆が、互いに空気を

読んでいたから生まれていたものかもしれま

せん。現在はそれを修正するために、言語化や

プロセスの構築を目指していますが、この先、

さらなる必要性が見えてきた時には、もう1度

オフィスのことを考え直すことになるでしょう。
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インフラジスティックス・ジャパン株式会社
代表取締役 東  賢 氏

Azuma Ken

執務室（解散時）

本社オフィス

「東京2020」による交通混雑を見据え
当初計画していた社員のリモートワーク。
従来の当たり前を見直し、
新たなオフィスの価値を考える。

ソフト開発者向け製品で世界を
リードするインフラジスティックス

旧メンバーの業務は問題なし
新メンバーの教育には課題も

オフィスの完全撤退を機に
待遇面の大幅改善を実施

失ったものを見極め
新たなオフィス像を考える



　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、私た

ちは今までとは全く違う働き方をせざるを得な

くなりました。特にオフィスワークに関しては、

これまで働く場であった「オフィス」の不要論が

メディアに取り上げられるなど、センセーショナ

ルな事例が注目を浴びています。このコロナ禍

を機に、前代未聞のパラダイムシフトが起こる

かと不安と期待を持った方も多くいらっしゃる

でしょう。ところが、日々現場で実際のプロジェ

クトを通して企業様のご様子を身近に感じる私

たちが目にしているのは、コロナ禍前から始

まっていた柔軟な働き方の加速化です。

　私が所属するワークプレイスストラテジー

チームでは、企業にとってよりパフォーマンス

の高いワークプレイスのあり方を提案していま

す。特にこれまで、柔軟なワークプレイスを通し

て、生産性向上と創造性高い働き方を可能に

する、ABW（アクティビティ・ベースド・ワーキン

グ）を提案するケースが多くありました。将来は

（Home）、そしてサテライトやコワーキングス

ペース（Remote）、最後に出張・ワーケーション

（Trip）です。この四つの場を適宜使い分けれ

ば、従来のオフィスにとらわれず、多様な価値観

や生活スタイルに合わせてワーカーが働くこと

ができ、未来の働き方になっていくのではと考

えました。そしてこの四つのワークロケーション

を使い分ける際の具体的なバランスについて

も、次の4パターンを想定しています。

　はじめに最もノーマルな働き方として、オ

フィスと自宅を中心に活動し、気分転換でリ

モートやトリップを取り入れる「バランス型」。次

に外部とのコミュニケーションやコラボレー

ションが主な活動で、会社とのやりとりをリモー

トで行う「アクティブ型」。三つ目が育児や介護

などホームライフとバランスを取りながら仕事

をする「ホーム型」。四つ目が「ハイパーフレキ

シブル型」で、海外などの普段と異なる環境に

長期滞在し、学びや刺激を受けながら仕事をす

るというものです。

　これらの働き方を前提に、例えばある年の

1年間はバランス型で働く、その次の年はアク

ティブ型で、さらには4、5年に1回はハイパーフ

レキシブル型を選択するなど、選択の仕方にも

フレキシビリティがあるとよいと思います。ま

た、そうすることでワーカーたちが個々の事情

によってキャリアを諦めたり、転職せざるを得

ないといった状況も回避できる可能性がある

かと思います。「ボーダレスワーク」は主体性を

持った自律した従業員を育てます。ワーカー自

身が働き方を選択できる企業であれば、会社に

対してのエンゲージメントも、自ずと高まってい

くでしょう。

　未来の働き方「ボーダレスワーク」の実現に

は、多面的な対応が必要です。まずは、ワーカー

自身が最適な働き方と働く場を選び、使いこな

すような主体性を持つことが第１のステップに

なります。第2のステップは、多様化した個々の

働き方を実際に企業がどうマネージメントして

いくか。ワーカー一人ひとりに働き方の権限を

与えて委ねる場合もあれば、会社が掲げるKPI

をベースにしたり、チームの一体感を醸成する

今まで以上に、柔軟な働き方が求められる時代

になることは間違いありません。そこで私たち

が考える次世代の働き方「ボーダレスワーク」

をご紹介します。場所の枠にとらわれず、リアル

とバーチャルの枠もないシームレスな環境で、

私たちは自分らしい働き方をクリエイトする時

代が来るのです。

　このボーダレスワークという新たな働き方を

実践する場として、私たちはまず、四つのワー

