ィスはこう変 わる
働き方の変化にともない 、広がりつつある「ワークプレイス」見直しの動き。
感染防止を図りつつ、チームワークを損ねないオフィスのあり方を探る。

髙林一樹

オープニングインタビュー
◎三井住友トラスト基礎研究所

川村康人

かわむら・やすひと

投資調査第2部副主任研究員。2010年株式会社住信基礎研究所（現
三井住友トラスト基礎研究所）入社。不動産市場のリサーチ、不動産
私募ファンドのポートフォリオ評価等の業務に従事。

れるのが、
「 次空室」の増加です。

投資調査第1部研究員。2015年4月明治安田生命保険相互会社に入
社。18年11月株式会社三井住友トラスト基礎研究所入社。住宅・オ
フィス等の調査、分析に従事。

京都内、地方の主要都市ともに上

川村 オフィスビルの空室率は東

ついて教えてください。

向にあります。新型コロナの感染

フロアが、なかなか埋まらない傾

オフィスを移転した企業の移転元

例の低さを記録していました。特

略を見直す例も相次いでいるよう

── 大企業を中心に、オフィス戦

りません。

あるいは中止した企業も少なくあ

拡大にともない移転計画を延期、
スビルの空室率は ％台という異

コロナ禍以前、東京都内オフィ

昇しつづけています。

── オフィス市場の足元の動きに

たかばやし・かずき

募集をかける前に水面下で契約に

件の一部では、不動産仲介会社が

港区、渋谷区、新宿区）の人気物

ントロールしつつ、全国の支社等

を継続して出社率を ％ほどにコ

川村

ですが。

3

25

例えば富士通は在宅勤務
いたるケースもあったようです。

の拠点を 年以内に半減する計画

『戦略経営者』2020年12月号（発行所 株式会社ＴＫＣ）

（写真右から）

2
に都心 区（千代田区、中央区、

1

空室率上昇の背景として考えら

5
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オフ
特集 2

図表1 テレワークを行う上で不便な点と考えられるもの

兵 庫 県 淡 路 島に順 次 移 すことを

例としては、パソナが本社機能を

を発表しました。地方への移転事

等の活用により出社率を ％以下

集めたソフトバンクは、在宅勤務

京・浜松町に本社を移転し注目を

発表し 、話題になりました。この

に抑制することを目標に掲げると

テレワークできないまたは合わない職種である

機微な情報を扱い難いなどのセキュリティー面の不安

在宅では仕事に集中することがむずかしい住環境

仕事と生活の境界が曖昧になることによる働きすぎ

通信費の自己負担が発生

同居する家族への配慮が必要

ワークが拡大しつつあるいま、オ

── 在宅勤務をはじめとするテレ

在宅勤務の弱点をカバー

です。

各 社 ま だ ら 模 様 とい うの が 実 情

オフィス面積の方向性に関しては、

ス拡張を予定している企業もあり、

同時に、自宅は集中して業務を行

※ 三井住友トラスト基礎研究所提供資料を元に作成（内閣府調査より）

ようなオフィス規模の縮小や郊外

12.3%

う場として、オフィスはチームビ

    17.6%

への移転などのセンセーショナル

  15.7%

ルディングやコラボレーション、

    26.7%

な事例に目がいきがちですが、他

     17.8%

イノベーションの創出の場として

36.1%

方でオフィスの役割を再定義して

   13.3%

大勢で一堂に会することができない

フィスにはどのような役割が求め

られますか。

髙林 主に二つの役割があると捉

えており、まず「対面のコミュニ

ケーション機会の創出」が挙げら
れます。

コロナの感染拡大を機に、在宅

勤務経験者が急増しています。特

に首都圏の 都 県では、正社員の

り、東京都では約 ％に達しまし

30

  24.7%

テレビ通話の質の限界（タイムラグ、音声や映像の乱れ等）

50

在宅勤務率がいずれも ％を上回

3

とはいえ、在宅勤務にも解消しが

た。ただ、在宅勤務が拡大している

50

たいデメリットがあり、多くの企
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1

  27.1%

画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス

位置づけています。また、オフィ

特にない

   34.0%

取引先等とのやりとりが困難（機器、環境の違い等）

いる企業もあります。例えば、東

その他

9.0% ■ 対面と比べたコミュニケーションの質の低下
■ 仕事の特性と在宅勤務環境の不一致
1.8%
■ 健康・快適面での課題
■ その他の不便さ
         5.5%
■ 特にない

わからない

    34.5%

社内での気軽な相談、報告が困難

③ 技 術の指導や
文化 の 伝 承

④ イノベ ー ション
の創出

⑦高度な集中力
の維持

⑧機微情報の
適切な管理

業ではオフィスが不要になること

⑥専門的な設備
での 業 務 遂 行

はないと考えています。

⑤ 紙を 介した 作 業
の円滑な処 理

月に内閣 府 が発 表した

②人 間 関 係
の構築

今年

⑫ 周辺環境からの刺激

土台

⑪ リラックス環境

「新 型コロナウイルス感 染 症の影

① チ ームワ ー ク
の促進

役割

⑩ 感染リスク軽減

響下における生活意識・行動の変

ったり、トイレなどで顔を合わせ
たりしたとき、ちょっとした会話
ができますが、在宅勤務時にはウ
ェブ会議ソフトであらかじめスケ
ジュールを組んでおかないと、コ
ミュニケーションを取りづらいも
のです。
対面のコミュニケーションには、
意図せぬ相手と何げない会話がで
き、意思疎通がスムーズに行える
利点もあります。対面のコミュニ
ケーションを通じて、①チームワ
ークの促進、②人間関係の構築、
③ 技 術の指 導や文 化の伝 承 等を
誘引し、長期的に④イノベーショ
ンの創出に寄与できるようなオフ

