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-オフィス利用・通勤の現状と企業が目指すべき方向性- 
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Ⅰ. はじめに 

背景・目的 

新型コロナウイルスにより、私たちの日常生活は大きく変化した。三密の回避が叫ばれ外出自粛を余儀なくされたことにより、企業は

様々な対応に追われた。テレワークをはじめとした新たなワークスタイルが急速に普及するとともに、コロナ以前より「働き方改革」の文

脈において行われてきた、”目指すべきワークスタイル”に関する議論を活発化させる契機となっている。 

新たなワークスタイルは、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を志向する一方で、その運用に当たっては情報漏洩の危険性・

業務品質の低下・労務管理の難しさ・コミュニケーション不足等、さまざまな課題も指摘されている。 

また、ワークスタイルの見直し議論から派生して、本社オフィスの縮小や本社機能の東京一極集中からの脱却などを進める事例も見

られる。今後のWith/Postコロナを見据え、オフィスや通勤のあり方に関する見直しはより一層進むだろう。 

こうした背景を踏まえ、アビームコンサルティングでは、コロナ禍におけるワークスタイルの見直しやオフィスの利用実態、さらには通勤の

動向を把握することを目的に、企業向けアンケート調査を実施した。本レポートはそれらの調査結果をもとに、コロナ禍におけるワークス

タイルの変化に企業がどのように対応してきたか、そこから見えてきた課題、今後の見通しなどを踏まえ、企業のオフィスや通勤の在り

方、さらにはオフィス・通勤の変化によるインパクトがとりわけ大きいと想定される不動産デベロッパー、交通事業者業界の目指すべき方

向性について考察した。 

 

調査概要 

• 調査方法︓ Webアンケート 

• 調査期間︓ 2020年11月23日～12月4日 

• 回答社数︓ 30社  （東京都内に拠点を有し、本調査にご協力頂けた弊社顧客企業） 

（単位︓社） 

回答社数業種/売上別内訳 小売・流通 金融業 製造業 エネルギー その他 計 

1兆円超 3 2 3 2 2 12 

1,000億円超1兆円未満 5 3 2 2 1 13 

100億円超1,000億円未満 3     3 

その他（非開示）  2    2 

計 11 7 5 4 3 30 
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Ⅱ. ワークスタイルを取り巻く環境変化 

コロナ禍における新たなワークスタイルへの取り組み 

テレワークをはじめとしたワークスタイル見直しの議論は、2018年6月の「働き方改革関連法」成立に見られるように、従来、政府

による「働き方改革」推進の観点から議論されてきた。 

そのような中、2020年春のCovid-19感染拡大により、企業やその従業員は急遽テレワークをはじめとしたワークスタイルの見直し

を迫られた。その結果、現在多くの企業は、Withコロナ時代を見据え、デジタルテクノロジーを活用した各種ワークスタイル見直しに着

手している。 

今回のアンケート調査によれば、コロナ前後でもっとも普及が進んだワークスタイルは、「社外とのWeb会議」の取り組みである。コロ

ナ感染拡大以前、導入企業は半数に留まっていたが、感染拡大をきっかけに導入が進み、回答したほとんどの企業が収束後も継続・

推進したいと答えている。その一方で、コロナ感染拡大後に 9割近くの企業が実施した「出張の制限」については、感染収束後も継

続・推進すると回答した企業は 2割程度にとどまり、Web会議だけでは対面の需要全てを賄いきれていないことが窺える。なお、「テレ

ワーク」に関してはコロナ感染拡大前から 8割の企業で導入されており、コロナ収束後も 9割超の企業が継続・推進したいとの回答結

果となった。（図 1）。 

 

図 1コロナ感染拡大前後の新たなワークスタイルへの取り組み状況 
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(n=30)  
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これらの新たなワークスタイルの導入により、調査時点での都内本社への出社率は 6割以下という企業が半数を超えていた。また、

