
柔軟な働き方の効果検証

ニューノーマルの働き方、働く場
データ集

柔軟な働き方の効果検証

ニューノーマルの働き方、働く場
データ集

New Normal
Data Book

New Normal
Data Book



はじめに

2 月末の政府によるテレワークの要請から半年以上が経過。依然、新型コロナウイルス感染症の危機とむき
あいながら過ごす「ウィズコロナ」の時間が続いています。この状態がいつまで続くのかはわかりませんが、
長期化するリモートワーク、人口密度を下げたオフィスでの作業が今後の私たちの働き方、働く場に与える
影響が気になるところです。

オカムラは新型コロナウイルスの脅威が去った後のニューノーマルにおいて、ワーカーが望むこと、経営者が
望むことに関するアンケートを実施しました。新しい時代にオフィスを考えるためのフレームワークとは。な
にに着目してオフィスを考えていけばいいのか。コンセプトを決めるだけでなく、本アンケートの結果を参考
にしながら「New Normal Workstyle/Workplace Principal」を策定し、公開をしています。
　
このデータブックでは、「New Normal Workstyle/Workplace Principal」を策定するにあたって元になった
アンケート結果をまとめることで、データとしてニューノーマルに何が求められるのか、どんな変化が起ころ
うとしているのかをまとめています。

ワーカー、経営者双方の視点をふまえつつ、一緒にニューノーマルを考えてみませんか。
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調査概要

2020 年 7 月 20 日～ 8 月 4 日 2020 年 8 月 10 日～ 8 月 30 日

上場企業の正規社員　14 社　282 名 従業員 100 名以上の企業経営者　300 名

インターネット経由のアンケート インターネットによるアンケート

ニューノーマルの働き方、働く場アンケート
経営者編

ニューノーマルの働き方、働く場アンケート
ワーカー編

before COVID-19

行動の制限なし
多くが同時に集まり働く

集積のメリット

行動が厳しく制限
強制的な在宅勤務
様々な困難さの表出

行動が一部制限
密度のコントロール
多様な働き方を体験

現在このあたり？

行動の制限なし
場所を個人が選択

集積＋分散のメリット

感染拡大の危険性高い 感染拡大の危険性未知数感染拡大の危険性なし 感染拡大の危険性なし

Emergency COVID-19 with COVID-19 New Normal

コロナ禍以前 緊急事態宣言下 ウィズコロナ ニューノーマル

fig. ニューノーマルに向けた変化



ニューノーマルの働き方

【経営者】ニューノーマルで採用したい働き方 【ワーカー】ニューノーマルでおこないたい働き方

ニューノーマルにおいて、経営者はどのような働き方をさせようとしているのか。そしてワーカーはどのよ
うに働くことを望んでいるのか。関心が高い部分です。

経営者にニューノーマルの働き方について尋ねたところ、「緊急事態が起こらない限りは全員出社で勤務時間
も固定」と答えた割合は 2 割強にとどまりました (fig.1)。一番多かったのは「今回のような事態に対応でき
るように勤務場所や時間などの柔軟性を上げる」で 4 割弱が答えています。「今回のような事態に限らず、
通常より勤務場所や時間を柔軟に選択できるようにする」と答えている人も 3 割弱いますので、コロナ禍を
経験し、かなり働き方の柔軟性を高めようとする意識が身近になったのではないでしょうか。

ワーカーにはニューノーマルにどんな働き方をしたいかについて聞きました。

結果としては、「毎日オフィスに出社して働きたい」と答えた人は 1 割にも満たず「出社を基本とし、必要
に応じてリモート」と答えた人が 6 割で一番多くなっています (fig.2)。リモートで働く経験は積んだものの、
ウイルス感染の危険性がないのであれば出社を基本にしたいという意思があらわれています。「できる限りリ
モート」という人は 2% ほどしかいません。リモートを経験したことによって、対面でコミュニケーション
をとることの効果や重要性を感じた人が多かったのではないでしょうか。
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ニューノーマルに向けたポイント

1

毎日オフィスに出社
8.70%

出社を基本とし
必要に応じてリモート

60.00%

リモートを基本とし
必要に応じて出社

29.13%

できる限りリモート
2.17%

今回のような緊急事態が
起こらない限りは基本
全員出社で勤務時間も固定

22.43%

今回のような事態に対応できるように
勤務場所や時間などの柔軟性を上げる

38.24%

今回のような事態に限らず、
通常より勤務場所や時間を
柔軟に選択できるようにする

27.94%

裁量労働制で場所や時間に
縛られずに働く
11.40%

■　経営者はコロナ禍を経験したことでより柔軟性の高い働き方を採用しようと
　　考える傾向があらわれてきている。

■　ワーカーはコロナ禍を経験したことで毎日オフィスに出社する働き方を
　　変えたいと思っている。

fig.1 fig.2



 【経営者】ニューノーマルでオフィスに求められる役割　＜複数回答：上位 3 つ選択＞

 【ワーカー】ニューノーマルでオフィスに求められる役割　＜複数回答：いくつでも＞

では、ニューノーマルでオフィスに求められる役割は　何なのでしょうか。

経営者に聞いたところ、「社員どうしがコミュニケーションをとるための場」という回答が最も多くなりまし
た (fig.3)。リモートで欠落しがちなインフォーマルコミュニケーションやちょっとした相談などコミュニ
ケーション目的でオフィスに来ることは増えると考えられます。ワーカーの回答でも 2 位になっていること
から、オフィスはコミュニケーションをとる場、という認識が高まるのは間違いないでしょう。また、「リモー
トで働けない人たちを受け入れる場」という回答が 2 位になっています。機密書類を扱ったり、専用の機器
を操作したりなどリモートで働くことが困難な方に配慮した回答となっています。

同じ質問をワーカーに聞いたところ、経営者の回答ではあまり多くなかった「チームワークを高める場」が
トップにあげられています (fig.4)。リモートで働いてみると個人で完結する作業や、コツコツとこなす事務
処理などは効率よく行えるのですが、チームとして一緒に作業を進めることが困難であったりする経験がこ
うした意識を生み出しているのでしょう。
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11.34%社外のひとと一緒に新たな事業を生 み出し ていく 場

18.62%チームワークを高める場
18.62%事務処理など紙を使う仕事のみをお こなう 場
18.62%教育や研修など人材育成をおこなう場

38.46%

31.58%

リモートで働けない人たちを受け入れる場
重要な意思決定をおこなうための場

49.80%

19.43%

12.15%

11.34%

2.02%

1.21%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

社員どうしがコミュニケーションをとるた めの場

顧客をもてなしたり、ブランディン グをお こなう 場

重要書類などを保管しておくための倉庫としての場
本社所在地など登記のために最低限必要な場

社員に福利厚生を提供する場

その他

52.65%

50.44%

48.67%

48.23%

36.28%

35.84%

35.84%

29.20%

22.57%

11.50%

7.08%

2.21%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

チームワークを高める場

社員どうしがコミュニケーションをとるための場

重要な意思決定をおこなう場

顧客をもてなしたり、ブランディングをおこなう場

教育や研修など人材育成をおこなう場

重要書類などを保管しておくための倉庫としての場

リモートで働けない人たちを受け入れる場

事務処理など紙を使う仕事のみをおこなう場

社外の人と一緒に新たな事業を生み出していく場
本社所在地など登記のために最低限必要な場

社員に福利厚生を提供する場

その他

ニューノーマルに向けたポイント
■　経営者もワーカーもコロナ禍を経験し、「オフィスはコミュニケーションの
　　ための場」という意識が高まってきている。

fig.3

fig.4



かたっあは化変に感体一のムーチでとこく働でトーモリ】ーカーワ【 

【ワーカー】仕事のヒントになる情報を得る機会の変化

チームで働くことに対して関心を示していたワーカーですが、リモートで働くことでチームの一体感は変化し
たのでしょうか。聞いてみたところ半数の人が「変化しなかった」と答えています (fig.5)。ただし、「変化しなかっ
た」を除いてみると、低下する傾向にあった人が 3 割強、高まる傾向にあった人が約 15% となっているので、
どちらかというと低下する傾向が強かったのではないかと思われます。こうしたことからも前述のようにオフィ
スの役割として「チーム力を高める場」という回答がトップになっているのではないでしょうか。