⑨ 通勤負担軽減

化に関する調査」を元に、在宅勤
務（テレワーク）を実施する際、不
便に感じられている点を分析した
ところ「社内での気軽な相談・報告
が困難」
、
「取引先等とのやりとり
が困難（機器、
環境の違い等）
」など、
対面と比べたコミュニケーション
の質低下に関連する回答が多いこ
とがわかりました（Ｐ 図表 ）
。
1

オフィスなら、たまたますれ違

25

能率向上

健康性、快適性
に優れた環境
促進

他のワークプレイスに適さ
ない業務を行う環境の提供
対面のコミュニケーション
機会の創出

6

図表2 オフィスに求められる役割のイメージ

※ 三井住友トラスト基礎研究所提供資料を元に作成

できないまたは合わない職種であ

に挙がっていたのが「テレワーク

在宅勤務時の不便な点として、他

髙林 さきの内閣府による調査で

── もうひとつの役割は？

と考えています。

ィスが、重要視されていくだろう

貢献するでしょう。

務空間は、従業員の集中力維持に

空調や調光が適切に管理された執

想や従業員同士の会話が生まれ、

クスした環境下でこそ、自由な発

そかにしてはなりません。リラッ

適性に優れた環境」の構築をおろ

るための土台として「健康性、快

プレイスに適さない業務を行うた

つまりオフィスには「他のワーク

境の不一致に起因する項目です。

めなおす機会はありましたか。

うですが、オフィスの役割を見つ

でもテレワークを導入しているそ

── 三井住友トラスト基礎研究所

フリーアドレスの注意点

る」とか「機微な情報を扱い難い
などのセキュリティー面の不安」と

めの環境の提供」という役割が求

髙林 テレワーク制度自体は以前

いった、仕事の特性と在宅勤務環

められていると言えます。

から設けられていて、おもに育児

一番のメリットとして感じてい

そもそも、⑤紙を介した作業の

があったり、実験を行うような場

るのは通勤時間を削減できるとこ

や介護などを抱えている社員が利

合が挙げられます。また、⑦高度

ろ。共働きしているため、仕事と

円滑な処理、⑥専門的な設備での

な集中力の維持、⑧機微情報の適

家事を両立できるのもありがたい

用していました。その後コロナの

切な管理等は、住環境や家族事情

です。また、広めのマンションに

業務遂行のように、テレワークに

によってはテレワークでの遂行が

引っ越したばかりなので、生活ス

感染が拡大し、在宅勤務は全社的

困難となってしまいます。そのた

ペースと仕事スペースを分け、デ

は適さない業務が存在します。例

め、他のワークプレイスに適さな

ータ分析等の作業に集中して取り

に定着しつつあります。

い業務を行うための環境として、

組めています。その半面、同僚と

えば、文献を大量に参照する必要

オフィスは引き続き必要とされる

雑談や相談が気軽にできないとい

うやりづらさも感じています。

と考えています。
そして、これらの役割を促進す
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テレワークだと、こちらの話して

