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はじめに
我々は2021年第1四半期に、人間の決意と創意
工夫の驚くべき偉業、すなわち新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）と闘うためのワクチンが世界
的に展開されるのを見てきた。

COVID-19ワクチンは、平常に戻ることは可
能であり、その時期が近づいているとの希望
を多くの人にもたらしている。だが、公衆衛生
当局がワクチンをリスクの高いコミュニティに
整然と展開するために懸命に作業するなか、
ソーシャル・ディスタンス（社会的距離の確保）、
マスク着用、在宅勤務が例外のない規則と
なっているこの「ニューノーマル」の中で、我々
は歩み続けなければならない。

COVID-19の世界的流行（パンデミック）が勃
発して以降、多くのカナダ人にとって在宅勤務
は日常生活となっている。その結果、カナダ中
の企業がオフィスの将来について慎重に検討
し、オフィスが今後も重要であり続けるのかど
うかに疑問を投げかけている。大手ハイテク
企業が、「従業員がオフィス環境に戻ることを
選択しない限り、彼らが戻らざるを得なくなる
ことはない」といち早く宣言したことで、オフィ
スの将来に関する議論が瞬く間に誘発された1。
こうした動きを受けて、多くの人々は、自分の
雇用主が大手ハイテク企業の後を追い、リモー
トワーカーを積極的に受け入れるかどうかを
知りたいと考えるようになっている。

オフィスの重要性がパンデミック前よりも低下
していると断言するのは時期尚早だと我々は
考えている。実際、こうした主張を勢いづかせ
た大手ハイテク企業はオフィススペースを放棄
することを計画していない2。それどころか、多
くの企業がオフィス面積を大幅に拡大した 3。
デロイトと同様、これらの企業が依然としてオ
フィスに価値を見出しているのは明らかだ。

オフィスは、計画的なものか自発的なものか
を問わずコラボレーションを促す物理的な空
間であり、そうしたコラボレーションがアイデ
アを前進させ、ビジネスを発展させるだけで
なく、ロイヤルティを植え付け、人材をつなぎ
とめる4。オフィスは今後も企業の文化とアイ

デンティティにとって必要不可欠な側面であり、
成長と収益性を追求する多くの企業にとって
極めて重要な要素であり続けると我々は考え
ている。結局のところ、パンデミックが勃発し
たときにオフィスからの大規模な脱出を引き
起こしたのは、我々の地域社会と愛する人の
健康への懸念であり、オフィス環境がもはや
生産性と進歩を促さないという認識ではな
かった。それどころか、職場が共通の目標の下
で従業員を団結させ、成功の文化を生み出す
ことを示す長年にわたる証拠を我々は挙げる
ことができる。人間は集団で目標を達成しな
がら革新に取り組む傾向がある群生動物であ
る。

このパンデミックは、オフィスの死の到来を告
げるものではなく、多くの企業がすでに検討し
ていたハイブリッドワークモデルを加速させる
要因になると我々は考えている。従業員に対
面またはリモートワークの選択肢を提供する
このモデルは、これまで、従業員により大きな
柔軟性を提供することで人材を引き付け、つ
なぎとめるための潜在的な選択肢と見なされ
ていた。だが多くの組織は、企業文化への影
響と自宅での生産性の見通しについての疑問
が残っていたことを理由に、ハイブリッドモデ
ルの導入をためらっていた。ところが、在宅勤
務への急激な移行により、リーダーはリモート
ワーカーの管理方法を短期間で習得すること、
従業員はバーチャルでのコミュニケーションに
適応することを余儀なくされた。パンデミック
が在宅勤務ポリシーにとってまたとない追い
風となり、今では自宅とオフィスのどちらで働
くのかを選択できるようにしている雇用主が増
え、そうした選択肢を求める従業員も増えて
いる5。したがって、オフィス勤務が再び安全に
なった後、多くの雇用主が従業員に再び週の
5日間をオフィスで勤務するよう求めるとは考
えにくい。
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オフィスの物理的な空間を再考
する必要がある。

それでも、最終的に従業員の大部分がオフィ
スでの仕事に戻ると予想される。だが、オフィ
ス勤務の再開をさほど強く望んでいない人が
いることも間違いない。そうした人は今のとこ
ろ、通勤がないことを寂しがっておらず、ベッ
ドから起き出してすぐにバーチャル会議に参加
することをいとわず、レストランやカフェテリア
という選択肢よりも家庭料理を好んでいる。そ
れでも、過去1年間に実施された多くの調査
によると、労働者の大多数が少なくとも1週間
の労働時間の一部を再びオフィスで勤務する
ようになるとみられる。ガートナー・リサーチ6

とハーバード・ビジネス・スクール 7の調査に
よると、パンデミック収束後もフルタイムで在
宅勤務を続ける従業員の割合は4分の1弱と
予想される。実際、雇用主の大半は、従業員
の大多数が少なくとも勤務時間の一部は再び
オフィスで働くようになるという計画を立てて
いる8。例えば、317人の最高財務責任者を対
象に実施されたある調査では、従業員の

94％以上がオフィス勤務を再開するという計
画を述べた回答者が全体の53％だったのに
対し、従業員の半分以上がリモートワークを
続けるという計画を述べた回答者の割合は
6％にとどまった9。こうした結果は、企業が物
理的なオフィススペースを維持する必要がある
ことを示唆している。