続いてリモートで働くことによって仕事のヒントになる情報を得る機会が変化したか聞いてみました (fig.6)。
一番多かった回答は「変化しなかった」で 4 割強となっていますが、減少する傾向にあった人が約 45% いると
いうことがわかりました。増加したという人は約 15% にとどまるため、一部の人はヒントになる情報を得る
機会を逃す傾向にあったと言えます。
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非常に高まった
0.87%

やや高まった

14.85%

変化しなかった

50.66%

やや低下した

30.57%

著しく低下した
3.06%

非常に増加した
1.31%

やや増加した
13.10%

変化しなかった

41.48%
やや減少した

27.51%

著しく減少した
16.59%

fig.5

fig.6



【経営者】ニューノーマルで積極的に採用したい人材　＜複数回答：上位 3 つ選択＞

【ワーカー】ニューノーマルで一緒に働きたいチームメンバー　＜複数回答：いくつでも＞

ニューノーマルにおいて求められる人材についても聞いてみました。

経営者の回答で多かったのは「リモートでも仕事の成果を評価できる」でした (fig.7)。コロナ禍において部
下たちの働きぶりを把握することが困難になる場面もあったかと思います。そうした際に適切な評価、状況
の共有ができる人材というのはとても重宝されるようです。

ワーカーの回答では「仕事面でも精神面でも自律して仕事をこなす」がトップになっています (fig.8)。経営
者の結果でも 2 位になっていることからどちらからも求められる人材であることがわかります。リモートで
働いてみると、意外ともどかしいのが「確認」や「催促」といったコミュニケーションのタイミングがはか
りづらいことです。自律して判断ができるというメンバーは必要以上にそうした機会を生まないための能力
を備えているため、選ばれるのではないでしょうか。
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ニューノーマルに向けたポイント
■　経営者もワーカーも「自律して仕事がこなせる」人材を採用したり、一緒に
　　働きたいと考えている。「自律」はニューノーマルにおいて重要になる。

10.67%社外に知り合いが多く、人と人をつなぐ
12.33%副業や学び直しなど自分の力を伸ばそうとする
12.67%仕事だけでなく、明るく場を和ませてくれる

20.67%語学力にたけている

35.67%判断が素早く、挑戦を促す
39.33%ＡＩやデータサイエンスの知識を持っている

40.00%リモートでコミュニケーションが適切にとれる
48.33%仕事面でも精神面でも自律して仕事をこなす

55.67%リモートでも仕事の成果を評価できる

23.67%

1.00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

周囲の健康面、精神面を気にかけてくれる

その他

61.95%

59.73%

57.52%

53.54%

33.19%

28.76%

28.76%

24.78%

24.78%
12.83%

0.88%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

仕事面でも精神面でも自律して仕事をこなす

判断が早く、挑戦を促す

リモートでも仕事の成果を評価できる

仕事だけでなく、明るく場を和ませてくれる

周囲の健康面、精神面を気にかけてくれる

リモートでコミュニケーションが適切にはかれる

AIやデータサイエンスなどの知識を持っている

社外に知り合いが多く、人と人をつなぐ

副業や学び直しなど自分の力を伸ばそうとする

語学力にたけている

その他

fig.7

fig.8



【経営者】 ニューノーマルで重要となるワーカーの姿勢
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fig.9

ニューノーマルに雇用したい人材、一緒に働きたいチームメンバーについては自律性が高いことが上位にあげ
られました。それでは、さらに一歩踏み込んで、経営者はワーカーに仕事に対してどのような姿勢で働いてほ
しいと考えているのでしょうか。いくつか選択肢を提示して、重要だと思うものを答えてもらいました (fig.9)。

一番重要だと共感が得られたのは「働くことが楽しく、幸せだと感じる」で半数弱の経営者が「非常に重要」
であると感じており、「ある程度重要」とあわせると約 95% もの経営者が重要だと答えています。以前は「給
料をもらっているのだから苦しくて当然」「仕事がたのしいというのは甘い」といった考えもありましたが、
そういった考えは次第に変化してきているのかもしれません。

次いで「仕事も人生の一部だと考え、前向きに取り組む」「後輩を育て、優秀なチームを作ろうとする」がほ
ぼ同数で重要だと考えられています。全体としてポジティブな選択肢を提示したので、どの選択肢も重要だ
という共感を得ていますが、この 2 つはその中でも 9 割の人が重要だと思っていることから、今後ワーカー
がそういった姿勢で働けるような環境を作りだしていくことが重要だと言えます。

4 位に「仕事 100％ではなく、生活と仕事のバランスを考える」、5 位に「チームで連携し素早く問題を解こ
うとする」が続いていることから、これからは「ポジティブ思考」「ワークライフバランス」「チームワーク」
などがより一層求められていくのではないでしょうか。

26.33% 59.00% 12.67% 2.00%
オフィスに多彩な人材が集まり

新鮮な話題に触れられる

18.67% 50.33% 24.00% 7.00%
職場に来ることで癒される

充実感を得る

39.67% 50.33% 8.33% 1.67%
後輩を育て

優秀なチームを作ろうとする

38.00% 51.33% 9.00% 1.67%
仕事100％ではなく

生活とのバランスを考える

47.00%

39.67%

35.00%

25.67%

20.67%

47.33%

50.33%

51.33%

56.33%

51.33%

3.67%

7.67%

11.67%

15.00%

23.00%

2.00%

2.33%

2.00%

3.00%

5.00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

56.33%

(%)

働くことが楽しく
幸せだと感じる

仕事も人生の一部だと考え
前向きに取り組む

28.00% 54.00% 14.00% 4.00%
効率を意識し

最短でゴールを目指そうとする

チームで連携し
素早く問題を解こうとする

働く環境に居心地の良さや
愛着を感じる

相談したい、会いたい人が
いるから職場に来る

非常に重要 ある程度重要 あまり重要ではない まったく重要ではない

ニューノーマルに向けたポイント
■　経営者が重要だと感じている働く姿勢として「ポジティブ思考」「ワークラ
イフバランス」「チームワーク」などがあげられる。



【ワーカー】オンライン会議のスキルは向上したか

【ワーカー】ペーパレスは普及したか

コロナ禍でオンライン会議に対する需要が高まり、多くの人が経験することになったのではないでしょうか。
以前は参加者の多くが会議室に集まり、どうしても出席できない人のみがリモートでつなぐといった場面が
見られましたが、今では個人個人がリモートでつなぐオンラインのみの会議もめずらしくなくなりました。
では、オンライン会議のスキルは向上したのでしょうか。ワーカーに聞いたところ、約半数の人は今回の事
態によってスキルが向上したと答えています (fig.10)。一方で「苦手意識が非常に強く、積極的には利用し
ていない」と答えた人も 2 割以上います。