社員の教育を担当していますが、

川村 同じ部門に配属された新入

工夫する必要があるでしょう。

を使用するよう定めたり、運用を

く、所属する部門のテーブルの席

えば自由に座席を選べるのではな

です。

を安易に縮小するのは避けるべき

コスト削減効果にとらわれ、規模

ィスのあり方を吟味せず、目先の

── 中小企業におけるオフィスの

いる内容を理解しているか把握し
づらく、対面よりも事前準備に時

あるようです。いずれにしろ、人

音声を常時オンにしている企業も

レワーク中にウェブ会議ソフトの

そうした弊害をなくすため、テ

に行えない点は否めません。

ワークでは、情報共有をスムーズ

みやすい面がありましたが、テレ

てくるので、社内の出来事をつか

話している内容が自然と耳に入っ

まわりの社員同士の会話や電話で

抗感を覚える社員もいるかもしれ

のまま仕事することに対して、抵

特定の人が使用したスペースでそ

にも適しています。もっとも、不

社員同士が気軽に情報交換するの

てプロジェクト活動を行ったり、

有効だと思います。部署を横断し

ようにする対策のひとつとして、

髙林 オフィス内が密にならない

見されます。

リーアドレスを導入する企業も散

── 近年は固定席を設けない、フ

ん。その上で、オフィスで働く意

明確にしておかなければなりませ

えて社員を出社させる理由は何か、

し た。したがって、オフィスを構

レイスの選択肢のひとつになりま

があるなか、オフィスはワークプ

をはじめ多様な業務を行える場所

す。自宅やコワーキングスペース

で検討し、定義することが重要で

髙林 まずオフィスの役割を社内

べきですか。

経営者はどんな点を念頭に置く

── オフィス戦略を検討する際、

産性向上に寄与するはずです。

く使い分けることができれば、生

ットとデメリットを見極め、うま

ます。ワークプレイスごとのメリ

働き方が進展していくと見込まれ

性質にあわせて最適な場所を選ぶ

コワーキングスペース等、業務の

る経営者が多く、オフィスや自宅、

ナ終息後も継続したいと考えてい

クを実施している企業では、コロ

予想しています。すでにテレワー

長期的に多様化がいっそう進むと

けでなく中小企業においても、中

髙林 ワークプレイスは大企業だ

今後のあり方をどう占いますか。

材教育や、アイデアを効率的に出

ません。また、社内でコロナ感染

図とメリットを従業員にしっかり

（インタビュー・構成／本誌・小林淳一）

業務に応じ使い分ける

しあう場面では、オフィスでの業

者が発生した場合、濃厚接触者を

伝えるようにしてください。オフ

間がかかる傾向があります。

務に一日の長があるのではないで

特定する必要もありますから、例

それとオフィスで働いていると、

しょうか。
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オフィスはこう変わる
特集2

◎ヴィス

「居心地が良いせいか、社員がな
人々の姿が。どうやらオフィスに

ノートパソコンを広げ、話し込む

緑が目に飛び込んでくる。川のせ

抜けると、カラフルなソファーと
設けたかった。 年前にサロンを

から、癒やしを感じられる空間を

日の大半の時間を過ごす場所です

きた。一瞬、家具メーカーのショ

ご乱心』と騒がれたものです」と

つくると宣言したときは『社長、

行うことになっている。

所属グループのテーブルで業務を

の形態のひとつで、社員は原則、

ールームに迷い込んだかのような

ペースとして、あるいは来客対応

サロンは社員が息抜きできるス

る社員もいます。いわば働き方の

ングしたり、立って仕事をしてい

したり、ヴィスカフェでミーティ

「窓際のテーブルで集中して仕事

中村社長は相好を崩す。

や社内会議などでも使用される。

ヴィスカフェはフロア中央に設

デパートのような場所ですね」

グルームが四つ。書斎をコンセプ

けられた憩いのスペース。カウン

周囲にはガラス張りのミーティン
トに設計され、それぞれに作家の

ブルなどが暖色系で統一され、緑

サロンに隣接する執務室もテー

選び、くつろぐこともできる ──

容や気分に応じてワークエリアを

気で打ち合わせも行える。業務内

ターに腰かけ、カジュアルな雰囲

が随所に配される。
「インテリアに

これほど快適に過ごせるなら、長

名前が冠されている。

自然を取り入れる手法はバイオフ

居したくなるのも無理はない。

中村社長がオフィスデザインを

環境は人を変える

ィリックデザインと呼ばれ、積極
的に活用しています」
。グループア
ドレスを採用しているのも特徴だ。
固定席を設けないフリーアドレス

中村勇人社長

階の事務所に伸びるハシゴのよ

したのは、衝撃的な光景だった。

大阪のプラスチック工場で目に

「なんてボロボロの建物だろう」

は、ある出来事がきっかけだった。

本格的に手がけるようになったの

デザイナーズオフィスで「働 き や す さ 」を 追 究
かなか退社してくれない。それが
間違いないようだ。
いて、コンセプトを『ホーム』と

「このスペースはサロンと呼んで

約１３０名の社員が働く、ヴィス
して設計しました。オフィスは

中村勇人社長はこう目を細める。
の東京オフィス。エントランスを

せらぎや鳥のさえずりも聞こえて

1

錯覚に陥る。ゆったりした空間で

5

ェブサイト、会社案内、そしてオ

長。三つの視覚要素、すなわちウ

スデザインの力を認識した中村社

この経験を契機として、オフィ

覚えました」

こまで変わるものか、と感動すら

第で働く人のモチベーションはこ

明るくなったんです。オフィス次

社員たちの表情。以前より格段に

忘れられないのはリフォーム後の

フィスと勘違いする人もいました。

かりな工事だったため、新築のオ

介されたのがきっかけです。大が

顧問税理士の脇阪惠博先生から紹

「工場の改装を請け負ったのは、

ューアルしたほど。

トが自動で点消灯する設備にリニ

した。トイレにいたっては、ライ