オフィスの物理的な空間については再考する
必要がある。従業員が自分の勤務時間を自宅
とオフィスに分割する際、リーダーは、オフィ
スにおける従業員の占有スペースを高密度の
ワークステーション（1人分の作業スペース）か
ら、コミュニケーション、コラボレーション、体
の健康、精神的健康を促進するスペースに転
換する必要がある。オフィスは、人々に出会い、
イノベーションを起こす機会を与えるオープ
ン・コネクティビティのスペースでなくてはなら
ない。そしてまた、自主的に集中して仕事する
ための場所をも提供する必要がある。
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信頼感は職場の生産性の原動
力であり、経済的成長の加速と
イノベーションに関連している。

2020年3月以降、このニューノーマルの中で
企業が成功する方法に焦点を当てた有意義な
議論が行われてきたが、今や、安全になった
段階で平常に戻る方向に会話を転換するとき
が来たと我々は感じている。これは、2020年
2月とまったく同じ状態に巻き戻すのではなく、
COVID-19による制約に阻害されない日常業
務を取り戻すことを意味する。我々の日常業
務とビジネス戦略は、パンデミックから学んだ
ことを基礎に確実に進化するだろう。リーダー
は、利害関係者（従業員、株主、顧客）が自
分の会社に抱いている信頼感の向上に注力す
ることにより、COVID-19収束後の繁栄に向
けて会社を備えさせることが可能だ。信頼感
は職場の生産性の原動力であり10、経済的成
長の加速とイノベーションに関連している11。
企業が長期にわたる信頼感を構築し維持する
には、物理、デジタル、財務、感情という4つ
の側面に焦点を当てなければならない。本レ
ポートでは、これら4つの側面を通して見たオ
フィスの持続的な価値、そしてパンデミック後
の世界で信頼感を高めるための選択肢につい
て論じる。
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物理的側面
職場の安全性

パンデミックのせいで、安全で健康的な職場
環境を構成する様々な要素が進化している。
オフィス管理者はかつて、人間工学に基づく
ワークスペース、適切な照明、衛生的なトイレ
などの基本設備が職場環境に含まれるように
しなければならなかった。しかし、パンデミッ
クの局面でオフィスの衛生基準が飛躍的に高
まり、オフィス管理者は今では、すべての従業
員に消毒されたワークスペースとマスクを提
供し、すべてのオフィスエリアがソーシャル・
ディスタンス基準を満たすようにしなければな
らない。パンデミック勃発以降、こうした新し
い基準に準拠するため、多くの企業がオンサイ
トで働く従業員の最大許容数を制限している。

我々はパンデミックが収束した後はオフィスの
衛生基準は多少緩和されると想定しているが、
従業員が共有のオフィススペースや高密度の

オフィススペースに戻るのをためらう可能性
がある。パンデミックは、個人の健康と安全
に関する基準と期待値の新しい組み合わせを
浸透させてきた。許容可能な1人当たり最小
オフィスエリアが新たな期待値になるかもし
れない12。そのため企業は、たとえ一部の従
業員が自宅で仕事を続けるとしても、オフィス
スペースを急いで縮小するべきでない。安全
で健康的な作業環境を確保するために、1人
当たりのフロア面積を大きくすることを従業員
が求める可能性があるからだ 13。スタンフォー
ド経済政策研究所のシニアフェローであるニ
コラス・ブルーム氏は2020年6月の記事で
次のように述べている。「私が話をしている企
業の多くはオフィスの密度を半分にすることを
考えている。これは、オフィススペース需要全
体の増加につながる。つまり、オフィスでの就
業日数が15％減少しても、従業員1人当たり

スペースへの需要が50％増加することにより
十二分に相殺される」14。こうした傾向は、
2020年6月に113人の経営幹部を対象に実
施した調査によって裏付けられている。この調
査では、物理的距離を確保するという要件を
満たし、かつコラボレーションを促進するため
に、自社のオフィススペースを広げる必要があ
ると予測する回答者が51％に上った15。希望
の兆しは、より厳格なオフィスの衛生基準によ
り風邪やインフルエンザウイルスの一般的な
職場感染が減少し、結果的に従業員の健康が
保護され、生産性の損失を最小限に抑えるの
に役立つ可能性が高いことだ。個人用スペー
スの拡大と高度なオフィス衛生基準は、人材
を引き付けてつなぎとめるオフィスの新しい呼
び物になる可能性がある。
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オフィス管理者は徹底的な衛生管理のために
清掃スタッフを雇うことができる16。では、安
全性を高めるために物理的な作業スペースを
再設計するにはどうすればよいのか。企業は、
自動的にドアや窓を開き、蛇口を回し、トイレ
を水洗するためのセンサーなど、表面に触れ
ずに操作できるようにする新しいテクノロジー
によって不動産を改修できる17。アプリは、人々
がスマートフォンを使ってエレベーターを呼ん
だり、コーヒーマシンを操作したりすることを
可能にする18。手洗い用の洗浄装置をオフィス
のあちこちに設置することも可能だ 19。簡単に
開けて空気の循環を促すことのできるタイプ
の窓を採用することで換気を改善できる20。カ
ナダの寒い季節のことを考えると、窓枠に機
械的な熱交換システムを設置するなどの構造
的改修が必要になる場合もある21。冬の間、
オフィス内の湿度レベルを引き上げて免疫系
を強化すること、またウイルス粒子が空気中で
浮遊し続ける能力を制限してウイルスの伝播
を抑制することもできる22。リビングウォール
（植栽された壁）は、部屋の湿度を自然に高め、
空気の質を改善し、生産性向上に役立つよう
に設計することができる23。