続いてリモートで働くことによってペーパレスが普及したかについても聞いてみました。出社が制限され、
書類をすべて持ち帰ることや出力することが困難な状況にありましたが、実に 6 割の人が進んだと答えてい
ます (fig.11)。「コロナ禍以前より普及していた」と答えた人とあわせると 8 割以上の会社でペーパレスの取
り組みが進められていることがわかりました。過去の調査結果ではテレワークが普及しない一番の要因とし
てあげられてきた書類や紙の出力に関する問題が今回の事態を機に解決されるのではないかと考えられます。
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以前より利用しており
特にスキルに変化はなかった
3.04%

コロナ禍により頻繁に
使うようになり
飛躍的にスキルが向上した
15.65%

コロナ禍により頻繁に
使うようになり
心のハードルが下がった

34.78%
コロナ禍により頻繁に
使うことになったが
まだ使いこなせていない
22.17%

コロナ禍により頻繁に
使うことになったが
苦手意識が強く
スキルは向上していない
2.61%

苦手意識が非常に強く
積極的には利用していない
21.74%

非常に進んだ
15.65%

まあまあ進んだ
45.65%

まったく進まなかった
17.39%

コロナ禍以前より
普及していた
21.30%

fig.10

fig.11



 【ワーカー】一週間で通勤にさいても良いと考える時間

【ワーカー】リモートワークの定着に必要な支援

在宅勤務中心となった今回の状況では通勤の在り方についても多くの議論が起こりました。「まったく無駄だ」
と考える人がいる一方、「仕事とプライベートを切り替えるスイッチになる」という意見もあるようです。

そこで、一週間で通勤にさいても良いと考える時間について聞いたところ、5 時間未満と答えた人が約 6 割
いることがわかりました (fig.12)。

新型コロナウイルスの感染対策として急遽実施されることになったリモートワークですが、今後あたりまえ
の働き方として定着していくためには、どのような支援をおこなっていけばいいのでしょうか。

ワーカーに尋ねたところ「個人作業の集中度を上げるための支援」「社内でオンライン会議が気軽にできるよ
うな支援」「オンライン上で共有した資料を効率よく検索できる支援」と答えた人の割合が高くなりました
(fig.13)。オンラインでやり取りをすることが増えると、ツールや行動様式にも変化があらわれます。その
中でも作業環境、仕事の効率に直結する部分を支援してほしいと感じていることがわかります。
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1時間未満
14.78%

1~3時間
15.22%

3~5時間
33.48%

5~8時間
20.43%

8時間以上
16.09%

68.58%

65.49%

61.95%

47.35%
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リモートワークと作業効率

 【ワーカー】作業内容別リモートに置き換え可能な割合

リモートワークを体験してみると、効率が上がる仕事とそうでない仕事があることがわかります。ワーカーは
効率が上がるやり方や場所を選択したいと思いますし、経営者も成果が上がる働き方や場所を使うべきだと考
えるでしょう。本章ではワーカーアンケートからリモートワークと作業効率と場所について見てみましょう。

まず、仕事のどれくらいの割合がリモートでの作業に置き換え可能なのでしょうか (fig.14)。社内会議については
6 割近い人が 5 割以上をリモートに置き換え可能であると答えています。社外会議は 5 割以上置き換え可能と答
えた人がシャアい会議より減り、約半数になりました。会議以外の作業についても半数弱の人が 5 割以上置き換
え可能であると答えています。

一方で偶発的な会話や雑談については 65% 以上の人が 3 割も置き換えられないと答えています。仕事に直結する
ような作業の場合には、今回の事態を経験することでリモートに置き換え可能なものがあるという意識が高まっ
たと考えられますが、集まって、顔をあわせて働くことで生まれる偶発的な雑談に関しては、リモートに置き換
え可能だと感じている人が極端に少ないことがわかります。

雑談などにインフォーマルコミュニケーションは組織において潤滑油のような役割を果たすと言われています。
仕事を頼みやすい、気軽に相談しやすいといった人間関係の素地をつくるために役立つわけです。リモートで働
くことによってそうしたメリットが失われないように、定期的に顔をあわせる機会を設けるなど、工夫をする必
要があると考えられます。
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ニューノーマルに向けたポイント
■　社内会議、社外との会議、会議以外の仕事の約半数がリモートに置き換える
　　ことが可能。

■　偶発的な会話 ( 雑談 ) はリモートに置き換えることが困難である。



【ワーカー】作業別、リモートワークによる効率変化

作業別にリモートでおこなった際に効率が上がるかを尋ねました (fig.15)。

「個人で集中しておこなう作業」では 7 割以上の人がリモートでおこなったほうがはかどると答えています。
「事務処理など淡々とこなす作業」についても 6 割以上の人がリモートの方がはかどるようです。これは以
前テレワーク実験やテレワークデイズなどでとったアンケートとも共通する傾向で、オフィスにいるときよ
りも邪魔をされる要素が少ないためだと考えられます。

一方で「社内メンバーと一緒に進めていく作業」と「社外メンバーも含めて進めていく作業」については逆
の傾向があらわれています。「社内メンバーと一緒に進めていく作業」をリモートでやったほうがはかどると
答えた人は 8% にも満たず、6 割以上の人がリモートははかどらないと答えています。「社外メンバーも含め
て進めていく作業」についてもリモートの方がはかどると答えた人は 5% 以下にとどまり、リモートでおこ
なうとはかどらないと答えた人は 5 割を超えます。

「上司や部下への報告作業」については「変化しない」と答えた人が一番多くなっていますが、「変化しない」
を除くと、リモートの方がはかどらないと答えた人が多くなっています。

個人で行う作業についてはリモートが効果的ですが、チームで情報や状況を共有しながらおこなう作業につ
いてはリモートでは効率が落ちる傾向があるようです。今後はワーカー自身がその日におこなう作業の内容
に合わせて、自律的に、オフィスに出社しておこなったほうがいいのか、リモートでおこなうのがいいのか
の判断をすることが重要になってくると言えます。
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ニューノーマルに向けたポイント

■　個人で完結する作業や、淡々とこなしていく作業についてはリモートでおこ
　　なうことで効率が上がる。

■　複数人数で一緒に進めていく作業についてはリモートでおこなうと効率が著
　　しく低下する。リモートではおこなわないことが重要。

fig.15



【ワーカー】作業別の効率＜リモートがはかどるかオフィスがはかどるか＞

次に作業別の効率と場所の関係性について見ていきましょう。

結果としては「個人作業 (資料作成など )」以外は圧倒的にオフィスでおこなうほうがはかどる作業が多いことが
わかります (fig.16)。fig.15 の結果においても個人作業や事務作業はリモートでおこなうことで効率が上がるとい
う結果になっていましたが、場所との関連付けでもリモートのほうがはかどると答えた人が 6割を超えました。