コロナ感染収束後の出社率を以前の出社率（9～10割）まで戻す予定と回答した企業は 10%に留まっており、現段階では「未定」

という企業が 6割と過半数を超えている（図 2）。テレワーク等の活用により引き続き出社率を抑える企業が多いことに加え、コロナ

感染収束が見えない中では、大企業であっても収束後の出社率目標を決められない企業が多いことが見て取れる。 

 

 

図 2 現在の出社率とコロナ感染収束後の出社率目標 

 【2020年12月時点の出社率】 【コロナ感染収束後の出社率目標】 



 

1内閣府「第２回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」 
（2020年 12月 24日公表） 
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(n=30)  

オフィス利用・通勤の変化 

こうした新たなワークスタイルの普及は、オフィスや通勤需要にも変化をもたらしている。本アンケート調査によれば、回答企業の半数

超が通勤手当の支給方法見直しを実施・検討しており、オフィスや通勤需要が減少していることが窺える。 

コロナ禍収束後の働き方については、約7割の企業がテレワークと出社を併用した「分散勤務」形態になる予定と回答している。一

方で、「基本的にテレワークを前提とする」と回答した企業は存在せず、「基本的に出社を前提とする」と回答した企業も 10%存在する

ことから、一定のオフィス需要は残るとみられる。（図３）。 

 

図 3 コロナ禍収束後のワークスタイル 

 

企業側の観点だけでなく、就業者の観点でもワークスタイルと通勤に対する意識の変化が表れている。内閣府の調査によると、テレ

ワーク実施者の約9割が今後もテレワークの実施を希望しており、就業者全体の約3分の１がサテライトオフィス等の様々な場所で

働くワーケーションを利用したいと回答している。１企業及び就業者の意識の変化を踏まえると、これまで通りの理由によるオフィスでの

就業や通勤需要は、コロナ禍以前の水準へ完全に回復することは無さそうである。一方で、今後も一定程度のオフィス勤務自体は必

要と考えられていることが見て取れると共に、働く場所自体の多様性が広がっていくことによる新たなオフィスや通勤需要が生まれてくる

可能性が考えられる。

分散勤務とする（テレ
ワークと出社の併用）

70%
基本的に出社を
前提とする

10%

基本的にテレワークを
前提とする

0%
未定
20%



 

6 

 

Ⅲ. オフィス戦略見直しの企業動向と今後の課題 

オフィス戦略見直しの動向 

大手企業による自社オフィスビルの売却や移転の実施・検討に関する報道が相次いでいる（表 1）。パソナグループは、コロナ感

染拡大後早い段階で本社機能の移転分散を決め、機能の一部を淡路島に移した。また、コロナ禍においてアパレル大手の三陽商会

やメディア大手のエイベックスは、主要オフィスビルの売却方針を発表した。汐留に本社を構える電通や日通は、資産効率化を図る目

的で今後本社ビルの売却を検討していくと報じられている。 

 

表 1 オフィスビル見直し事例 

時期 企業名 対応 見直し対象 所在 背景・理由 

2020年9月 パソナグループ 移転 本社機能一部 東京・大手町 「真に豊かな生き方・働き方」

の実現・BCP対策 

2020年7月 三陽商会 売却 銀座旗艦店ビル 東京・銀座 財務体質の強化 

2020年12月 エイベックス 売却 本社ビル 東京・南青山 経営資源の有効活用 

2021年1月 電通 売却検討 本社ビル 東京・汐留 資本効率に関する見直し 

2021年1月 日通※ 売却検討 本社ビル 東京・汐留 資産効率化 

出所︓各社ホームページプレスリリース（※については報道記事）を基にアビームコンサルティング作成 

 

企業によっては、恒久的なルールとして、基本的な勤務形態をテレワークに定め、オフィスへの出社は直接の意思疎通が必要な場

合などに限定するケースもある。さらに、ベンチャーやスタートアップの中には、オフィスを無くしてしまう、VR（バーチャルリアリティ）空間

上にオフィスを構えるといった事例も出始めている。 

以上のように、コロナ禍の直接的・間接的な影響により、オフィス戦略を見直す動きは既に始まっている。先に見たように、今後のワ

ークスタイルはテレワークとオフィス勤務の併用を前提とすれば、もはやこれまでのオフィス面積も、一等地にある必要も無い。オフィスは

必要だが、その役割や規模、立地など、オフィス戦略・オフィス機能の見直しが進むことが予想される。 

 