クロケーションを定義しました。一つは会社の

オフィス（Of f i c e）、次にワーカーの自宅

ためにオフィスに集まる日を設定するなど、企

業のマネジメントスタイルが問われる部分だと

思います。

　そして第3のステップは、働く場所の選択肢

を増やす一方で、ワーカーがわざわざ足を運ん

で来たくなるようなオフィスをつくることです。

未来の働き方はオールオフィスでも、オールリ

モートでもなく、ハイブリッド型になります。オ

フィスのない企業は、家のない家族と同じ。企

業という組織に属している限り、社員が集まり

切磋琢磨する場所を持っているべきでしょう。

オフィスではフェイストゥフェイスの議論があ

り、仲間にサポートしてもらえたり、偶発的な対

話から情報交換ができたりと、一人で働いてい

ては得られないものが沢山あります。その場な
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次代の働き方
「ボーダレスワーク」。

シービーアールイー株式会社
ワークプレイスストラテジー（WPS）

シニアディレクター 金子 千夏
Kaneko Chinatsu

らではの有意義な体験や会社を誇りに思える

シーンも生まれます。さらに、ワーカーを様々

な面で支える「ホスピタリティサービス」の提供

が重要になります。例えば進化し続けるITツー

ルをワーカーが使いこなすにはサポートが必要

でしょう。オープンイノベーションなど新しい座

組でプロジェクトを進める場合に、密な法務の

アドバイスが必要な場面もあるでしょう。日々

モバイルに働いている時、何かと細かい困りご

とが発生した時に助けてくれるコンシェルジュ

をイメージしてください。このようなサポート

が、進化する世の中に後れを取らない生産性の

高いワーカーを増やすでしょう。このように、リ

モートワークのメリットを生かしながら、社員を

魅了するオフィスのあり方を、より戦略的に構

築していくことが非常に重要です。

　最後に第4のステップですが、全社員が一丸

となって未来のワークプレイスを築いていくと

いうことです。こうした変革は担当者のみが担う

ものではなく、新しい取り組みやカルチャーの

醸成に向けてワーカーも自覚的になり、組織が

一体となって新たなワークプレイスを育んでい

くべきだと考えます。そのなかでは、変革を旗振

りする役割のマネージャーの存在も、より一層

重要なものになるのではないかと思われます。

　このボーダレスワークを実現し、進化する社

会に対応していくには、働く場や働き方を選べ

るフレキシブルな組織体制や制度をはじめ、離

れた場所で働くワーカーたちを支えるテクノロ

ジーツールが必要になります。一方で、自律的

に生産性高く働くことが求められるようになる

ワーカーの立場では、意識改革や新しいスキル

の習得が必須となり、自身で学び続けるラーニ

ングマインドや、新たな課題を発見したり創造

力の種となるアートシンキング、さらにはオン

ライン上で人とのつながりや生産性を上げる

ためのバーチャルリテラシーが必要になるで

しょう。また、働く場所と働き方が多様化するに

つれ、それぞれのワーカーの価値観や人生経

験の違いも明確になってくるかと思います。そ

のなかでは、お互いの違いを理解し、より意識

的に相手の立場になって物事を考えるなど、情

COLLABORATION & SELF DEVELOPMENT
●社内コラボレーション・イノベーション
●クライアントのおもてなし
●帰属意識の醸成
●個人の学び、成長
●コーポレートブランドPR

●場所に縛られない
●時間を自分でコントロール
●多様な価値観や生活に合わせて働き方を選択

●オフィス・リモート・在宅などを自由に選択
●スペースのバリエーションを増やし、
アクティビティにあった働き方が可能

●ジョブ型、プロジェクトベースで働く
●世界中の人と仕事ができる
●正社員だけではない、様々な雇用形態

EFFICIENT & CONNECTION
●作業の効率を向上
●新しいつながりから情報収集
●他社と交流し新規アイデアを創出

EXCITEMENT & REFRESH FOCUS & RELAX

●長距離移動時間の有効活用
●学びや刺激からのひらめきや発見
●距離や時差を感じないバーチャルの活用

●通勤時間削減により
ワークライフバランスを保つ

●生産性が高い集中作業

TRIP
出 張・
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BORDERLESS WORKでの活動の場