他の作業では「ちょっとした相談」では約 75% の人がオフィスの方がはかどると答えています。「社内会議」、「上
司、部下への報告」も 6 割以上、「意思決定」や「社外もまじえた会議」については 5 割以上の人がオフィスの
方がはかどると答えていることから、リモートの作業に置き換え可能な仕事の割合はそれなりにあったとして
も、個人で完結する、淡々とこなす作業以外はオフィスでやったほうが効率が上がるということがわかります。

「オンライン会議」については「変化しない」と答えた人が半数となっており、オフィス、リモートどちらの
環境でおこなっても効率に影響を与えないと感じている人が多いことがわかりました。

今回の事態で多くの人がリモートワークを経験し、コロナ禍が去った後もリモートワークが定着するのでは
ないかという考えから「オフィス不要論」が上がってきていますが、実際にはオフィスでおこなったほうが
効率がいい仕事はたくさん存在し、オフィスの重要性が下がったわけではないことがわかります。

ただし、今回は急遽、在宅に限定されたリモートワークをおこなうことになったため、リモート側の環境が
整備されていなかったことも、リモートが低評価になった要因であると考えられます。
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ニューノーマルに向けたポイント
■　個人でおこなう作業以外はリモートの評価が低くなっており、オフィスでお
　　こなったほうが効率が良い。

■　急遽、在宅に限定されたリモートワークをおこなうようになったため環境が
　　制限されたうえ、整備されていなかったというのも原因と考えられる。

fig.16



ニューノーマルの働くルール

【ワーカー】 現在の業務で週何日リモートワークが可能か

【ワーカー】オフィスと自宅以外に働く場所の選択肢があったほうがいいか

ウィズコロナの期間が長期化する中で、次第にリモートで働く習慣が身についてきました。ウイルス感染の危険
が去った後のニューノーマルでは、より柔軟な働き方が普及していくものと想定されます。では、柔軟な働き方
を実現するためのルールやサービスについて経営者やワーカーはどのような意識を持っているのでしょうか。

ワーカーに今回の事態を経験したうえで、オフィスと自宅以外に働く場所の選択肢を持つことの意義を聞いた
ところ、7 割の人が選択肢があったほうが良いと感じていることがわかりました (fig.17)。ウイルス感染対策の
ため、現状は在宅に限られていすが、ニューノーマルにおいては本来の目的でもある「どこでも働ける (Work 
from Anywhere)」を実現していくことが重要になってきます。

実際に現在の業務内容をもとにして、週何日リモートで働くことが可能かをたずねると、「2 日」「3 日」という
人が多く、約 7 割となりました (fig.18)。「リモートはできない」という人は 2% しかいませんでした。
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【経営者】今後シェアオフィスのようなオフィス以外で働ける制度を導入するか

【ワーカー】ニューノーマルに会社契約のシェアオフィスを利用するか

ニューノーマルで利用が拡大しそうなサービスのひとつにシェアオフィスがあげられます。

経営者に今後シェアオフィスなどオフィス以外の空間を使って働ける制度を導入するか聞いたところ、半数
以上が「今後も導入の予定はない」と答えています (fig.19)。コロナ禍に際して導入や検討を始めた企業は
2 割となっています。

働く場所の選択肢を増やすことの意義を感じた人が多かったワーカーにも、ニューノーマルに会社契約のシェ
アオフィスを使って働くかを聞いたところ、8 割以上の人が「今後も利用する予定はない」と答えました
(fig.20)。現状在宅とオフィスという二択の中で、まだシェアオフィスなどで働いた経験を持たない人も多
くいると考えられます。経営者としては 4 割ほどが導入、または導入を検討していることから、まずは試し
に使ってみることがいいのではないでしょうか。
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【経営者】在宅勤務制度の導入状況

【経営者】中抜け可のコアなしフレックスタイム制度の導入状況

では、現状どれくらいの企業が柔軟な働き方のいろいろな制度を導入しているのでしょうか。そしてコロナ禍
によってそれらの制度の導入に変化はあったのでしょうか。経営者を対象に聞いてみました。

在宅勤務制度については今愛の事態以前から約 35% が導入済みと答え、今回の事態に際して導入した企業とあ
わせると 65% が導入していることがわかります (fig.21)。

柔軟な働き方を実現するために働く場所の自由度を上げるだけでなく、働く時間の自由度を上げることも重要
です。在宅勤務などでは、家事を合間に挟んだり、育児や介護をおこないながらといった場面も想定されます。
時間の自由度が高い中抜け可のコアなしフレックスタイム制度の導入状況について聞いたところ、約 3 割の企
業で導入済みであり、導入を検討している企業とあわせると半数にのぼることがわかりました (fig.22)。一方
で「今後も導入の予定はない」という企業も 4 割以上あります。
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【経営者】時間単位有給休暇制度の導入状況

【経営者】勤務間インターバル規制制度の導入状況

日単位ではなく、1 時間単位で有給休暇が取得できる時間単位有給休暇制度については 3 割以上の企業で以
前より導入済みで、今回の事態に際して導入した企業とあわせると約 45% になります (fig.23)。有給休暇の
取得率を上げ、ワークライフバランスの改善をはかろうとしている企業が増えてきているようです。

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する勤務間インターバル規制制度 * の導入状
況について聞いたところ、3 割の企業が以前より導入済みで、今回の事態に際して導入した企業とあわせる
と 40% になります (fig.24)。政府は「知らない企業を 1 割以下、導入している企業を 1 割以上」を目標に
推進してきましたが、それを上回る割合の企業が導入していることがわかります。
*インターバルの時間は EU において 11 時間と決められており、日本もそれに準じています。
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 【経営者】ジョブ型雇用制度の導入状況

 【経営者】リカレント教育制度の導入状況

今回のコロナ禍で在宅勤務をする機会が増えたために注目を集めているのが、仕事の範囲を明確化し、専門性
の高い人材を育てていくジョブ型雇用です。そのジョブ型雇用の導入状況について聞いたところ、すでに導入
している企業は 2 割弱にとどまり、今回を機に導入した企業とあわせても 3 割に満たないことがわかりました
(fig.25)。「今後も導入の予定はない」と答えている企業が 45% 以上という結果から、まだ本格的に導入の機運
が高まっているとは言えません。

個人のキャリア形成を支援するリカレント教育 ( 生涯学習、学び直し支援 ) 制度の導入状況を聞いてみたところ、
すでに導入していた企業は 2 割強、今回の事態に際して導入した企業をあわせても 3 割にも満たないことがわか
りました (fig.26)。「今度も導入の予定はない」と回答した企業が半分近くを占めますので、一般的な制度として
定着するには時間がかかりそうです。
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【経営者】サバティカル支援制度の導入状況

【経営者】カムバック制度の導入状況

リカレントと同様に個人のキャリア形成を支援するサバティカル ( 長期休暇をともなう外部組織での勤務 ) 支援
制度の導入状況について聞いたところ、すでに導入していた企業は 16%、今回の事態に際して導入した企業をあ
わせても 25%にとどまることがわかりました (fig.27)。「今後も導入の予定はない」と答えた企業が半数を超え
ています。組織にとってのメリットがわかりにくいことから、導入が進んでいないのではないかと思われます。