本アンケート調査においてもコロナ感染拡大の影響により、オフィス縮小を実施・検討している企業が一定数存在していた。テレワー

クをはじめとした新たなワークスタイルが浸透すれば、これまでの面積のオフィスは必要なくなり、オフィスの賃貸面積を縮小させていくこと

は想像に難くない。（図 4）
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図 4コロナ感染拡大の影響によるオフィスの拡大・縮小動向 
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(n=30)  

コロナ禍においてオフィスに求められる機能 

コロナ感染拡大によってオフィスの利用動向だけでなく、企業がオフィス自体に求めるものにも変化が出てきている。感染対策として、

オフィスの機能面では設備・運用両面のニーズが高い（図 5）。入居者にとってこうした機能はオフィス選定上のポイントとなることか

ら、対策を講じられているかどうかで入居率に差が出てくることが想定できる。 

 

図 5 オフィス選定におけるポイント 

 

 

コロナ禍以前は、企業が ESG（Environmental, Social and Corporate governance）に取り組む中、特にオフィスに

求められる機能として、エネルギー利用の最適化が注目されてきた。さらに今回の調査からは、従業員にとって安全・安心・

衛生的という観点が求められており、コロナ禍を受け、 ESG における人的資本の重要性が高まってきていることが見て取れ

る。入居する企業の視点からは、感染対策を十分に実施できているかどうかは、危機対応や時代の変化に対する企業の姿

勢を表すことになり、オフィスで働く従業員から経営層への信頼感にも影響する。従業員の理解を得られない対応が続けば

優秀な人材の流出にもつながりかねない。仕事によっては、仕組みや効率の観点から出社が必要となる場合もある。感染対

策を実施した上で出社率をコントロールし、自社にとって最適な対応を戦略的に計画・実行していくことが重要となる。 
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(n=30)  

(n=30)  
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新たなワークスタイル実現に向けた課題 

ワークスタイルが大きく変化すると同時に、様々な課題が生じていることも明らかになってきた。依然、従来の紙ドキュメントを

基本とした業務、取引先とのやり取り、印鑑・サイン前提の業務がテレワーク推進の課題となっている企業が存在している(図 

6)。 

図 6 テレワーク推進における課題

 

こうした業務プロセス上の課題は、効率化の観点から以前より改善に取り組まれている分野である。しかしながら、これまで

の非効率なプロセスを少しずつ減らしていくような改善では、コロナ禍の急速なワークスタイルの転換に対応できないことは明白

である。今求められているのは、業務プロセス１つ１つの必要性や代替手段を見つめ直し、新たな働き方に則したプロセスの

再設計や、よりデジタルな働き方を実現するためのプロセス導入・切り替えといった、業務の在り方全体を変えていくような抜本

的な改革だと考えられる。 

ワークスタイルが大きく変化すると同時に、様々な課題が生じていることも明らかになってきた。従業員の就業や業務管理に

課題を感じる企業もあるが、とりわけモチベーション・健康・メンタルといった従業員の内面の変化に対して課題を認識している

企業が多い（図 7）。 

 

図 7労務管理・業務管理・従業員管理における課題 
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(n=30)  

課題の背景にはテレワークの普及に伴って、従業員同士の業務上の会話だけでなく、気軽に雑談するコミュニケーションの

機会が減少していることがあると窺える。上司部下の関係で考えれば、上司の機嫌や忙しさが分からない中でこまめな報連

相をしにくいと感じる部下もいるのではないだろうか。部署内で定例会議を設ける等のルールを設定するといった工夫を行う企

業もあり、各社課題の解決に取り組んでいる最中という状況にある。 

実際、アンケート結果からはコミュニケーションは種類にかかわらず全般的に課題として認識されていることが見て取れる(図 

8)。対面で話しかけやすいオフィスというコミュニケーションの場がなくなったことで、会話が減っているものと考えられる。 

 