働き方 Workstyle Space Organizationスペース 組  織

場所の枠もない、リアル／バーチャルの枠も無い、ワークとライフの枠も無い
シームレスな世界で自分らしい生き方をクリエイト

BORDERLESS WORK

1年間の Work Location の割合
バランス型 アクティブ型 ホーム型 ハイパーフレキシブル型

OfficeとHomeを中心に活動する。生活の
スタイルに合わせて柔軟にOffice・Homeを
選択する。気分転換としてRemoteやTripも
少し取り入れる。

Officeは必要最低限にし、Remoteで社外と
の交流を増やし、インプットを求める。長距離
移動は旅行として休暇に行き、On/Offを
はっきり分ける。

基本的に在宅勤務にて業務を行い、ワーク
ライフバランスを重視する。必要な時のみオ
フィスや社外でのミーティングに出席する。

Trip（ワーケーションなど）で日常とは異なる
環境に長期滞在をし、普段の生活では得ら
れない学びと刺激を受ける。

OFFICE
35%

REMOTE
15%

TRIP
15%

HOME
35%

OFFICE
20%

REMOTE
45%

TRIP
5%

HOME
30%

OFFICE
20%

REMOTE
10%

TRIP
10%

HOME
60%

OFFICE
30%

REMOTE
5%

TRIP
60%

HOME
5%

緒を理解し、思考や行動に応用していく力、言う

なればエモーショナルインテリジェンスとも呼

べる力が不可欠になります。

　このほかにも、昨今、企業が重視してきたウェ

ルビーイングやサスティナビリティに関して、

ボーダレスワークが定義するそれぞれのワーク

ロケーションにおいて具体的に実践していくこ

とが重要です。心身ともに健やかな状態で働い

てもらう環境づくりでは、人間工学に基づいて

開発された家具や照明などのファシリティのほ

か、アフターコロナでは換気や空気の質につい

てモニタリングできることが求められるかもし

れません。また、それぞれの場所で働くワー

カーたちが、会社や社会の一員として健全な思

いで仕事に取り組めるような仕組みをつくった

り、定期的なストレスチェックの実施なども、企

業に求められるケアかと思います。

　一方のサスティナビリティの面は、SDGsに

おいて17の項目が掲げられており、ウェルビー

イングをはじめ、多様な働き方やテクノロジー

を活用したペーパーレス化、省エネなど、ボーダ

レスワークの多くの部分がすでに該当している

ため、この新しい働き方の実践そのものがサス

ティナビリティへの貢献につながると考えます。

　アフターコロナのオフィスはどうなっていく

のか、働く場や働き方のニューノーマルについ

て相談を受ける機会が増えました。ボーダレス

ワークはその相談に対する一つの提案ではあ

ります。しかし大切なのは「どうなるの？」ではな

く、クライアント企業やワーカー一人ひとりの

「どうしたいか」なのです。未来を新たにつくる

のは私たち一人ひとりだと言っても過言ではあ

りません。オフィスに関しても、どんな場所や空

間が必要で、そこでどのように働きたいのか、

個人個人がいま一度自身にしっかりと問いか

け、その人らしく活動できるワークプレイスを

築いていくことが大切であり、その環境を整え

られた企業が将来飛躍すると考えています。そ

のために私たちは様々な提案と支援サービス

を提供してまいります。

アフターコロナに求められる
未来の「働く場」「働き方」とは？

ボーダレスワークの実現に向け、
取り組むべき四つのステップ

BORDERLESS WORK



　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、私た

ちは今までとは全く違う働き方をせざるを得な

くなりました。特にオフィスワークに関しては、

これまで働く場であった「オフィス」の不要論が

メディアに取り上げられるなど、センセーショナ

ルな事例が注目を浴びています。このコロナ禍

を機に、前代未聞のパラダイムシフトが起こる

かと不安と期待を持った方も多くいらっしゃる