いったん会社を離れた人が再び戻ってくることを支援するカムバック制度の導入状況について聞いたところ、以
前より導入していた企業は 26%、今回の事態に際して導入した企業とあわせても 35%にとどまることがわかり
ました (fig.28)。「今後も導入の予定はない」という企業は 4割を超えます。過去の経験や技術を活かして働くこ
とができるため、注目が集まっていますが、まだ一般的な制度にはなっていないようです。
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【経営者】副業制度の導入状況

コロナ禍以前より話題を集めていた副業制度の導入状況について聞いたところ、すでに導入していた企業が 2
割、今回の事態に際して導入した企業をあわせても約 27% であることがわかりました (fig.29)。半数以上の企
業が「今後も導入の予定はない」と答えています。本業と相乗効果のある副業と考えると、なかなか難しく、
導入にいたっていないのではないかと考えられます。

ニューノーマルの働くルール　|　18

12.33%

8.00%

3.00%

4.00%

5.33%

7.33%

6.00%

54.00%

今回の事態以前から
全社員を対象に導入済み

今回の事態以前から
一部社員を対象に導入済み

今回の事態に際して
全社員を対象に導入

今回の事態に際して
一部社員を対象に導入

現在、全社員を対象に
導入を検討中

現在、一部社員を対象に
導入を検討中

その制度については
知らないわからない

今後も導入の予定はない

ニューノーマルに向けたポイント
■　ニューノーマルにオフィスと自宅以外に働ける場所の選択肢を持った方がい
　　いことを 7 割のワーカーは自覚している。

■　半数以上の経営者はシェアオフィスで働ける制度を今後も導入する予定はない。
　　コロナ禍に際して約 2 割の企業が導入、もしくは導入を検討している。
■　在宅勤務制度はコロナ禍以前より 35% 以上の企業が導入済み。今回の事態で
　　導入した企業をあわせると 65% が導入している。

■　時間の自由度を上げる中抜け可のコアなしフレックスタイム制度については
　　導入している企業と検討している企業をあわせると約半数にのぼる。

■　時間単位有給制度や勤務間インターバル規制制度などワークライフバランスの
　　改善に向けた制度も今回を機に導入されつつある。

■　在宅勤務にともなって話題となったジョブ型雇用制度について導入している
　　企業は 2 割にとどまり、まだ一般化されているとは言えない。
■　リカレントやサバティカルといった個人のキャリア形成のための制度はあまり
　　普及しておらず、一般化には時間がかかると思われる。

■　コロナ禍以前より話題になっていた副業制度についてはすでに導入していた
　　企業は 2 割、今回導入した企業をあわせても 3 割に満たない。

fig.29



ニューノーマルのオフィスの在り方

【ワーカー】 ニューノーマルにおいて一番仕事をしたい場所はどこか

【経営者】ニューノーマルにおいて、あなたの会社にオフィスは必要か

ウイルス感染対策として在宅勤務を実施、オフィスはホテリング運用 * をおこない、オフィスの人口密度を下
げて働くとコロナ禍以前よりもオフィスを広く使うことができます。また、在宅勤務をすると、通勤時間が無
くなるために時間の有効活用が可能になり、オフィスに行く意味も変わってきています。コストの面から考え
ると使われていないオフィスの部分は削減したほうがいいのではないか、あるいは通勤定期代支給を廃止して
都度清算するほうがいいのではないかという議論が起こっています。中には「オフィス不要論」のような極端
なものまで出てきている状況です。* ホテリングとは複数人で座席をシェアし、予約して利用するオフィス運用方法です。

そこで経営者にズバリ、ニューノーマルにおいてあなたの会社にオフィスは必要かを聞いてみました。回答
としては 9 割が「非常にそう思う」「そう思う」と答えています (fig.30)。

同じようにワーカーに対してもニューノーマルにおいて一番仕事をしたい場所を聞いたところ、「自分のオ
フィス」と答えた人が半数を占め、他の選択肢を大きく引き離してトップになっています (fig.31)。
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【経営者】ニューノーマルにおいてオフィスの床面積を変化させるか

【ワーカー】ニューノーマルにオフィスの床面積はどのように変化するか

ニューノーマルにおいても経営者はオフィスが必要だと考えており、ワーカーもオフィスで働きたいと感じ
ていることがわかりました。ではオフィスの床面積は変化しないのでしょうか。

経営者にニューノーマルにオフィスの床面積を変化させるかを聞いたところ、6 割以上の人が「変化させない」
と答えました (fig.32)。減らす意向の人も約 25％いますが、増やす意向の人も 12% ほどいます。多くの人
が面積の変化を想定していない中で、どちらかというと減らす傾向があらわれていると言えます。

ワーカーにもニューノーマルにオフィスの床面積はどのように変化するかを聞いたところ、「余分な機能空間
* が減少する」がトップで 4 割ほどになりました (fig.33)。一方で「特定の機能空間が増加する」と答えて
いる人も 3 割ほどいることからコロナ禍を経て、オフィスに求められる機能が変化し、面積配分の組み換え
が起こると感じている人が多いことがわかります。
*機能空間とは、「執務」「会議」「受付」など特定の機能をもった空間を言います。機能空間についてのデータは第 6 章でご紹介しています。
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 【経営者・ワーカー】ニューノーマルにおけるオフィスの立地と働き方

オフィスの床面積の変化とともに気になるのが、どこにどれくらいの規模のオフィスを構えるのかという立地
の問題です。これについては経営者、ワーカー双方にこれからのオフィス戦略としてオフィスの立地はどうあ
るべきかを聞きました (fig.34)。

経営者の回答で多かったのは「交通の便が良い都市部に社員の多くが集まって働く拠点を構える」という回答
でした。これは従来から多くみられる都市部に大きな本社を構え、全員がそこに出社して働く形態を今後も続
ける企業が多いということを示しています。次に「都市部に小さな本社機能をもった拠点を置き、その周辺に
拠点を分散させて働く」が多くなっています。コロナ禍以降、オフィスの分散化の話題も多く聞かれており、
BCP の観点以外からもそうした検討をおこなう企業が増えてきているものと思われます。

ワーカーの回答を見ると「都市部に小さな本社機能をもった拠点を置き、それ以外はリモートで働く」の割合
が一番多くなりました。今回の事態を受けて、全員が一か所に集まって働く必要はないのではないかと考えて
いる人が多いことがわかります。
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ニューノーマルに向けたポイント
■　ニューノーマルにおいても 9 割の経営者は自社にオフィスが必要だと考え、
　　ワーカーの半数が一番仕事がしたい場所として自分のオフィスをあげている。
■　6 割以上の経営者はニューノーマルにおいてオフィスの床面積を変化させる
　　つもりはない。
■　オフィスの立地と働き方について経営者の 3 割はこれまでどおり、交通の便が良い都市
　　部に社員の多くが集まって働く拠点を構えることを望んでおり、この回答が一番多い。
■　オフィスの立地と働き方についてワーカーの 3 割は都市部に小さな本社機能をもっ
　　た拠点を置き、それ以外はリモートで働くことを望んでおり、この回答が一番多い。

fig.34



【ワーカー】 今後投資を増加させるべき働く環境のカテゴリ

 【経営者】リモートで働ける事が業績向上に有効だと感じたか

ニューノーマルにおいては以前より働く場所の選択肢が増え、働き方の制度などもより柔軟になっていくと考
えられています。そうした際に気になるのが経営者は今後働く環境にどう投資をしていこうと考えているのか
ということです。本章ではニューノーマルにおいて経営者が考えていることを分野に分けて見ていきましょう。