場と事務所を隅々までリフォーム

たゴミ箱……。４カ月をかけ、工

うな外階段、中身のあふれかえっ

2

悩みです」

「ホーム」をコンセプトに設計されたサロン

CASE
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ラウド型の業務ソフトや、テレビ

たのはラッキーでした」

コロナの感染拡大で加速した柔

の改装を通して得られた気づきで

軟な働き方。同社はビジネスパー

フィスのデザインに統一感を持た
る。こうした取り組みは、図らず

ソンの多様な働き方に対応するべ

会議システムの運用も始まってい
もコロナ対策に直結した格好だ。

あり、信念だ。

カルチャープレイスへ

く、大阪心斎橋エリアにオフィス

せ、企業ブランドの向上を図る戦
略を描いた。以降、デザイナーズ
オフィス事業を中核に据え、２０

「 月以降、全社で在宅勤務を実

化。インナーブランディングと呼

ィスに求められる役割も次第に変

った。時代の変遷とともに、オフ

でカッコいいオフィスづくり」だ

当初目標としたのは「おしゃれ

が着手したのは、パソコンのモバ

の危機感が募っていた。中村社長

時流から取り残されてしまう」と

組みを率先して導入しなければ、

い業界と取引するなか「新たな仕

めるという同社。技術の進展著し

ルを定めました。モバイルワーク

ンを行ったうえで在宅勤務のルー

かどうか図面上でシミュレーショ

シャルディスタンスを確保できる

出社した場合、 メートルのソー

務をしています。全社員の 割が

施し、 月以降は週に 日在宅勤

今 に あ っ て、 文 化 を 共 有 で き る

オフィス不要論も唱えられる昨

しており、申し込みが相次ぐ。

に向け、オンライン説明会を実施

顧客の 割強をＩＴ系企業が占

ばれる、従業員に対する価値向上
イル化。一昨年以降、社員の使用

のツールを整えていたため、在宅

０４年には東京 オフィスを構える。

を念頭に置いたデザインが主流に
するパソコンをノートパソコンに

」を開設する。
ビル「 The Place
フロアにはコワーキングスペース

なりつつある。ただ、基軸に据え

「場」が強固な組織づくりに欠かせ

4

勤務に比較的スムーズに移行でき

❶

順次切り替えていった。同時にク

4

ているポイントは変わらないと中
村社長は強調する。
「何より大切なのは、お客さまが
オフィスに感じている課題点を的
確に把握し、ソリューションを提
供することです。デザイナーズオ
フィス事業でこれまで手がけてき
た案件は６０００件を超えました
が、６０００通りのオフィスをプ
ロデュースしてきました。そして
機能をデザインすること。例えば

います」

業員の離職率が明らかに低下して

オフィス事業に注力して以降、従

重要です。当社ではデザイナーズ

して、オフィスのあり方はとても

者に対して発信するメッセージと

わりました。会社が従業員と求職

が会社を選ぶ時代へと世の中は変

「会社が人材を選ぶ時代から、人

ープレイスへ変貌すると予測する。

スはワークプレイスからカルチャ

ないと主張する中村社長。オフィ

ルームが設けられる。 月の竣工

しゆんこう

やシェアオフィス、ミーティング

9

加わった。各部署に配属された現

在、 人も欠けることなく勤務し

設 立 1998 年 4 月
所在地 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5 毎日インテシオ 8F
（東京オフィス）東京都港区東新橋 2-14-1 NBFコモディオ汐留2階
売上高 約93億円（2020 年3 月期）
社員数 212名（2020 年10 月時点）

8

❶オフィス特有の無機質な印象とほど遠い執務室 ❷「ヴィスカフェ」には社員が集
まり会話が生まれる ❸ファミレス席と呼ばれているハイバックソファー席。つい
立てでテーブルを囲い、オンライン会議中らしき社員の姿も

2

1

❷
❸

12

ことし 月、 名の新入社員が

24

サロンにあるミーティングルーム
はガラス張りになっていますが、
壁の機能を持たせることが目的で
あり、仕上がりをデザインしてい

4

つづけているという。

1

（取材協力・税理士法人脇阪会計事務所／本誌・小林淳一）
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6

◎鈴木住電ステンレス

にも多く販売している。２年前か

っていた１階も昨年空きスペース

る場所。移転当初は別の用途に使

「習志野工場には営業をのぞく製

た。堀川芳雄社長はいう。

いるので、そもそも会社にいる時

営業社員は忙しく外を飛び回って

「確かに東京の拠点は便利ですが、

会や臨時株主総会などを経て正式

年が明けて２０２０年。取締役

志野に移転することはプラスに働

することが大切で、本社機能を習

は、ＯＢコネクションをより強化

グローバルに活躍する千葉発の元

に本社所在地を東京から千葉に移
業社員全員にスマートフォンとノ

気で将来性ある企業として、もっ

くと考えました。ニッチな製品で

ートパソコンを貸与、さらにコア

と多くの学生さんに当社のことを

すことが決まる。移転に先立ち営

タイムを設けないスーパーフレッ

知ってもらうことが大切だと考え

２年前に全面改装したオフィス

社員の健康を最大限配慮

たのです」

クス制度も導入した。
ま たモバイ ル 環 境 を さ らに 充
実させるため、ザイマックスが展
開 す る シェア オ フ ィス サ ー ビ ス
「ＺＸＹ」を 契 約。関 東 近 県の主

には、各所に先進的な試みがなさ

ジ ザ イ

要都市中心部など カ所のシェア

堀川芳雄社長

モバイル環境充実させ東京から千葉へ本社機能移転
鈴木住電ステンレスは、グルー
プ全体で年間約２０００トンを製
造するステンレス鋼線の総合メー
カーである。鋼線にニッケルメッ
キ加工する技術に優れ、ばね用、
ねじ用、金網用などさまざまな製
品を展開。特にばね用ステンレス
鋼線のシェアは国内トップを誇り、