でしょう。ところが、日々現場で実際のプロジェ

クトを通して企業様のご様子を身近に感じる私

たちが目にしているのは、コロナ禍前から始

まっていた柔軟な働き方の加速化です。

　私が所属するワークプレイスストラテジー

チームでは、企業にとってよりパフォーマンス

の高いワークプレイスのあり方を提案していま

す。特にこれまで、柔軟なワークプレイスを通し

て、生産性向上と創造性高い働き方を可能に

する、ABW（アクティビティ・ベースド・ワーキン

グ）を提案するケースが多くありました。将来は

（Home）、そしてサテライトやコワーキングス

ペース（Remote）、最後に出張・ワーケーション

（Trip）です。この四つの場を適宜使い分けれ

ば、従来のオフィスにとらわれず、多様な価値観

や生活スタイルに合わせてワーカーが働くこと

ができ、未来の働き方になっていくのではと考

えました。そしてこの四つのワークロケーション

を使い分ける際の具体的なバランスについて

も、次の4パターンを想定しています。

　はじめに最もノーマルな働き方として、オ

フィスと自宅を中心に活動し、気分転換でリ

モートやトリップを取り入れる「バランス型」。次

に外部とのコミュニケーションやコラボレー

ションが主な活動で、会社とのやりとりをリモー

トで行う「アクティブ型」。三つ目が育児や介護

などホームライフとバランスを取りながら仕事

をする「ホーム型」。四つ目が「ハイパーフレキ

シブル型」で、海外などの普段と異なる環境に

長期滞在し、学びや刺激を受けながら仕事をす

るというものです。

　これらの働き方を前提に、例えばある年の

1年間はバランス型で働く、その次の年はアク

ティブ型で、さらには4、5年に1回はハイパーフ

レキシブル型を選択するなど、選択の仕方にも

フレキシビリティがあるとよいと思います。ま

た、そうすることでワーカーたちが個々の事情

によってキャリアを諦めたり、転職せざるを得

ないといった状況も回避できる可能性がある

かと思います。「ボーダレスワーク」は主体性を

持った自律した従業員を育てます。ワーカー自

身が働き方を選択できる企業であれば、会社に

対してのエンゲージメントも、自ずと高まってい

くでしょう。

　未来の働き方「ボーダレスワーク」の実現に

は、多面的な対応が必要です。まずは、ワーカー

自身が最適な働き方と働く場を選び、使いこな

すような主体性を持つことが第１のステップに

なります。第2のステップは、多様化した個々の

働き方を実際に企業がどうマネージメントして

いくか。ワーカー一人ひとりに働き方の権限を

与えて委ねる場合もあれば、会社が掲げるKPI

をベースにしたり、チームの一体感を醸成する

今まで以上に、柔軟な働き方が求められる時代

になることは間違いありません。そこで私たち

が考える次世代の働き方「ボーダレスワーク」

をご紹介します。場所の枠にとらわれず、リアル

とバーチャルの枠もないシームレスな環境で、

私たちは自分らしい働き方をクリエイトする時

代が来るのです。

　このボーダレスワークという新たな働き方を

実践する場として、私たちはまず、四つのワー

クロケーションを定義しました。一つは会社の

オフィス（Of f i c e）、次にワーカーの自宅

ためにオフィスに集まる日を設定するなど、企

業のマネジメントスタイルが問われる部分だと

思います。

　そして第3のステップは、働く場所の選択肢

を増やす一方で、ワーカーがわざわざ足を運ん

で来たくなるようなオフィスをつくることです。

未来の働き方はオールオフィスでも、オールリ

モートでもなく、ハイブリッド型になります。オ

フィスのない企業は、家のない家族と同じ。企

業という組織に属している限り、社員が集まり

切磋琢磨する場所を持っているべきでしょう。

オフィスではフェイストゥフェイスの議論があ

り、仲間にサポートしてもらえたり、偶発的な対

話から情報交換ができたりと、一人で働いてい

ては得られないものが沢山あります。その場な
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らではの有意義な体験や会社を誇りに思える