図 8 課題があると感じているコミュニケーション 

 
テレワークにおいても会話を促進するため、運用上の工夫などのソフト面の取り組みが試みられていると思われるが、他部署

にいる従業員同士がオフィスでばったり会った際の雑談・相談事項の頭出しも減っていることを肌感覚として持っている人も多

いと思われる。この点は自前の取り組みだけでは厳しい実情が浮かび上がっており、コミュニケーションの場としてオフィスの価値

が見直される重要なポイントとなると予想される。 
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Ⅳ. 新たなワークスタイル実現に向けた目指すべき方向性 

企業におけるワークスタイル変化の目指すべき方向性 

今回の調査では、コロナ禍をきっかけとした新たなワークスタイルの広がりやそれに伴う課題が見えてきた。新たなワークスタ

イルを実現し、浸透させるためには、企業として大きく三つの課題への対処が求められている。すなわち、第一にテレワークの

推進に関する課題、第二に従業員の健康管理およびコミュニケーションに関する課題、第三にオフィス戦略に関する課題が

今回の調査から示唆された。 

第一のテレワークの推進に関する課題に対しては、最新のデジタルテクノロジーを活用すれば、印鑑レス・ペーパーレス・現

物レスといった阻害要因の排除を進めることが可能である。また、企業風土によってテレワークが進まないといった課題に対し

ては、業務のデジタル化などのハードを整えるだけではなく、人々の意識改革などソフト面からのチェンジマネジメントといった

改革が必要である。その結果、誰もがテレワークを当然のものとして実施できる環境を整備することが企業に求められる方向

性である。 

第二の課題である従業員の健康管理については、従業員のコンディションとパフォーマンスを継続的に可視化し、従業員

一人ひとりが自身のパフォーマンスを自らマネジメントする仕組みの導入が考えられる。従来の対面においてさえ、顔色や雰

囲気から内面の変化までを周囲が把握することは容易ではなかった。ましてリモート環境では一層困難である。一方、企業

にとって人材が重要なリソースの一つであることは言うまでもない。その為、従業員自らが健康をマネジメントし、継続的に高

いパフォーマンスを維持することを重要な経営戦略と捉え、組織全体として取り組むことが企業に求められる方向性である。 

また、第二の課題のうち、コミュニケーションについては、リモート環境で働くことが当たり前になる中で、デジタルツールを各

社の事情に合わせてうまく活用することが求められる。デジタルツール活用の巧拙が各社の生産性に与える影響はより一層

大きくなっていくだろう。一方でデジタルだけでは賄いきれないコミュニケーションの需要に対しては、対面を活用していくことが

求められる。その一つの方向性が、コミュニケーションを促す場としてオフィスのあり方を再定義することであり、企業が取り組む

べき第三の課題、オフィス戦略である。 

オフィスは、自宅やサテライトオフィスなどに並び、働く場所の選択肢の一つという位置づけになり、一般業務や事務作業

は必ずしも出社を必要としなくなる。一方でコミュニケーションの場としてのオフィスの重要性は増すであろう。 

対面ならではの柔軟なコミュニケーションを図る場として、ゆったりとしたカフェのような空間でオフィス家具を自由に移動でき

るフリーロケーションタイプのオフィス、社内外のメンバーが集うパブリックスペースを充実させたオフィス、会いたい時に従業員の

居場所を把握できるシステムを備えたオフィスなどが考えられる。 

また、今後はWith コロナに備えたオフィスの選択や機能の整備が求められることがアンケート結果からも明らかになった。

サーマルカメラ、空調や換気、除菌などの基本的なファシリティの整備や混雑状況を可視化できるシステムの構築などは、従
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業員を守る企業の責任として必須となる。このように、コロナによる社会や人々を取り巻く環境の変化を踏まえると、オフィス

を始めとして従業員が生き生きと働きやすい環境を整えることが企業の取り組むべき方向性である。 

 