一方で企業には、従業員のホームオフィスが
安全なワークスペースであることを確認する
術がない。この点に関しては、企業はオンタリ
オ州職場安全保険局（WSIB）のガイドライン
が利用できるとはいえ、ホームオフィスの安全
性に関する義務化や監視は困難だ。従業員の
居住空間をアップグレードして企業のオフィス
安全基準を満たすようにするためのリソース
を持つ企業は少ない。人間工学に基づいて設
計された机と椅子をホームオフィス予算で購
入することは可能だが 24、その予算で生活空
間を拡張すること、照明をアップグレードする
こと、部屋に防音装置を設けることはできな
い。ホームオフィス予算に配分される金額だ
けでは、プリンター、スキャナー、モニターな

どの一般的なオフィスツールの費用をすべて
カバーすることもできない。密集した都市部に
住む従業員の場合、窮屈な住居を家族、パー
トナー、またはルームメイトと共有している
ケースが多いことを踏まえると、機能的で人間
工学的なワークスペースをなかなかつくれな
いかもしれない。在宅勤務が続く場合、人々
はより快適なホームオフィスを持つために自
分の生活空間をアップグレードすることを選ぶ
可能性がある。従業員が在宅勤務の生活費と
業務費の増加を相殺するために給与の引き上
げを要求する場合、オフィス閉鎖で当て込んで
いたコスト削減の達成が困難になるかもしれ
ない。

ホームオフィスには一般的な企業オフィスが備
えているセキュリティと統制がないため、小規
模な共同生活空間での業務は、機密性の高い
ビジネス情報の安全性に関する懸念ももたら
す。例えば、ルームメイトが機密扱いの会話を
立ち聞きしたり、顧客のクレジットカードや個
人的な連絡先の詳細、保留となっている取引
に関連する印刷物、会社の戦略的意思決定、
従業員の給与情報などの機密情報を偶然見
つけたりするかもしれない。テクノロジーにい
くら投資したとしても、好奇心旺盛なルームメ
イトや家族が開かれたラップトップにアクセス
するのを妨げることはできない 25。出席者の
ウェブカメラの視界のすぐ外に別の人がいる
可能性があるため、会議が機密で行われてい
ることへの信頼はもはや失われている。一方、
企業のオフィスでは承認された従業員のみが
アクセスを許される。したがって、オフィスはパ
ンデミック収束後も引き続き機密情報の保管
や内輪の会議に適した場所となる。すべての
従業員が安全なワークスペースを確保し、か
つ労働者、企業および顧客に関する情報の安
全性を保証するための最も効率的で経済的な
方法は、1カ所に集約されたオフィスを維持す
ることだ。

ホームオフィスには一般的
な企業オフィスが備えてい
るセキュリティと統制がない
ため、小規模な共同生活空
間での業務は、機密性の高
いビジネス情報の安全性に
関する懸念ももたらす。
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オフィスのセキュリティ基準が適用される領域
では、サイバー攻撃のリスクがはるかに低い。
2020年にデータセキュリティ事案が増加し
た根本的な原因は、パンデミックへの対応策
としての在宅勤務だと考えられている。

デジタルの側面
データの安全性 ソーシャル・ディスタンスの制約を背景にデジタル化が加

速するにつれて、サイバーセキュリティへの信頼がますます
重要となっている。消費者と顧客はコストのかかる侵害か
らデータを保護するための適切なサイバーセキュリティ手
順を企業が備えていると信用したい、従業員は自分のデー
タが秘匿され安全に管理されていると信用したい、株主は
企業の専有情報が安全に管理されるなかでデジタルサー
ビスが維持されていると信用したい、と考えている26。企業
の評判が損なわれる事態を避けるためならなおさらだ。残
念ながら、従業員が管理されたオフィス環境で仕事せずに
セキュリティが確保されていないホームオフィスに分散して
いる場合、データ侵害に対する防御と対応はより困難にな
る。

オフィスのセキュリティ基準が適用される領域では、サイ
バー攻撃のリスクがはるかに低い。2020年にデータセキュ
リティ事案が増加した根本的な原因は、パンデミックへの
対応策としての在宅勤務だと考えられている27。サイバー
犯罪者は、フィッシングやランサムウェアによる攻撃を実行
し、マルスパム（マルウェアまたは悪意のあるスパム）電子
メールを配信するため、ブランドになりすまして従業員を欺
く機会としてパンデミックの状況を利用した28。企業による
クラウドへの予定外の移行が加速したことにより、攻撃経
路が増え、セキュリティギャップが生じた29。米国企業200
社を対象とした調査によると、パンデミックの局面で在宅
勤務していた従業員のせいで2020年半ばまでにセキュリ
ティ違反に直面したと回答した企業は20％に上った30。米
連邦捜査局（FBI）の報告によると、パンデミックが勃発し
た当初、サイバーセキュリティに関する1日当たりの苦情
件数が400％増加した31。