まず、今回の事態を受けてリモートで働ける事が会社の業績向上に有効だと感じたかストレートに聞いてみ
ました (fig.35)。結果として半数以上の経営者が有効だと感じていることがわかりました。ただ、感じなかっ
た人との差はわずかです。コロナ禍を受けて企業の業績が悪化する中でのアンケートということで、直近の
業績と照らし合わせると、有効ではないと感じられている方も多いのではないでしょうか。

一方、ワーカーに投資を増やすべきカテゴリについて聞いたところ、「ノート PC やスマートフォンなどリモー
トで働くための機器に対する投資」がトップになりました (fig.36)。次いで「自宅や実家を働きやすくするた
めの投資」が 20% となり、リモートで働くために今までおこなわれてこなかったカテゴリが上位に来ています。
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【経営者】現在使用しているオフィスへの投資を変化させるか

 【経営者】シェアオフィスなど、分散して働くための場所に対する投資を変化させるか

経営者に現在使用しているオフィスに対する投資を変化させるか聞いたところ、半数以上の経営者が「変化
させない」と答えました (fig.37)。ニュースなどではリモートワークをする従業員を増やし、オフィスを削
減する動きなどが取り上げられていますが、減らすと答えた人は 20% 強にとどまりました。増やすという意
見の人も同程度いますので、極端に減らす傾向が強いわけではないことがわかります。まだコロナ禍の出口
が見えていないということで様子見の状態の人も多いのかもしれません。

次にシェアオフィスなど、分散して働くための場所に対する投資についても聞きました (fig.38)。コロナ禍
においては多くの人が働く場を在宅かオフィスかの 2 択で過ごしていますが、本来の柔軟な働き方とは社内
サテライトやシェアオフィスなどを使いこなして効率的に働くことを目指すものです。回答を見ると、半数
強の経営者が増やそうと考えていることがわかります。コロナ禍以前はあまり利用が一般化していなかった
こともあり、減らす傾向の人はとても少なくなっています。
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【経営者】社内 SNS や会社携帯電話など ICT に対する投資を変化させるか

 【経営者】魅力的な人材を採用するための投資を変化させるか

リモートで働く際に欠かすことができないのが ICT 機器やコミュニケーションのためのシステムです。これ
らへの投資を変化させるかを聞いたところ 6 割の経営者が投資を増やそうと考えていることがわかりました
(fig.39)。今回の事態で、固定電話、デスクトップ PC を使用して働いている人は非常に困難な状況に置か
れました。日常リモートで働かない人もいざという時のためにどういった対策をとっておくと困らないのか、
BCP 的な観点からも投資すべき ICT を精査する必要がありそうです。

コロナ禍においては就職活動の方法も変化し、オンラインで面接やインターンをおこなっている企業も多く
なっています。以前より優秀な人材の確保については積極的な投資がおこなわれていますが、ニューノーマ
ルでそれを変化させるか聞いたところ、約半数の経営者は人材確保のための投資を増やそうとしていること
がわかります (fig.40)。また「変化させない」も 47% と大きな割合を占めています。景気後退が唱えられる
中、それでも積極的に人材に投資をしていこうという企業が多いことがわかります。
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 【経営者】健康に働くことができるための環境に対する投資を変化させるか

【経営者】空間を介したブランディングのための投資を変化させるか

ニューノーマルにおいてはパンデミックに対応するだけでなく、従業員が肉体的、精神的なストレスを過度
に受けないような環境を整え、心身の健康を意識することも求められます。

そこで健康に働くことができるための環境に対する投資を変化させるか聞いてみたところ、半数の経営者は
投資を増やそうとしていることがわかりました。「変化させない」もほぼ同数となりました (fig.41)。

最後にエントランス周りやショールームなど空間を介したブランディングのための投資を変化させるか聞い
たところ、6 割以上の経営者は投資を「変化させない」と答えていますが、どちらかというと増加させる傾
向にあるといえます (fig.42)。
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ニューノーマルに向けたポイント
■　オフィス不要論が唱えられる中、働くための環境に対する経営者は投資を
　　変化させない、増加させるといった意見が多くみられる。

fig.41
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ニューノーマルのオフィスの機能

【経営者】 社内用会議室の重要度変化 【ワーカー】 社内用会議室の重要度変化

【ワーカー】個人執務席 ( 自席 ) の重要度変化

オフィスの床面積変化について、ワーカーは「特定の機能空間が増える」や「不要な機能空間が減る」と回答し
ていましたが、ニューノーマルにおいて機能空間の価値は変化するのでしょうか。本章では経営者、ワーカー双
方に機能空間の重要性変化について聞いた結果を見てみましょう。

最初にワーカーがニューノーマルにおいて個人執務席 ( 自席 ) の重要度についてどう感じているか聞いてみました
(fig.43)。一番多かったのは「変化しない」という回答ですが、低下する傾向と答えている人が約 4 割と重要度は
やや下がっていくと感じている人が多い状況になっています。

社内用会議室の重要度については経営者、ワーカー両方に聞きました。双方とも一番多かった回答は「変化し
ない」で約 4 割を占めます (fig.44,45)。ただし、重要度が増すとの回答が経営者では 5 割近く、ワーカーでは
約 35% になっており、どちらかというと重要度が増すと感じている人が多い傾向があります。
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非常に重要になる
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8.41%

非常に重要になる
7.52%
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39.38%

やや重要度が低下する

21.68%

重要度が大きく低下する
2.65%

非常に重要になる
20.22%

やや重要度が増す

28.68%
変化しない

39.34%

やや重要度が
低下する
11.40%

重要度が大きく低下する
0.37%

fig.43
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【経営者】カフェなど交流空間の重要度変化 【ワーカー】カフェなど交流空間の重要度変化

             【経営者】オンライン会議のためのブース、
　　　　　　　　個室の重要度変化

             【ワーカー】オンライン会議のためのブース、
　　　　　　　　　個室の重要度変化

カフェやラウンジなどの交流空間の重要度変化についても聞きました (fig.46,47)。経営者、ワーカーともに変
化しないが 4 割以上と最も多くなりましたが、どちらかというと重要度が増すと感じている人の方が多い傾向
がみられ、その傾向はワーカーのほうに強くあらわれています。

今回の事態を機にオンライン会議の普及が進みましたが、そうしたオンライン会議をおこなう際に気になるの
は音の問題です。そこでオンライン会議のためのブースや個室の重要度が変化したかについて経営者とワーカー
両方に聞いてみました。

結果としては経営者の半数以上、そしてワーカーの 8 割以上がこうした空間の重要度が増すと考えていること
がわかりました (fig.48,49)。特にオンライン会議を頻繁におこなうであろうワーカーにとって、こうした設え
の整備が急務となっていくのではないでしょうか。
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11.95%

やや重要度が低下する
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0.44%
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【ワーカー】チームで働くためのプロジェクトルームの重要度変化