ら営業拠点の再構築とオフィス環

になった。これをきっかけに堀川

厳しい製造条件の自動車メーカー

境の改善に取り組んでおり、 月

造部、技術開発、総務、人事、経

間がそんなにありません。外出し

社長は丸の内に居を構えていた営

理の各部門が置かれていましたが、

ても業務が行える環境が整備でき

からは東京・丸の内にあった本社

数年前から全体的にオフィスが手

れば、出社しなくても成果を出す

業部門も同じ建物に統合すること

狭になっていました。移転先を探

ことはできると考えていました。

兼営業拠点を千葉県習志野市の工

していたところ、ちょうど２年前

モバイルツールを駆使した柔軟な

を決断する。

に現本社事務所棟がバーターで使

ャンスだと判断したのです」

事できる環境を整備する絶好のチ

は製販一体となって同じ職場で仕

働き方を実現しつつ、オフィスで

習志野工場のある敷地は、グル

して引っ越したのです」

えることになり、２階を全面改装

場に移転、製販一体の体制を整え

10

ープの関連企業が複数集まってい

だある。工場のある地元千葉県と

「脱東京」を決断させた背景はま

きるようにした。

を常に清潔に保っている。またオ

霧することで、オフィス内の空気

た。タイマーの設定で定期的に噴

ファ水の超音波式噴霧器を設置し

れている。まずは社員の健康面へ

のつながりをより強化したいとい

フィスデスクにも工夫がこらされ

オフィスが利用可能となり、スマ

う堀川社長の思いである。

ている。

の配慮。コロナ禍を予測したわけ

「理系人材をいかに確保するかは

「数年前に関連会社がある北欧に

ートフォン等から事前予約するこ

企業の存続にかかわる重大事項で

出張したときに驚いたのが、現地

ではないが、オフィス空間の除菌

す。その点、当社では技術職社員

の事務所の机がほぼすべて高さが

とでパソコン作業や簡単な打ち合

に地元の大学出身者が多い。今後

調節できる仕様になっていたこと。

と 抗 ウ イ ルス を 目 的 とし た カン

も安定的に採用活動を行うために

わせを営業先近くで行うことがで

90

CASE

30

THE STRATEGIC MANAGER 2020.12

疲れていたら低くして座り、眠く
なってきたら高くして立って仕事
をするといったことが可能になり
ます。とても感心し、高さをボタ
ン一つで調節できるデスクを当社
でも導入したいとその時から考え
ていました」
（堀川社長）
長時間椅子に座ることによる運
動不足が体へ悪影響を与えること
は、多くの識者が声を大にして警
告している。姿勢を変えるために
体を動かすことは腰痛や肩こりな
どの軽減にも効果的だ。さらに営
業部門所属の一部社員はフリーア
ドレス制を導入しており、空いて
いる席であれば好きな場所で仕事
をすることができる。
セキュリティーの充実も図った。
入館時の本人確認で静脈認証を取