ハイブリッド勤務モデルの将来を考えると、雇用主はオフィ
スの外で働くことを選択した従業員のサイバーセキュリティ
に対処する必要がある。例えば、インターネットセキュリティ
会社ESETが2020年に提供したフィッシングテストでは、
カナダの回答者の68％が偽の電子メールを識別できな
かったことが示された32。これは、意識向上トレーニングが
不十分であることを示唆している。この問題の解決策の一
つは、従業員がサイバーセキュリティへの脅威を識別する
のを助けるため、研修予算を増やすことだ。行動研修は、
公共または共同の生活空間で開かれたまま放置される
ラップトップPCの問題にも対処可能だ 33。組織はまた、情
報セキュリティを維持するためのハイテク機器の購入にも
多額の投資を余儀なくされるだろう34。
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インターネットは、我々の家庭をサイバー犯罪
にさらしているものの、日常業務や顧客およ
び同僚とのコミュニケーションに不可欠な存
在だ。家庭のインターネット接続環境が不十
分であれば、ビジネスリスクと風評リスクにさ
らされる。パンデミックの下で多くの人々が共
有した体験が、通話やプレゼンテーションの中
断、連絡ミスを受け入れるようになったことだ。
だが、オフィスが完全に再開すれば、こうした
障害への許容度は低下する。特に、ニューノー
マルとなっているビデオ会議を可能にするに
は、信頼性が高くて低遅延のインターネット接
続が必要である。ビデオ通話に必要なイン
ターネット帯域幅は通常、農村地域では利用
できない。衛星インターネットサービスは、農
村地域でのより高速なインターネットアクセス
への希望をもたらすが、こうしたサービスの料
金は非常に高くつく可能性がある35。従業員
は、ホームインターネット費用の増加に対する
補償を要求するかもしれない。ウェビナーおよ
びオンライン会議向けプラットフォームを運営
するClickMeeting（クリックミーティング）が
カナダの消費者を対象に2020年12月に実施
した調査によると、雇用主にホームインター
ネットの使用コストを補償するよう望む回答者
が74％に上った36。

リーダーは、自社のハイブリッドモデルのバー
ジョンでリモートアクセスにどのように対応す
るのかを決断しなければならなくなる。これに
は、提供するホームオフィス機器を特定するこ
となどが含まれる。すべてのホームオフィスに
インターネットアクセス、サイバーセキュリティ
およびソフトウェアを配備することに伴うコス
トが、企業のオフィスによって発生するコストよ
りも高くなるのは当然だ。しかも、クライアン
トや顧客との重要な電話、ディスカッション、
およびプレゼンテーションのための配信ポイン
トの信頼性は、企業オフィスモデルの方が高
い。信頼性が高くなければ、企業は業務契約
を確保し、企業としての自社の評判を管理す
ることがうまくできないかもしれない。したがっ
て、重要な局面では従業員によるオフィスでの
勤務をリーダーが期待するのは合理的だが、

こうした期待を最初に伝えておく必要がある。
また、リーダーは個人と企業の意図が一致す
るよう、ハイブリッドモデルに対する従業員の
期待を理解するよう努めるべきだ。すべての
従業員の期待を理解し、それに対処すること
が、与えられた予算を各リソースの要件に基
づいてどのように配分するかを決めるのに役
立つ。

インターネットは、我々の家
庭をサイバー犯罪にさらし
ているものの、日常業務や
顧客および同僚とのコミュ
ニケーションに不可欠な存
在だ。家庭のインターネット
接続環境が不十分であれば、
ビジネスリスクと風評リスク
にさらされる。
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財務的側面
企業価値の成長

我々は、オフィススペースを維持することが、
企業を成長させ、価値を創造するための最善
の方法だと考えている。新しいチームメンバー
をチームに溶け込ませ、その才能を伸ばし、
熟練した専門家をつなぎとめる文化を育むに
は、共通の職場が必要不可欠だ 37。企業を発
展させ、顧客にサービスを提供するには、人々
が集まってアイデアを共有し、質問をし、異論
を唱え、互いに学び合う場所を持つことが欠
かせない。アップルの共同創業者である故ス
ティーブ・ジョブズ氏はかつて、「このネットワー
ク時代には、アイデアは電子メールとiChatに
よって生み出せると考えたくなるが、それはば
かげている。創造性は自発的な会議やとりと
めのない議論から生まれる。誰かと偶然出会
い、何をしているのかと尋ね、『すごいね』と
言ったとたんにあらゆる種類のアイデアを考え
つくものだ」と述べた38。この種の自発的なコ
ラボレーションと創造性の喪失は、イノベー
ション、成功そして利益の減少につながる可能
性がある。

パンデミック下での事業活動は、メンバーが
主に自宅で自主的に仕事をしているときにも
チームが安定した生産性を達成できることを
示している39。一部の向きはこのことを、オフィ

スが縮小され、予定された対面でのコラボ
レーションにのみ使用されることを示唆する証
拠として使用している。だが、この生産性に関
する証拠は誤解を招く可能性がある。組織が
これまで実現してきた持続的な生産性は、パ
ンデミック勃発前にオフィス環境の中で確立さ
れた人間関係とワークフローの産物かもしれ
ないからだ。英国に本拠を置くシンクタンク、
経済政策リサーチセンターによる2020年の
調査は、COVID-19パンデミックの影響に関
しては、強い企業文化を持つ組織の方が弱い
文化を持つ組織よりも回復力が強いことを明
らかにした40。つまり、過去1年間の企業の成
功は、パンデミック勃発前にオフィスで育まれ
た企業文化に帰せられる可能性がある。