シーンも生まれます。さらに、ワーカーを様々

な面で支える「ホスピタリティサービス」の提供

が重要になります。例えば進化し続けるITツー

ルをワーカーが使いこなすにはサポートが必要

でしょう。オープンイノベーションなど新しい座

組でプロジェクトを進める場合に、密な法務の

アドバイスが必要な場面もあるでしょう。日々

モバイルに働いている時、何かと細かい困りご

とが発生した時に助けてくれるコンシェルジュ

をイメージしてください。このようなサポート

が、進化する世の中に後れを取らない生産性の

高いワーカーを増やすでしょう。このように、リ

モートワークのメリットを生かしながら、社員を

魅了するオフィスのあり方を、より戦略的に構

築していくことが非常に重要です。

　最後に第4のステップですが、全社員が一丸

となって未来のワークプレイスを築いていくと

いうことです。こうした変革は担当者のみが担う

ものではなく、新しい取り組みやカルチャーの

醸成に向けてワーカーも自覚的になり、組織が

一体となって新たなワークプレイスを育んでい

くべきだと考えます。そのなかでは、変革を旗振

りする役割のマネージャーの存在も、より一層

重要なものになるのではないかと思われます。

　このボーダレスワークを実現し、進化する社

会に対応していくには、働く場や働き方を選べ

るフレキシブルな組織体制や制度をはじめ、離

れた場所で働くワーカーたちを支えるテクノロ

ジーツールが必要になります。一方で、自律的

に生産性高く働くことが求められるようになる

ワーカーの立場では、意識改革や新しいスキル

の習得が必須となり、自身で学び続けるラーニ

ングマインドや、新たな課題を発見したり創造

力の種となるアートシンキング、さらにはオン

ライン上で人とのつながりや生産性を上げる

ためのバーチャルリテラシーが必要になるで

しょう。また、働く場所と働き方が多様化するに

つれ、それぞれのワーカーの価値観や人生経

験の違いも明確になってくるかと思います。そ

のなかでは、お互いの違いを理解し、より意識

的に相手の立場になって物事を考えるなど、情

成功の秘訣
BORDERLESS　WORKでは従来の働き方から大きな変革が求められます。その
変革をより効果的なものとするためには、手あたり次第実施するのではなく、個人
として、企業として、ワークプレイスとして、それぞれが戦略的にこの変革に取り組
むことが大切です。

将来、いかにワーカーが多様化する場を効果的に使いこなせるかが重要となります。多様な
働く場を選ぶ権利を有効活用することにより、生産性を上げるだけでなく、心身の健康を保ち
ながら、いつまでも学びの精神を持ち成長し続けるプロフェッショナル・ライフを手に入れるこ
とが可能となります。