             【経営者】ショールームやエントランスなどブラン
　　　　　　　　ディングのための空間の重要度変化

             【ワーカー】ショールームやエントランスなどブラン
　　　　　　　　　ディングのための空間の重要度変化

ショールームやエントランスなどブランディングのための空間の重要度変化を経営者、ワーカー両方に聞いた
ところ、どちらも「変化しない」が半数程度と一番多くなっていますが、経営者の方がより重要度が増すと感
じている人の割合が多いことがわかります (fig.50,51)。

リモートで働くようになるとチームのための一体感が若干下がる傾向にあることがわかりましたが、ではチー
ムで働くためのプロジェクトルームのような空間の重要度に変化はあるのでしょうか。

ワーカーに聞いてみたところ、6 割以上の人が重要度が増すと答えています (fig.52)。低下すると答えている人
は 1 割にも満たないことがわかります。オカムラでは以前より「部室」と名付けたチームの拠り所になる空間
の提案を行ってきましたが、リモートで働くことが多くなる今後は、さらにチームで目的や感覚を共有して働
くための空間が重要になってくると言えます。
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非常に重要になる
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変化しない
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変化しない
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9.73%
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変化しない
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0.88%
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【ワーカー】オフィスが快適だと感じる要因＜複数回答＞

【ワーカー】他拠点の人が働ける共有席

リモートで働く場所の選択肢の一つとして社内サテライト ( 他拠点 ) で働く機会も今後増えてくるものと考
えられます。そこで、オフィス内で他拠点の人が働ける共有席の重要度が変化するかワーカーに聞いてみま
した (fig.53)。結果としては 6 割以上が重要度が増すと答え、低下すると答えた人は 1 割にとどまりました。

ここまで機能空間の重要度変化を見てきましたが、そもそもオフィスが快適であると感じる要因は何なので
しょうか。ワーカーに快適と感じる要因について聞いてみたところ、「空間的な余裕があり、リラックスでき
る」という回答が非常に高い割合になりました (fig.54)。

ウイルス感染の危険性から、現在オフィス内の人口密度が低くなり、空間的な余裕を感じている方も多いの
ではないでしょうか。ニューノーマルにおいてはできる限り多くの人を収容するという考え方ではなく、余
裕をもって快適に過ごせるオフィスを作りだしていくことが重要になります。
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非常に重要になる
10.18%

やや重要度が増す
52.65%

変化しない
26.99%

やや重要度が低下する
7.52%

重要度が大きく低下する
2.65%

76.11%

45.58%

43.36%

38.94%

31.42%

19.47%

17.26%

10.18%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

空間的な余裕があり、リラックスできる

気兼ねなくオンライン会議ができる音環境

軽く体を動かしたり、自席を離れて気分を切り替えられる

周囲のメンバーに邪魔されずに集中できる

窓を開けて外気を取り入れることができる

お茶が飲める、お菓子がつまめる

リビングにいるときのように落ち着く

好きな音楽を聴くことができる

fig.53

fig.54



【ワーカー】備わっていたらオフィスに行きたくなる機能、要因

オフィスに集まって働く意義の第一は効率よく仕事することですが、オフィスに行く意義はそれだけでは
ないのではないでしょうか。そこでワーカーに、仕事をする以外のプラスアルファの部分でオフィスに行きた
くなる理由を聞いてみました。「○○があるとオフィスに行きたくなる」ものは何でしょうか。

回答で一番多かったのは「仲の良いメンバーに会える」で 6 割ぐらいの人があげています(fig.55)。人を集
める一番の要因は「人」のようです。欧米の企業で採用されている食堂やジムについてはそれほど多くの人が「行
きたくなる」と感じるわけではないことがわかりました。

「その他」の回答の中には「仕事以外の理由でオフィスに行くことはない」「仕事以外のことをオフィスでした
くない」という回答が複数あり、オフィスは仕事の場ときっちり意識して働いていることがわかりました。
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57.08%

38.50%

34.51%

24.34%

20.80%

9.29%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

仲の良いメンバーに会える

社員食堂でヘルシーな食事が提供されている

カフェでお茶を飲みながら談笑できる

社外の著名人の講演が聞けるなどイベントがある

ジムがあって運動ができる

その他

ニューノーマルに向けたポイント
■　ワーカーはニューノーマルにおいて自席の重要度が変化しない、もしくは低下
　　すると考えている人が多い。

■　経営者は社内会議室の重要度が増すと考えている人が多く、ワーカーはカ
　　フェやラウンジなどの交流空間の重要度が増すと考えている人が多い。

■　オンライン会議のためのブースや個室は経営者、ワーカーともに重要度が増す
　　と答えている。特にワーカーにはその傾向が強くあらわれている。

■　チームの一体感を保つために、チームで働くためのプロジェクトルームの重要度
　　が増すと感じている人が多い。

■　リモートで働く人の受け皿となる、他拠点の人が働ける共有席の重要度が
　　増すと答えた人が多くなっている。

■　オフィスが快適だと感じる要因のトップは「空間に余裕があり、リラックス
　　できる」であった。

fig.55



企業規模による経営者意識の違い

【従業員 100 人未満の企業経営者】 
リモートで働ける事が業績向上に
有効だと感じたか
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fig.C3

【従業員 100 人未満の企業経営者】 
あなたの会社にオフィスは必要か

fig.C1

【従業員 100 人未満の企業経営者】
 オフィスの床面積を変化させるか

fig.C2

本レポートで取り扱う経営者のデータは従業員 100
人以上の企業経営者としていますが、従業員 100
人未満の企業経営者についても 383 名の回答を得
ています。ここでは企業規模で回答結果が異なるの
かを見ていきましょう。

まず、ニューノーマルにおいて会社にオフィスは必
要かという質問への従業員 100 人未満の企業経営
者の回答結果が fig.C1 です。従業員 100 人以上の
企業経営者 (fig.30) と比較すると必要だと思う人の
割合は若干低くなっていますが、それでも 8 割を超
える人が必要だと答えていることがわかります。企
業規模の大小に関わらず、多くの経営者は自分の会
社にとってオフィスは必要であると考えていること
がわかります。コロナ禍でリモートワークが普及し、
オフィスが不要になるのではないかという考え方と
は少し違った結果があらわれています。

次に、オフィスの床面積を変化させるかという質問
に対する回答を見てみましょう。従業員 100 人未満
の企業経営者は 85% 以上が「変化させない」と回答
しています (fig.C2)。これは従業員 100 人以上の企
業経営者の回答 (fig.32) と比較してとても多い割合
であると言えます。コロナ禍の収束が見えない中、
今後起こり得る事態を予測しながらも、現状維持を
考えている経営者が非常に多いことがわかります。

リモートワークの効果についても聞いています。リ
モートで働ける事が業績向上に有効だと感じている
従業員 100 人未満の企業経営者は約 35% となりま
した (fig.C3)。これは従業員 100 人以上の企業経
営者の結果 (fig.35) よりも低い割合であることがわ
かります。規模の小さな企業においては少人数で、
現場で解決しなければいけない課題が多いため、対
面で作業ができないと成果につながらないことも多
いためと考えられます。

今回はウイルス感染の危険性というすべての企業に影
響する要因から、リモートワークの徹底が要請されま
した。そんな中で企業の規模や ICT 環境の整備状況に
よってリモートの効果に差がうまれ、オフィスを変化
させる意識にも差があることがわかりました。