「ビデオ会議疲労」が始まり、新しいメンバー
がリモートでチームに参加し、チームがオフィ
スの外で進化するにつれて、パンデミック勃発
前に構築された関係、基盤、構造、および信
頼が失われる可能性がある。予定された会議
のためだけに同僚が集まり続けるプロジェク
トでは、コラボレーションのレベルが低下する。
予定された会議では、成功に結び付く奇抜な
アイデアをもたらすことが多い本音でのやりと
りや有機的なチームワークに必要なおおらか

我々は、オフィススペースを
維持することが、企業を成
長させ、価値を創造するた
めの最良の方法だと考えて
いる。新しいチームメンバー
をチームに溶け込ませ、そ
の才能を伸ばし、熟練した
専門家をつなぎとめる文化
を育むには、共通の職場が
必要不可欠だ。
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な雰囲気がもたらされないからだ。管理者は、
アウトプットに対するインプット（つまり、従業
員が自宅で規定の勤務時間通りに働いている
かどうか）だけでなく、アウトプットの質、創出
された新しい機会の数、および従業員の定着
率と満足度の状況によって生産性を評価しな
ければならない。

強力な企業文化を維持することが、企業が成
功するための基本である41。オフィス環境の中
で日々有機的に展開される会議、関係、およ
びつながりは、企業文化を育み強化する。た
だし、パンデミックのせいでチームの交流はス
ケジュール化され、スケジューリング作業は時
間がかかって面倒になりがちだ。残念ながら、
リモートワーク環境では強力な企業文化は育
まれない。時間が経過してもチーム内の交流
がデジタル主体のままであれば、育まれてき
た企業文化は損なわれるだろう。2020年11
～12月に米国の経営幹部113人を対象に実
施した調査によると、回答者の大多数が、企
業が企業文化を維持するには従業員は少なく
とも週3日はオフィスで勤務する必要があると
考えており、企業が企業文化を維持するため
にオフィスで時間を過ごす必要はないと考え
る回答者の割合は5％にとどまった42。対面で
のつながりの欠如は、ロイヤルティの欠如につ
ながる可能性が高く、管理者はスタッフを維持
するためにこれまで以上に努力しなければな
らない43。離職率が上昇していると思われる
場合、それは構造的な従業員の不満を示して
いる可能性があり、過剰な費用を要したり、
チームの安定性と生産性を脅かしたりするか
もしれない。魅力的な企業文化とオフィス設
備がなければ、管理者は人材をつなぎとめる
ために手厚い報酬パッケージに頼らざるを得
なくなる。

一方、一部の企業はリモートワークを報酬削
減の機会と見なし、給与水準を従業員の地域
的な生活費評価結果と一致させている44。勤
務地が都市中心部のオフィスビルから市の境
界を越えた自宅に変わった従業員は、その報
酬パッケージが引き下げられる可能性がある。
こうした変化は、従業員に短期的な苦痛をも
たらすが、雇用主には長期的な苦痛をもたら
すだろう。業績に基づく報酬を提供し続ける競
合相手が人材を引きつけるのは間違いないか
らだ 45。企業は、収入が減るのは公正ではな
いと感じる従業員の反感を買うかもしれない。
特に従業員が負担するホームオフィスの費用
が増え、企業オフィスの設備や特典へのアクセ
スが減少することを考えると、なおさらである。
基本的に、部分的にリモートで働く従業員に
よって企業のコストを削減するという提案は非
現実的かもしれない。

存在することと関連性、生産性、貢献度とは
相関するため、在宅勤務を選択した従業員は
仕事への不安を感じることにより、いっそう不
利な立場に置かれる可能性がある。この問題
が正しく対処されないと、競争の場が不平等
なものとなり、「われわれ対彼ら」のメンタリ
ティーにつながって、リモートワーカー対オフィ
スワーカーの対立を生む可能性がある。以前
は、柔軟な勤務形態を選択した人がキャリア
ダウン46や管理者からのより否定的なフィード
バックに直面する傾向があった47。さらに、メ
ンターシップや各種機会はしばしば自発的な
オフィスでの交流を通じて生まれるため、自宅
で働く人々はそうしたチャンスを逃すかもしれ
ない。特に、1カ所に集約されたオフィスでは
なく自宅を選択するキャリア初期の専門職に
とって、このことは長期的な不利益となる可能
性がある。

リモートワーカーとのより有意義な交流を促
し、リモートワーカーが不利になるのを防ぐた
め、オフィスの形を変えることが考えられる。
チームとしては、バーチャルでのみ参加する
人々に容易にアクセスするために、スマートで
すぐに使用可能な企業オフィス向けの革新的
ツール・テクノロジーを活用することが必要
になる。そうしたツールやテクノロジーの例に
は、機能が強化されたサウンドおよびビデオシ
ステムを備えた会議室がある。これにより、リ
モート参加者はあたかも面と向かって参加し
ているように見え、オンサイト参加者とリモー
ト参加者の物理的なプレゼンスという点で、
チームメンバーが意識する違いが最小限に抑
えられる。
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感情的側面
感情的・社会的要求の
保護