緒を理解し、思考や行動に応用していく力、言う

なればエモーショナルインテリジェンスとも呼

べる力が不可欠になります。

　このほかにも、昨今、企業が重視してきたウェ

ルビーイングやサスティナビリティに関して、

ボーダレスワークが定義するそれぞれのワーク

ロケーションにおいて具体的に実践していくこ

とが重要です。心身ともに健やかな状態で働い

てもらう環境づくりでは、人間工学に基づいて

開発された家具や照明などのファシリティのほ

か、アフターコロナでは換気や空気の質につい

てモニタリングできることが求められるかもし

れません。また、それぞれの場所で働くワー

カーたちが、会社や社会の一員として健全な思

いで仕事に取り組めるような仕組みをつくった

り、定期的なストレスチェックの実施なども、企

業に求められるケアかと思います。

　一方のサスティナビリティの面は、SDGsに

おいて17の項目が掲げられており、ウェルビー

イングをはじめ、多様な働き方やテクノロジー

を活用したペーパーレス化、省エネなど、ボーダ

レスワークの多くの部分がすでに該当している

ため、この新しい働き方の実践そのものがサス

ティナビリティへの貢献につながると考えます。

　アフターコロナのオフィスはどうなっていく

のか、働く場や働き方のニューノーマルについ

て相談を受ける機会が増えました。ボーダレス

ワークはその相談に対する一つの提案ではあ

ります。しかし大切なのは「どうなるの？」ではな

く、クライアント企業やワーカー一人ひとりの

「どうしたいか」なのです。未来を新たにつくる

のは私たち一人ひとりだと言っても過言ではあ

りません。オフィスに関しても、どんな場所や空

間が必要で、そこでどのように働きたいのか、

個人個人がいま一度自身にしっかりと問いか

け、その人らしく活動できるワークプレイスを

築いていくことが大切であり、その環境を整え

られた企業が将来飛躍すると考えています。そ

のために私たちは様々な提案と支援サービス

を提供してまいります。

多様化する働く場所を個人が用途に合わせて「使いこなす」こと1

リモートワークはワーカーにとって便利ですが、対面コミュニケーションにしかない繋がりの
強化やイノベーションの誘発の効果も忘れてはいけません。中長期にリモートワークを導入
する場合、企業には業務のニーズと社風に合った導入プランと、プランに適したマネジメント
スタイルの構築が求められます。

多様化する働き方を企業が社風に合わせて「マネージする」こと2

リモートワークが当たり前になると、オフィスは今まで以上にワーカーが「わざわざ足を運
んで行きたい価値を提供する場」になる必要があります。対面だからこそ共有できる空気
感、その場だからこそ有意義な体験。それらの価値を戦略的に構築することが、重要となり
ます。

オフィスがワーカーを「魅了する場所」であること3

新しいワークプレイスは様々な要素が複雑に絡み合い、従来のファシリティやITのみのアプ
ローチでは成立しません。これからは個人が組織と一体となり、総合的に変革し、ワークプレ
イスを皆で育てていくことが求められます。

全社員がワークプレイスを一体で構築すること4

今後より重要となる要素
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広報

総務/IT

チェンジ
マネジメント

エクスペリエンス
コミュニティ
マネジメント

ウェル
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ワークプレイスを
全社で育てる

ビジョン/
全体戦略

コミュニケーション

空間/
テクノロジー

ファシリティ
オペレーション

制度/
ルール

サスティナビリティ

SDGs（持続可能な開発目標）に対して、ワー
クプレイスでは環境、ウェルビーイング、テ
クノロジー、ダイバーシティ、制度の5つの
観点から貢献することが可能です。ワーク
プレイスは組織や社会の基盤となるため、
社会的に影響の大きい分野と言えます。

意識改革&ニュースキル

速いスピードで変化する社会情勢の中で
は、必然的に人に求められる能力も変わり
ます。将来必要なスキルとなるのは、ラーニ
ングマインド、アートシンキング、バーチャ
ルリテラシー、エモーショナルインテリジェ
ンスの4つです。

ウェルビーイング

将来、ウェルビーイングの実現は企業にとっ
て優秀な人材獲得のための重要なキーと
なります。そのためには、企業ごとに現状の
課題を把握し、ビジョンや特性に合わせた
ウェルネスの方針を定め、現場に着実に浸
透させることが重要となります。

フレキシビリティ

生産性を向上させ、従業員エンゲージメン
トを高められるフレキシブルな働き方は不
可欠となります。最適なパフォーマンスを
発揮するためには、ファシリティ、ツール、制
度、組織の観点からの体制づくりが必要と
なります。

テクノロジー

次々と新しいツールが出現する中で、企業
の特性に応じて必要なツールを取捨選択し
ていく必要があります。今後必要となる
ツールは、プロダクティビティツール、イノ
ベーションアシストツール、ホスピタリティ
ツールに分類されます。

将来のワークプレイスに必要な要素
BORDERLESS　WORKの実現やさらに進化を続ける社会に対応していくために、
将来は、フレキシビリティ、テクノロジー、意識改革&ニュースキル、ウェルビーイン
グ、サスティナビリティの5つの要素がワークプレイスに必要となります。

ボーダレスワークを
意義あるものにするために

いま一度、働く場と働き方を
問い直すべき時代