企業のワークスタイル変化に合わせ不動産デベロッパーが目指すべき方向とは 

Post コロナにおいて、縮小・不要の対象となるオフィスは「従来型のオフィス」だ。人数分の固定席を並べた執務スペースと

しての従来型のオフィスの必要性が薄れていくのは確実である。一方、今後はオフィスの在り方を見直し、価値や機能を再

定義することで「物理的なオフィス」は引き続き存在していくことになるだろう。 

オフィスを提供する不動産会社にもパラダイムシフトが求められている。不動産会社は単純な箱貸しとしてオフィスを提供

してきた側面もあったが、現在では Post コロナに適合したオフィスをフレキシブルに提供していくことが求められている。加え

て、企業の求める本質的なニーズをタイムリーに把握することで、オフィスの新たな価値・機能を再定義していく必要もあるの

ではないだろうか。 

一方で、オフィス利用においても、対面（フィジカル）と非対面（デジタル）とを最適なバランスで組み合わせることが、生

産性や従業員満足度などを向上させる重要な要素となる。今後は、ABW（Activity Based Working）やコミュニケーショ

ン活性化のためのスペース拡充のニーズがより一層高まるだろう。  

 

企業のワークスタイル変化に合わせた交通事業者の目指すべき方向性 

2章で触れた通り、今回のアンケート結果からは、コロナ禍を契機に時差出勤やテレワークを組み合わせ、通勤形態の多

様化を図っていこうという企業の意思が伺える。 

これからは通勤と生活のあり方が多様化していく可能性が高い。サテライトオフィスやシェアオフィス、ときには遠隔地でワー

ケーション等、自社オフィス以外の行き先が増えることが予想されることから、移動頻度は上がり、移動する時間帯も多様化

するであろう。 

また、アンケート結果によると、回答企業の半数超が通勤手当の支給方法見直しを実施・検討している。利用者にとっ

ては通勤手当の支給による定期券の購入機会はなくなり、さらには、多様化する移動ニーズに対応しきれていない定期券

は利便性が低下したものとして映るのではないだろうか。 

交通事業者としては、定期券に代表されるような「毎日同じ、点から点」の通勤を支えるサービスから、多様化する勤務

場所を結ぶ、いわゆる「面」へと軸足を変え、広域化したエリア内での柔軟な移動を支えるサービスが提供できるようビジネス

モデルの変革が必要になることが想定される。 
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従来からの安全、安心な交通サービスの提供には、新たに感染症対策という観点が加わる。さらに、ニューノーマルな社

会環境におけるワークスタイル、特に新たな通勤ニーズに対応する必要がある。そのために必要なビジネスモデル変革に向け

ては、以下のような視点が特に重要ではないだろうか。 

• ３つの密対策（換気・消毒、混雑緩和、時差通勤） 

• 移動中、移動先（勤務場所、出張先、ワーケーション地）で働きやすい環境、レジャー、買い物、食事など充実した

経験の提供 

 従来からの MaaS に向けた取組を加速し、自社・自グループに限らず、沿線における事業者、自治体との連携の

検討 

• 従来の定期券に代わる新サービスの提供 

 勤務場所・時間の多様化、分散を企図する企業向けのサービス検討 (B to Cから B to Bへ) 

 移動以外の価値提供、サブスクリプション化（定期券＋シェアオフィス利用など） 

現状、コロナ禍は交通事業者の収益基盤を大きく揺るがしているが、安定的な従来の枠組みを壊し、新たな価値提供を

行う契機が来たと捉え、失敗を恐れず様々な挑戦を積み上げていくことが求められているのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

Ⅴ. おわりに  
コロナ禍を経て普及した新たなワークスタイルは、一過性のものではなく今後も続くと見込まれる。そのため、企業は新たなワ

ークスタイルに柔軟に対応して変わっていくことが求められている。また、企業のインフラを支える不動産デベロッパー・交通事

業者業界には、顧客企業の変化に先んじたサービスの提供・提案が求められている。アビームコンサルティングがその変革の

一助となれれば幸いである。                            

 

以上 
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