従業員の感情的な信頼が維持されれば、リー
ダーは優れた人材のつなぎとめに成功する。
この信頼の4つ目の側面にとって、帰属意識と
アイデンティティを育み、対人関係と人的交流
を促すオフィス環境は不可欠だ 48。オフィスは、
食事したりコーヒーを飲んだりしながらお互
いについて学ぶことができる場所であり、一緒
に笑ってストーリーを共有する場所である。さ
らに、人々は強い個人的つながりを築いてき
た組織を離れる可能性は相対的に低い49。従
業員はまた、専門家のネットワークをつくり、
自分の価値観や野心に合致した企業文化につ
ながりたいと考えている。

自宅で仕事をすることで、家族や他の世帯員
とのつながりを深めることは可能となっている
が、自宅の外で築き上げてきた関係、つまり
仕事仲間との関係は阻害されている。家族や
親しい友人は同じ考えを持つ傾向があるが、
仕事上の関係は我々の生活に多様性をもたら
す。オフィスは、多様な文化、民族、視点、経
験を持つ人々を集め、それらすべてが我々の
人生を豊かにできる。こうした関係がなけれ
ば、我々は孤立し、仕事を成し遂げようと団結
する動機を失うかもしれない。したがって、在
宅勤務によって散り散りになった労働力は、よ
り大きな目的、チーム、および経営基本方針
との感情的なつながりを欠く可能性がある。
在宅勤務は、孤立感と孤独感を高め、社会的
つながりを薄めている50。パンデミック勃発前
に従業員が享受していた職場の要素という点
から見て、仲間意識が重要な要因であること
をデロイトは突きとめた51。

オフィスは我々に景色の変化を与え、仕事と
家庭の健全な分離を可能にし、良好なワー
ク・ライフ・バランスを後押しする。多くの人が、
在宅勤務への移行により、会議が増え、就労
日数が増え52、仕事の負荷が全体的に増加し
て仕事と私生活の境界線が曖昧になっている
ことに気づいている53。オフィスと家庭の境界
線がはっきりしている場合、多くの人は健康的
な毎日を送るが、その境界線が曖昧だとメン
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タルヘルスが悪化することがある。ビデオ会議
では腰から上しか映らないのに対し、オフィス
では頭からつま先まで着飾ることでプロ意識
が生まれることを見逃している向きもある。さ
らに、オフィスに通勤する間に、仕事に向けた
精神的準備をすることができる。同様に、仕事
を終えて自宅に向かう時間は、緊張をほぐし、
おそらくは自分の個人的な生活の意義をより
深く理解する機会となる。

未来の物理的オフィスは、従業員の健康を中心
に設計されたスペースとなる可能性が高い54。
オフィスは、協力し、つながり、革新し、学ぶ
場所と見なされるべきだ 55。調査の結果、健
康とウェルビーイング、生産性、イノベーション、
つながり、そして信頼は、オフィスの社会的関
係によって、さらには単にお互いの物理的な
存在を感じることによってさえ強化されること
を示す証拠が得られている56。つまり、従業員
のウェルビーイングを中心にワークスペースを
設計することが、より健康的で、より幸福で、
より積極的に関与する労働力につながる可能
性が高い57。従業員が積極的に関与する組織
では収益性が向上する58。したがって、サイロ
のような空間や閉鎖された部屋の中に人々を
留めるのではなく、人々を集めるためにオフィ
ススペースを再考する必要がある。

オフィス環境は、我々の感情面でのウェルビー
イングだけでなく、身体面でのウェルビーイン
グにも有益だ。かつては朝の通勤や、会議に
出席するための階段の上り下り、コーヒー
ショップへの頻繁な往来が日常的な運動と
なっていた人々が、ホームオフィスでより座り
がちなライフスタイルを送っていることに気づ
いている。デバイスを使って日常活動を追跡す
る調査からは、歩く距離が自宅で働く人の方
がオフィスで働く人よりも少ないことを示す証
拠が得られている59。座席配置が高密度であ
ることが理由で使用されなくなったエリアをジ
ムやヨガルームに転換することによりオフィス
をさらに最適化し、従業員の心身のウェルビー
イングを高められる。

オフィスがもたらすダウンタウンの環境から得
られる感情面での充実感は、オフィス勤務か
在宅勤務かにかかわらず誰もが味わえる。多
くの人々が街の中心部に毎日出入りする主な
理由はオフィスだ。オフィスは、多くの都市中
心部の市街化を可能にしてきた。そうした都
市中心部は、従業員が仕事し、生活し、遊ぶ
ことができる場所となっている。オフィスは日
中のダウンタウンに人を集め、さらにはダウン
タウンに引っ越したり仕事を終えた後もダウン
タウンにとどまって都市生活の便利さを享受
したりするよう人々を促す。7カ国の7,200人
を対象に実施した調査からは、都市への移動
を動機付ける要因は、収入や雇用機会ではな
く、全体的な生活満足度であることが明らか
になった60。さらに、人々が住みたい場所を選
択するとき、勤務場所への近さよりも、サービ
ス、アメニティそして友人への近さを重視する
ことも分かった。これらの結果は、人々が大都
市に住む理由は単なる仕事の利便性以上の
恩恵を受けるためであることを示唆している。
都市はビジネスアワー以外の時間帯も郊外か
ら人々を引きつけ、エリア固有のアメニティを
体験したい人々をも遠方の目的地から引き寄
せる。大規模で多様な人々のグループによって
生み出される喧騒は、芸術、娯楽、料理の豊
かな文化を育む原動力の一つとなり、人々が
集まり、学び、成功するための機会を無数に
もたらす。企業が多様で才能のある専門家を
引き付けるのに貢献するエネルギーとライフス
タイルを維持するには 61、そしてすべての人の
ためにダウンタウン中心部の活気を維持する
には、パンデミックが収束した後、ダウンタウ
ン中心部のオフィスに安全な形で戻ることが
非常に重要である。