心で感染者数が拡大するなか、習

志野は一気に感染リスクが少ない

安全地帯という良いイメージにな

ったようです。また取引先からは

『来 なくていいから打 ち合わせは

オンラインで』と言われることが

多くなりましたが、すでに１年前

からオンライン会議などを行って

いた当社はすぐに対応することが

できました。その点は大きなアド

バンテージになったと思います」

ただ堀川社長は、これを機に管

理職のマネジメント能力が問われ

と考える。フェース・ツー・フェ

ースで集まる機会が減少すること

で、部下の評価が難しくなること

が予想されるからだ。そうした課

題を解消するためには、人事評価

制度の抜本的な見直しが必要にな

く必要はない。

で、社員がＩＣカード等を持ち歩

だけで確実に本人認証ができるの

社員番号を入力し手首をかざす

いた音楽を小音量で流すことで、

が判明。クラシック中心の落ち着

ス向けＢＧＭを放送していること

調査したところ有線放送でオフィ

かもしれない」という声があり、

ど社会経済が大混乱に陥るなかで、

たが、緊急事態宣言が出されるな

く受け止められなかった社員もい

っていたこと。当初は脱東京を快

は、すべて「コロナ禍以前」に行

フィスの環境整備など一連の実践

そも仕事をしやすい環境を整えて

力が問われてくるでしょう。そも

を評価するか高いマネジメント能

のタスクをどのように管理しそれ

ョンが当たり前になるなか、部下

「オンラインでのコミュニケーシ

るかもしれないと話す。

音響面では社員の意見も取り入

リラックスしながら集中力を高め

り入れたのである。読み取り機に

れた。社内で「あまり静かだと隣

るのに何で千葉に……』という社

「
『せっか く 東 京 に オフィス が あ

を実感するようになる。

考える時期に来ていると考えてい

をより反 映した人 事評 価 制 度を

しているから。個人の能力や成果

などが実際よりよく聞こえ、自分

特筆すべきは、本社移転計画の

が行っている作業が中断してしま
うことがある。小さな音量で音楽

（本誌・植松啓介）

ます」

環境の変化とマネジメント

いるのは、会社として成果を期待

❺

❶新オフィスのエントランス ❷ オフィスには
静脈認証で手ぶらで入室できる ❸カンファ
水の噴霧器 ❹ ❺ デスクの高さはボタン一つ
で1センチ単位の調整が可能

堀川社長の決断が正しかったこと

❷

る空間づくりを心掛けている。

❹

の席の同僚が電話で話している声

➡

員も中にはいたようでしたが、都

創 業 2007 年7 月
所在地 千葉県習志野市東習志野 7-5-1
売上高 約 72 億円（2020 年3 月期）
社員数 114 名

❶

決定、モバイルツールの充実、オ

鈴木住電ステンレス株式会社
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◎マーケライズ

分の場

サポート（ＣＳ）担当のスタッフ。

システム開発に携わるメンバーは、

全国各地の自宅からテレワークを

おこなっている。

刺激と競争を促す場

月以降、全社員にテレワーク

を認めているが、新型コロナの感

染拡大状況をにらみつつ、本社勤

務の社員に対して週 日の出社日

会社の規模に応じて執務室を柔軟

「レンタルオフィスのメリットは、

野晴元社長。創業 年目以降、ク

こう話すのはマーケライズの中

野口雅徳代表が話す。

エンスで販売促進を担当していた、

創業前、中野社長と同じくキー

のがＭＲＣの売りだ。

ミングでメール配信などを行える

客を自動的に抽出し、最適なタイ

顧客データベースを元に、見込み

望見込み客発掘のサイクルを定期

ばメール配信、商談確度計測、有

しかった。このツールを活用すれ

ますが、従来は効果測定がむずか

示会に出展する機会が多くあり

立しました。製造業の会社では展

ることを目的にマーケライズを設

が浅くスキルアップが必要な社員

らということもあって、キャリア

で人材採用を強化したのは昨年か

促す要素は、刺激と競争です。当社

長は欠かせません。社員の成長を

「会社の成長にとって、社員の成

る意図を中野社長はこう説明する。

を設けている。出社日を固定してい

に移転できるところ。これまでビ

がまだ多い。お互いが直接顔を合

ロスコープに本社を置き、執務室
を徐々に拡大してきた。

折からのテレワークの拡大によ

入したきっかけは、創業メンバー

そもそも同社がテレワークを導

琢磨しあう環境が必要なのです」
り、マーケティング活動のデジタ

の 人が地方都市在住だったため。

に進められます」

わせ、同僚から気づきを得て、切磋

的に実行でき、初回コンタクトか

ましたが、住所は変わっていませ
ん。郵便物の転送サービスも利用
でき便利です」

ル化を検討する企業が増加。中小

は、営業担当者およびカスタマー

るという。本社に勤務しているの

企業からの引き合いも強まってい

共通認識ができていた。社員はテ

業務効率を高める働き方としての

通勤にかかる負荷削減をはじめ、

1

製造業向けのマーケティングツ
ール「マーケライズクラウド」
（Ｍ
ＲＣ）の開発を手がけている同社。
ユーザーは２４０社以上にのぼり、

火曜日と木曜日を出社日にしている

2

製造業が 割超を占める。緻密な
9

ら商談にいたるプロセスを効率的

「製造業のマーケティングを変え

左から野口雅徳代表、中野晴元社長

業務内容に応じ三つのスペースを柔軟に活用
ＪＲ新 宿 駅 から 徒 歩
階 に 上 が り、
「クロスコ

所にあるオフィスビル。エレベー
タ ーで
ープ」の受付に向かう。常駐スタ
ッフから手指消毒を促された。適
度にライトダウンされたフロント
周辺は、ホテルのような雰囲気だ。
訪問先を伝えると、ミーティング
ルームに案内された。
「このスペースは、法人向けのレ

4

5

ル内でフロアを複数回移動してき

社員数

2014 年9月
東京都新宿区新宿 4-3-17
FORECAST 新宿 SOUTH 6F
15 名
設 立
所在地

6

ンタルオフィスなんです」

2

株式会社マーケライズ
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レワーク時、貸与されているノー
トパソコンやスマートフォン、ヘ
ッドフォンなどの機器を利用して
業務を行う。一方、新入社員研修
時は、教育担当役員が在住してい
る地方都市にコワーキングスペー
スを一時的に借りて 実施している。
「東京都内に契約しているコワー
キングスペースはありませんが、
外回りの最中に喫茶店で仕事する
ことを認めていて、会社側で費用
も負担しています。コロナ前から
当社は残業禁止を目標に掲げてお
り、業務時間を有効活用し、最大
限のパフォーマンスを発揮してほ
しい とい う 思 い が あ り ま す 」
（野
当のスタッフが顧客と電話してい