紋切り型にリモートを導入するのではなく、状況に
合わせて進めていくことが重要だと言えます。
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おわりに

コロナ禍の収束が見えない状況ではありますが、この経験をプラスに変えるため、私たちがニューノーマルに
どう働いていくかを考えなければいけません。オカムラではニューノーマルに起こりうる変化のシナリオとし
て「成長」「維持」「折衷」「回帰」の 4 つを想定し、それぞれにあった働き方、働く場を考えていくケーススタ
ディとしていこうと考えています。

「成長」はウィズコロナ期に身につけた分散して働くことのメリットを今後も最大化し、オフィスに集まる集積
のメリットとあわせて考えていこうというシナリオです。さらに効率的に、創造的に、そして負担なく、健康
的に働くためにはどうすればいいかチャレンジを続けていくシナリオになります。

「維持」はウイルスの危機が去ったことをきっかけに、限定的な在宅勤務だけでなく、他の場所も活用した柔軟
な働き方を実践し、リモートとオフィスの双方を使って働こうとするシナリオです。

「折衷」はウィズコロナの期間中に不便を感じたことを洗い出し、旧来のやり方と新しいやり方どちらが自分た
ちに合っているのかを検討しながら部分的に働き方の柔軟性を上げていこうとするシナリオです。

「回帰」は今回の事態はあくまで緊急事態で、自分たちは以前の働き方が一番合っていると判断した場合、働き
方を以前のものに戻すシナリオです。
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before COVID-19

行動の制限なし
多くが同時に集まり働く

集積のメリット

行動が厳しく制限
強制的な在宅勤務
様々な困難さの表出

行動が一部制限
密度のコントロール
多様な働き方を体験

現在このあたり？

行動の制限なし
場所を個人が選択

集積＋分散のメリット

感染拡大の危険性高い 感染拡大の危険性未知数感染拡大の危険性なし 感染拡大の危険性なし

Emergency COVID-19 with COVID-19 New Normal

コロナ禍以前 緊急事態宣言下 ウィズコロナ ニューノーマル

ニューノーマルに向けた働き方の柔軟性の変化

緊急事態宣言下での
窮屈な生活による後退

リモートでも働ける
ルールや経験の取得

成長シナリオ
レジリエンスを高める

維持シナリオ
本来の柔軟な働き方

折衷シナリオ
試行錯誤で適したものを選択

回帰シナリオ
コロナ禍前の状態へ戻す

fig.E1

働き方の柔軟性の度合い



言葉の印象だけで判断してしまうと「成長」が理想形で「回帰」はネガティブに感じられるかもしれません。
しかし、オカムラは、4 つのシナリオのどれかが正解で、それ以外は不正解だとは考えていません。

コロナ化を経て、ニューノーマルを迎えるにあたり、自分たちの組織がありたい姿、そして効率的に、健康
的に働くために合っている場所、ルールは各社異なるはずです。大事なことは目標とする姿と現状を適切に
把握することだと考えます。

そうした際に役立つフレームワークとしてオカムラは「New Normal 11」を策定いたしました。世界のオフィ
ス関連統計やレポートから抽出した 10 のキーワードと、それによってもたらされる成果 (Outcomes)。そ
れらをもとにオフィスや働き方を捉えていこうとしています。
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今後のオフィスを捉えるフレームワーク「New Normal 11」

成果人間・自分らしさ

人間・自分らしさ

自律性

自律性

個性

個人
DX

集団・チーム

組織・環境

個性

知的業務

知的業務

科学技術

科学技術

共通概念

共通概念

境界のなさ

境界のなさ

感情

感情

つながり

つながり

技能

技能

人と人とのつながりやサポート･フィード
バック、感情知能（EI) 等を発揮する

成果達成のために、エンゲージメント･
モチベーション･クリエイティビティ・

満足度等を高める

雇用先や雇用形態等の境界を前提とせ
ず、横断的な関係を考慮する

パーソナリティやダイバーシティなど、
一人ひとりの個人差に配慮する

個が主体的・自律的に働いたり、
柔軟に活動したりすることに配慮する

五感に訴えかけることや健康への配慮
等により、人間・自分らしさを追求する

マネジメントやリーダーシップ、
組織文化等の組織的側面に対応する

メンバーのスキル･キャリアを開発･育成
し、同じ情報を共有し活用する

AI やビッグデータ･ネットワーク等をは
じめ、技術革新を有効活用する

人間ならではの高度な知的業務
（思考･意思決定･創造）を支援する

多様な連携形態（テンポラリー･プロ
ジェクトベース等）･コラボを支援する

fig.E2



ニューノーマルにおいて、働き方や働く場に訪れる変化は、従来より積み上げてきた「集積」によるメリッ
トに加え、「分散」のメリットも得ていくということです。全員が同じ場所に同じ時間集まって働くのではな
く、時間も場所も異なるメンバーが連携して仕事を進めていく時代には変化が必要です。その変化を生み出
すきっかけになるのが「New Normal 11」というフレームです。

今回のコロナ禍は決して良い出来事とは言えませんが、柔軟な働き方を導入し、「分散」のメリットを最大化
するために様々な方策をとるきっかけとなりました。コロナ禍によってオフィス不要論やリモートですべて
の仕事ができるといった言説を目にすることもありましたが、本データ集の結果からは従来のオフィスを改
善しながら新しい働き方を導入していこうという姿勢が感じ取れます。

自分がどのように働きたいのか、何のためにオフィスに行くのか。チームの一体感を持ちながら、効率的に、
健康に働くためにはどうすればいいのか。ニューノーマルにおいては旧来からは信じられないようなことが
起き、様々な困難に直面することもあるかと思います。しかし、そうした困難を変化へのステップとしてと
らえ、よりよい「働く」を実現するために、前向きにチャレンジしていければとオカムラは考えています。
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ニューノーマルでオフィスにおる変化「集積」と「分散」

集積 分散

従来型のオフィスなどに
多くの人が集まって働く

□ エネルギー消費抑制
□ ファシリティコスト抑制
□ コミュニケーションチャネル増加
□ チームや組織の一体感の向上
□ セキュリティが強固

□ 通勤時間・コスト抑制
□ 多様なワーカーの雇用
□ 個人の自律性の向上
□ 災害時にも事業継続が可能
□ ワークライフバランスの改善

□ 通勤時間・コスト増加
□ 通勤可能なワーカーのみ雇用
□ 他律で働く危険性
□ 災害時の事業継続に不安
□ ワークライフバランスのコントロール困難

□ エネルギー消費増加
□ ファシリティコスト増加
□ コミュニケーションチャネル減少
□ チームや組織の一体感の低下
□ セキュリティが脆弱

サテライトオフィス・シェアオフィス
コワーキングスペース・駅や空港のワークブース

自宅など場所と時間にとらわれずに働く
New Normal でアップデート New Normal で追加

メリット メリット

デメリット デメリット

fig.E3

オカムラは 2020 年 9 月 23 日に「ニューノーマルのワークプレイスを
考える指針」を発行いたしました。本データ集の結果からニューノーマル
における変化を予想し、提言をおこなっています。「おわりに」で取り上げ
た「New Normal 11」についても詳しい解説をしています。
是非、オカムラの Web ページからダウンロードしてみてください。
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