未来の物理的オフィスは、
従業員の健康を中心に設計
されたスペースとなる可能
性が高い。オフィスは、協力
し、つながり、革新し、学ぶ
場所と見なされるべきだ。
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結論
我々はパンデミックによりオフィスから強制退
去させられたが、いくつかの希望の兆しが見え
ている。パンデミックというグローバルな共有
体験は我々を結束させた。我々の家や生活に
ビデオ会議を介して引き込まれたバーチャル
ゲートウェイがますますアクセスしやすくなっ
ているため、一部の人々は同僚とより誠実に
向き合い、仲間の会議参加者にペットやパー
トナー、さらには子供を紹介したいと思うよう
にさえなっている。こうした経験は総じて在宅
勤務の現実を正当化しており、企業が従業員
に希望勤務地に関するより多くの選択肢を提
供し、従業員が自分の仕事の種類に基づいて
勤務地をより柔軟に選択可能になるよう促す
ことは間違いない。ただし、このレポートで論
じているように、リモートワーカーのデメリット
を無視するべきでない。

パンデミックはハイブリッドモデルに向けた企
業の進化を加速させている。このモデルでは、
すべてのスタッフが1カ所に集約されたオフィ
スで必ずしも週5日勤務するわけではない。
パンデミックが収束した後、労働者の大多数
が少なくとも勤務時間の一部はオフィスに戻
ると我々は考えている。そのオフィスで労働者
が与えられるのは、安全なワークスペース、優
れたツールとリソース、同僚との自発的な交
流の機会、さらにはそうした体験の機会を決
して逃さないという自信である。

成功している組織のリーダーとは、従業員が
オフィスに戻ることをうまく奨励するリーダー
かもしれない。再開後のオフィスでは、従業員
の仕事は周囲からプラスの影響を受け、デー
タの安全性が確保され、毎日の交流がイノ

ベーションを促し、仲間意識がロイヤルティを
植え付け、企業文化が人材を引き付けてつな
ぎとめる。リーダーは、現在のオフィススペー
スを再設計して企業文化を最大化し、従業員
を関与させ、コラボレーションを促し、イノベー
ションを促進することで、長期的なメリットを
得ることができる62。最も重要なのは、オフィ
スを従業員の健康を中心に設計することに
よって恩恵がもたらされるということだ。

我々はオフィスにすぐに戻るよう推奨している
わけではない。ワクチン接種の展開がすでに
始まっており、COVID-19が突き付けている健
康への短期的なリスクの終焉がようやく見えて
きた今こそ、労働力の安全で生産的なオフィ
スへの復帰に向けて基礎を築くときである。

リーダーは、従業員の混乱や不安を軽減する
ために、オフィス復帰計画を透明で頻繁なコ
ミュニケーションを通じて説明しなければなら
ない。成功するリーダーは、信頼という基礎に
基づいて計画を立て、オフィスへの復帰を動
機付けるのに役立つ可能性のある信頼の4つ
の側面を説明する。信頼を高める明確なコ
ミュニケーションは、経営陣がすべての従業員
の最善の利益のために働いていることを従業
員に確信させる一助となる。日常のビジネス
活動をオフィスに再配置する方法を示す詳細
なロードマップは、継続性を維持し、パンデミッ
ク収束後の成功に向けて利害関係者を準備さ
せるのに役立てられる。安全になった時点で
オフィスに一緒に戻り、もう一度集まってコー
ヒーを飲んだり週末に何をしたかについて話
し合ったりできる場所を持つことには、すべて
の利害関係者にとって長期的な価値がある。

こうした経験は総じて在宅勤務の現実を正当化しており、企業が従業員
に希望勤務地に関するより多くの選択肢を提供し、従業員が自分の仕事
の種類に基づいて勤務地をより柔軟に選択可能になるよう促すことは間
違いない。ただし、このレポートで論じているように、リモートワーカーの
デメリットを無視するべきでない。
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今回は、「Building the office of tomorrow」
と題して、コロナパンデミック環境を踏まえた
今後のワークスタイル・オフィスのあり方に関
するカナダ人コンサルタントのレポートを紹介
した。一言で言うと、�新しいオフィスをつくろう�
という話である。よって、単純に �元のオフィス
に戻ろう� という話ではない。今後主流になっ
ていくであろうハイブリッドな（オフィスと在宅
を組み合わせた）ワークスタイルが前提となっ
た �新しいオフィスに戻ろう（をつくろう）� とい
う話である。当面の間、ソーシャルディスタンス
（社会的距離の確保）、マスク着用、在宅勤務
が求められる �ニューノーマル� の環境下で事
業活動を続けなければいけない点については
洋の東西の違いはなく、日本で働く我々にとっ
ても考えさせられるテーマではないだろうか。