現在、社員はテレワーク時、クラ

声がけしづらい要因になっていた。

務中の姿が見えない点も、気軽に

しました」
（野口代表）
。社員の業

ったりしたため、この方法は中止

の見える化を図っている。

客とのやり取りを入力。業務内容

Ｃのコンタクト機能を活用し、顧

中野社長が話す通り、社員はＭＲ

れというのが当社のモットー」と

自身が一番のヘビーユーザーであ

立地の良い都心のビルにオフィ

ウド上に設けられた仮想の業務ス
ペースに入室。取り込み中である

上のベンチャー企業にとって、レ

スを構えるとなると、一定の賃料

さらに、メールの転送機能を活

ンタルオフィスは有力な選択肢と

か、お互いの状況をひと目で把握

用し、顧客の問い合わせ内容を社

なるだろう。中野社長は語る。

負担は免れない。とりわけ成長途

内で共有できるようにした。万一、

「目指しているのは、社員のスキ

できるようになっている。

丸 日以上未返信のメールがあれ

ドストレージサービスを利用して

確認し、返信もれを防ぐ。クラウ

ば、管理者が担当者に進捗状況を

スペースをうまく併用していくつ

テレワーク、そしてコワーキング

イブリッドな働き方。オフィスと

ルに応じて働く場所をえらべるハ

しんちよく

いるため、受信フォルダーがあふ

る最中、マイクの電源を入れて他

を廃止することはないでしょう」

もりです。対面で業務を行うメリ

もっとも、テレワークが全社に

の社員にも聞こえるよう試しまし

顧客との面談結果の共有にフル活

ットも感じているので、オフィス

定着するまで、さまざまな試行錯

たが、誰と話しているのかわから

（本誌・小林淳一）

一方、電話による問い合わせや、

誤があった。特に時間を割いたの

用 しているの がＭＲＣ だ。
「自 分

れる心配はない。

1

なかったり、仕事に集中できなか

口代表）

展示会出展の効果をビジュアル化できる

が、社 員 間の 情 報 共 有。
「ＣＳ 担
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若山 修

リモートワークでも変わらぬ「まじめな雑談 」の役割

アンケートの「在宅のテレワー
クで、あなたは職場のメンバーと

雑談が減ることによって不安に思
う人がおよそ 割に上り、具体的
な困りごととして「みんなの状況
がで き ない 」
「入って く る 情 報 が

『雑談』をしましたか」という質問
「少しした」と回 答した人 が合 計
少ない」などが上位に入っていた。

が分からない」
「ちょっとした相談

で ・８％、一方「あまりしてい

では、雑 談 を「ひん ぱ んにし た 」

7

ない 」
「ほと ん ど していない 」 が

なくて困ることの有無についても、

また仕事をするうえで雑談ができ
約 ％が何らかの形で「ある」と

・２％ だった。
「出 社 時 と 比 較

して、職場のメンバーとの雑談機
会は減りましたか」との質問で、
・３％が「かなり減った」と回

回答している。

ていることは何か」を聞いたフリ

驚いたのは「雑談ができずに困っ

果はある程度予想通りだったが、

い（ ％）

たインフォーマルな相談がしにく

●通常業務や部署の枠組みを超え

査対象者のほぼすべてが詳しく記

ー回答の内容である。そもそも調

トに関する内容だ。微調整を重ね

特筆すべきは三つ目の修正コス

くりに特有の「すり合わせ技術」を

多くの人が雑談できないことに

％の

●本音・感情・ちょっとした困り

に以下のようになる。

が、アイデアを生み出したり仕事

とが分かる。またうれしかったの

談が大きな役割を果たしているこ

ほうふつとさせ、分業のつなぎに雑

ごとの共有ができなくなる（ ％）

内容の内訳をまとめると、多い順

「困る」と回 答したおよそ

レワーク環境下で、雑談が生まれ

出所：
『テレワーク下の雑談』に関する実態調査」
（調査期間
＝2020 年7月6日〜12日、回答数＝230人）

て精度を上げていく日本のものづ

もおよそ 割の人が雑談のきっか
けがないと感じている。様子が気
になって声を掛けたり、たまたま

12.2％

述 し て い る こ と 自 体 が す ご い。

「すり合わせ技術」で活用

大 手 フ ラ ン チ ャ イ ズ・ チ ェ ー ン
の直営店社員を経て、分社した加
盟店運営会社で取締役副社長を経
験。組織風土改革支援を手掛ける
スコラ・コンサルトへ入社後は、ト
ップ、ミドル、現場、それぞれの喜
びや悩みを自分に重ね合わせ、共
感を持って支援に取り組んでい
る。
「やる気は最初からあるわけで
はない。感動があって、はじめてや
る気が生まれる」が信条。趣味は
ラグビー。

づきが得られなくなる（ ％）

●雑談から生まれるアイデアや気

を得たりするために雑談が必要と

上の行き詰まりを打破する気づき

49

顔を見かけて立ち話をしたりと、
自発的、偶発的に起こっていた雑
談をテレワーク下で行うことは難
しい。
ではこうした状況を働き手はど
のように評価しているのだろうか。

26.0％
64.3％

75

●方向性のすり合わせが難しくな

の意見だ。これは私たちが提唱し

の狙いのひとつでもある。

ている「オフサイトミーティング」
る手間や修正コスト（ ％）

ることと、その結果として発生す

25

24

少し減った

かなり減った

3.0％
あまり
変わらない

増えた

（n=230）

6

アンケートでは職場のメンバーと

との「雑談」機会は減りましたか。

困り、不安を感じているという結

答したのも当然の結果だろう。テ

75

職場のメンバー
図表1 出社時と比較して、

るきっかけの有無を尋ねた設問で

2

50

49
64

わかやま・しゅう

「社内の情報が入ってこなくなった」
「同僚の様子が分からない」── 。在宅勤務の普及・長期化によるこうした負の側面を解消する場として、
いま「雑談」のもつ役割があらためて注目されている。7月に「テレワーク下の雑談に関する実態調査」を行ったスコラ・コンサルトの若山修氏に、
オンライン上における「まじめな雑談」の効用やウィズコロナ時代のコミュニケーションのあり方などについて聞いた。

コラム
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オフサイトミーティングでは、
「気 楽にまじめな話をする場 」を
コンセプトにし、現場を離れた場
所で 話 し 合いを する。
「気 楽に 気
楽な話をする」飲み会と「まじめ
にまじめな話をする」会議のちょ
うど中間ととらえてもらえると分
かりやすい。それによって組織内

30.0 %
25.0 %
20.0 %

る。こうした非データ系情報を浮

情報」が目につかないで沈んでい

膨大な量の未整理な「非データ系

のような感情についての情報など、

なことを話し合いたいと思ってい

安がある一方で、みんなが今どん

雑談が減って〝話せていない〟不

とは何ですか」という質問もした。

「今一番 話 し
アン ケ ー ト で は、

まいなテーマについて考えたがっ

概念的な話を含む漠然としたあい

74

ていることがわかった。こうした

よく似ているのである。

るのかを自由記述してもらったと

取引先の状況がわからない        2.8%

かび上がらせて共有するのがオフ

      7.4%

ころ、 ％が「そもそも……」や

       7.8%
仕事の進め方

で表面化していなかった問題が露
呈することがある。

               20.9%
入ってくる情報が少ない

サイトミーティングの初期段階で

孤立感がある

15.0 %
10.0 %
本音の部分が見えづらく生産 0.2%
性の増減が測りにくい
5.0 %
0.0 %

氷山を例にとろう。氷山は全体

              10.2%
会社の状況がわからない

の氷の９割以上が水面下に沈んで
いるが、これを企業内に存在する
情報にあてはめてみる。目標数値
や行動計画などの明確な「データ
系情報」は水面上に浮いてはっき
り確認できるが、水面下には、そ
の場にいないと実感できない現場
感覚的情報や、
「なぜ」
「なんのた
めに」など事の背景にある情報、

   22.2%
ちょっとした相談ができない

「……とは何か」といった抽象的・

人の気持ちと切り離せない「思い」

       28.5%
みんなの状況がわからない

の目的だが、雑談の機能もこれに

図表2 職場のメンバーとの「雑談」が減ってどんなことに不安を感じましたか（n=160）

合いたいこと、話すべきと思うこ

を設けていく動きが出てくるので

あるいは発散的な雑談ができる場

した時間をあえてつくっていく、

において共有とか共感をテーマに

実情を考えると、リモートワーク

を生むのである。

と返しのプロセスと偶発性が創発

が受け止めて投げ返す。この受け

単なる仮説だ。それを仲間の誰か

のになるかどうかは分からない。

完全なプライベートに関するもの

役割を持つとの結論が出ている。

とは切っても切り離せない意味や

の風土づくりに欠かせない、本業

ら、こうしたミーティングは会社

だが、私たちの間ではかなり前か

が業務と言えるかは微妙なライン

通常こうした話し合いをする場

組み、目を閉じて微動だにしない

したような表情で腕を組み、足を

どを想像してほしい。苦虫をつぶ

どで 行 われる 経 営 改 善 発 表 会 な

は聞き手なのである。大ホールな

している。主導権を握っているの

ケーションと言えるのか」と指摘

大声を張り上げ話すのはコミュニ

の な か で、
「誰一人 い な い 山 中 で

これはすでにドラッカーが著書

は別 だ が、
「まじめな 雑 談 」は 大

役員が最前列にいたら、発表者は

はないかと予想している。

いに奨励されるべきだろう。

うまく話せるものも話せなくなっ

どしい発表でも、うんうんとうな

てしまう。しかし、たとえたどた
共有や共感を目的としたまじめ

ずきながら聞いてくれる聞き手が

聞き手の受容性が重要

な雑談を生かすために必要なのは、

いれば、実力以上のスピーチがで

のは聞き手なのである。社内で共

双方向性というコミュニケーショ

私はオフサイトミーティング的

有や共感の場としてのまじめな雑

きるかもしれない。上手に話せる

な話し合いを通じ、なにか新しい

談が活発に行われるかどうかは、

ンの基本である。そして双方向性

ものが生まれていく「創発」の瞬

言えば誰かが受け止めてくれると

かどうかの鍵を握る、つまりコミ

間に何度も立ち会っている。そう

いう〝安心感〟が社内にあるかど

を実現するうえで圧倒的に重要な

した現場では、偶発性の力は見逃

うかにかかっているのである。

ュニケーションをリードしていく

せない。誰かがまずアイデアを投

（インタビュー・構成／本誌・植松啓介）

のは聞き手の受容性である。

げるという行為がある。それがも
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