本レポートでは、�物理�、�デジタル�、�財務�、
�感情� という4つの側面からオフィスとホーム
オフィス（在宅勤務）のメリット・デメリットを
包括的に論じているが、本レポートがとりわけ
主張しているのは、�新しいチームメンバーを
チームに溶け込ませ、その才能を伸ばし、熟
練した専門家をつなぎとめる文化を育むには、
共通の（物理的な）職場が必要不可欠� とい
う点である。リモートワーク環境ではこの実現
は難しく、こういったデメリットを無視するべき
ではない、ゆえに、�オフィスに戻ろう� という
話だ。�成功している組織のリーダーとは、従
業員がオフィスに戻ることをうまく奨励する
リーダーかもしれない� とまで言及しているの
は興味深い。

こういった主張に対しては、賛否両論があり、
その濃淡も含めれば十人十色の意見があるこ
とが想像されるが、ここで �今後のワークスタ

イル・オフィス� に対する日本のビジネスパー
ソンの意見・希望を簡単に整理してみたい
（2021年末時点）。既に多くの調査・統計が
あり、究極的には個人差が大きな話ではある
が、リモートワークが可能な業種・職種に関
して総じて言えることは、�オフィスと在宅との
ハイブリッドなワークスタイルが進む�、�（でき
るのであれば）リモート中心がよい�、�とは言
え、時にはオフィスに出社したい（仲間と対面
でコミュニケーションしたい）� といったところ
ではないだろうか。リモートワークが可能な業
種・職種であれば �絶対にオフィスに出社し
たい・しなければならない� という声は急速
に小さくなった。つまり、新しいワークスタイ
ル・オフィスに変化していくだろうし、変化し
ていきたいという考え・希望が多いように思
われる。こういった変化を踏まえると、いまさ
ら単純に �オフィスに戻ろう� という話が受け
入れられるかというとそうではなく、ハード面
においても、ソフト面においても、新しいスタイ
ルに変わっていくことが想像される。

ハード面において、本レポートでは、『未来の
物理的オフィスは、従業員の健康を中心に設
計されたスペースとなる可能性が高い。オフィ
スは、協力し、つながり、革新し、学ぶ場所と
見なされるべきだ。調査の結果、健康とウェ
ルビーイング、生産性、イノベーション、つな
がり、そして信頼は、オフィスの社会的関係に
よって、さらには単にお互いの物理的な存在
を感じることによってさえ強化されることを示
す証拠が得られている。つまり、従業員のウェ
ルビーイングを中心にワークスペースを設計
することが、より健康的で、より幸福で、より積
極的に関与する労働力につながる可能性が高
い。従業員が積極的に関与する組織では収益

性が向上する。したがって、サイロのような空
間や閉鎖された部屋の中に人々を留めるので
はなく、人々を集めるためにオフィススペース
を再考する必要がある。』との提言をしている。
こうしたオフィスのハード面の変化について、
実際に �ウェルビーイング� をキーワードにし
たオフィスづくりなども一部の先進的な企業
の話ではなく確実にすそ野が拡がっており、大
なり小なり同様の傾向で変化していくと思わ
れる。但し、日本、とりわけ首都圏の住宅事
情を鑑みると、一定の割合で個人が集中して
仕事するためのクローズドスペースの確保も
必要になるケースは多いと想像される。

ソフト面においては、大袈裟な言い方をすると、
企業によっては社員が物理的に集まることのメ
リット・意義について再考することが必要にな
るのではないだろうか。本レポートでは、『オフィ
スは、計画的なものか自発的なものかを問わ
ずコラボレーションを促す物理的な空間であり、
そうしたコラボレーションがアイデアを前進さ
せ、ビジネスを発展させるだけでなく、ロイヤ
ルティを植え付け、人材をつなぎとめる。オフィ
スは今後も企業の文化とアイデンティティに
とって必要不可欠な側面であり、成長と収益
性を追求する多くの企業にとって極めて重要
な要素であり続ける』と主張されており、これ
らがまさにオフィスのメリットであるはずであ
る。ただビジネスパーソンの声を聞いていると
必ずしもそのようには受け止められていない
ようにも見受けられる。物理的に集まってコラ
ボレーションすることで何かが生み出されると
いうワークスタイルが根付かないと、集まるこ
とにメリットを感じない社員が増えてしまうの
は悲しいかな致し方ないのかもしれない。し
たがって、もしこの点に課題がある場合は、集
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まったら集まったなりの何かが生み出せるよう
なワークスタイル・コミュニケーションの変革
が必要だろう。

ここで冒頭の �新しいオフィスをつくろう� を改
めて考えてみると、ハード面の変化が先なの
か？ソフト面の変化が先なのか？両方をうまく
バランスさせながらなのか？いずれにしても、
多くの企業にとって �新しいオフィスに戻ろう�
を実現させるためにはそれ相応の変革が必要
に なるだろう。「Building the office of 
tomorrow」とは、�オフィスを、コミュニケー
ション、コラボレーション、体の健康、精神的
健康を促進するスペースに転換し、人々に出
会い、イノベーションを起こす機会を与える
オープン・コネクティビティのスペースにして
いくための変革そのもの� と言ってよいだろう。
最後に、本レポートが各社各様の「Building 
the office of tomorrow」の実現に向けた
一助になれば幸いである。

揚妻 泰紀　Yasunori Agetsuma
デロイト トーマツ コンサルティング
ディレクター

不動産・建設・住宅業を中心に、デジタル変革対応、事業戦
略立案、業務プロセス改革といったコンサルティング領域に従
事。Deloitte中国への駐在経験も含め、クロスボーダープロ
ジェクトの経験も豊富。

寄稿者
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