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１.	背景と目的

　先進国中で低位を続ける日本の労働生産性向上のため
に，オフィスワーカーの知的生産性向上は，積年の課題
である。知的生産性向上となる近年のオフィスの潮流に
は，ワーカーの心身の健康を保持・増進するオフィスや
運営方法を通してワーカーの意欲を高めるWellnessと，
多様な場が設定されたオフィスで作業に適した場を主体
的に選択して効率的に働く ABW（Activity Baced 

Working）があり，本誌No.28（2017年），No.30（2019
年）に紹介している１～２）。本稿は本誌の２号にわたり
掲載した「Outputの分解による知的生産性恒等式の提
案」をまとめ直し，恒等式の活用に向けた数値化の可能
性を探求する。
　本稿の目的は，知的生産性の構造化と客観的数値化で
ある。具体的には知的生産性を４つの要素等で分解した
恒等式で表し，それを全微分した変化率により数値化が
可能であることを示す。次に各要素等の数値化のために
既存の評価指標を整理し，その変化率の組み合わせによ
る数値化や事例活用の可能性を考察する。

２.	知的生産性の既往評価方法

　知的生産性は直接的な評価方法がなく，代替手法とし
て表１の評価項目と測定方法が，建築学をはじめとする
研究者や実務家等から提案されている３～４）。知的活動
は情報処理，知識処理，知識創造に３分類される 

が５～６），すべての分類を包括的に評価対象としている 

ツールは，SAP（Subjective Assessment of workplace 

Productivity）などの主観評価である６）。

３.	知的生産性恒等式の提案

　一般的に生産性は，生産量（Output）と投入生産要
素量（Input）の比率として式⑴で示されている。

Productivity＝Output÷Input� ⑴

　オフィスワーカーの知的活動により知的価値が産出さ
れるため，本稿では知的生産性をオフィスワーカーの 

ウェルネス状況（快適性，ワークスタイル）に対する知
的価値産出量として，式⑵で定義する。

知的生産性�

＝知的価値産出量÷オフィスワーカーのウェルネス� ⑵

　オフィスワーカーのウェルネスに大きな影響を及ぼす
のは，レジリエンス・環境・ICTなどのワークプレイス
の機能・性能と，オフィスワーカーの健康・快適なワー
クスタイルの相乗効果によると考えて，オフィスワーカ
ーのウェルネスを式⑶と定義する。

オフィスワーカーのウェルネス�

＝健康・快適性×ワークプレイスの機能・性能� ⑶

　ワークプレイスの機能・性能を向上するには投入費用
が必要であり，賃料等に反映される。

ワークプレイスの費用対効果�

＝ワークプレイスの機能・性能÷投入費用� ⑷

　式⑴から⑷をまとめて知的生産性恒等式⑸とする。こ
れは地球温暖化対策において良く知られている茅恒等 

式注１）と同じ構造であり，茅恒等式は温暖化対策手法の

知的生産性の構造化と客観的数値化に向けて
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表１　知的生産性の評価項目と主な測定方法

評価項目 主な測定方法・ツール

アブセンティーズム 欠勤率５）：INPUT量に関係

主観・満足度評価

SAP６） （IBEC）：オフィスの環境要素（光･温熱･空気･音･空間），作業のしやすさ等

SOF７） （JFMA）：ワークスタイル，組織，ファシリティに関する50の要素

OPI８） （日本オフィス学会）：ICT環境，ワークスタイル，ワーカー，オフィス環境の満足度・影響度分析

コミュニケーション センサー９）（部門内外での量），ビーコン10）（場所）

作業効率 タイピングテスト11）（作業成績），認知タスク問題12）（回答時間分布による集中度）

生理反応 加速度センサー13）（身体運動），光トポグラフィ14）（脳血流）
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　式⑺において，左辺は知的価値産出量増加率である。
　式⑺の右辺第１項は，オフィスワーカーのウェルネス
に対する知的価値産出量増加率（知的生産性向上率），
第２項は，ワークプレイスの機能･性能に対するオフィ
スワーカーのウェルネス向上率（健康快適性向上率），
第３項は，投資に対するワークプレイスの機能・性能の
向上率（ワークプレイスの費用対効果向上率），第４項
は，投入費用増加率である。
　式⑺の右辺第１項を求めると式⑻になり，知的生産性
向上率が他項の差により算出される。

知的生産性向上率�

＝�知的価値産出量増加率−（ウェルネス向上率�

＋ワークプレイス機能･性能向上率＋投入費用増加率）�⑻

４.	知的価値分解要素・要素間性能の	
数値化指標候補

　知的価値分解要素等を客観的指標で数値化する評価指
標候補を表２に示す。対象組織の多様性に対応するため，
数値化検討においては恒等式の厳密性を指標候補の概略
性に揃える注３）。次節以下で各要素等の指標候補と増加
率算出案を説明する。

４.１　①投入費用・ICT

　表２の①欄上から４番目の ICT投資より上の項目は
投入費用に関する指標，ICT投資より下の項目は ICTに
関する指標である。投入費用には自社ビルの建設コスト，
テナント入居の賃料，維持管理等の運用コストが考えら
れる。５，６番目の ICT導入スコア，基盤インフラ・
ICTツールは総務省「情報通信白書平成24，27年版」に
それぞれ紹介されている評価指標である17～18）。ICT導入
スコアにおいては，ICT端末の導入状況，情報発信や取
引における ICT活用，クラウド等の活用，情報システ
ムの導入，経営課題解決のための ICT利活用状況の７
評価項目により，企業の ICT導入状況調査結果が点数
化されている。
　投入費用･ ICT向上率算出式は式⑼，ICT導入スコア
を利用する場合は式⑽となる。

投入費用･ICT向上率�

＝�（投入費用･ICT向上値（比較後）−同（比較前））�

÷同（比較前）� ⑼

整理注２）や要因分析15～16）に利用されている。

V＝ V
Wo ×

Wo
Wp ×

Wp
I ×I� ⑸

　　　

　知的生産性の構成要素等を示した概念図を図１に示す。
式⑸は図１の概念図において⑤＝④×③×②×①となる。
知的価値産出量増加への概念は図２となる。
　次に式⑸の右辺における１つの知的価値分解要素（投
入費用）と３つの要素間性能の積を，全微分により４項
の和となる式⑹とし，さらに両辺をValueで除すことで
式⑺として，各項目を向上率・増加率とする。

V：Value 知的価値産出量
Wo：Worker ワーカーのウェルネス
Wp：Workplace ワークプレイスの機能・性能
I：Input 投入費用

表２　知的価値分解要素・要素間性能の数値化指標候補

①投入費用・ICT ②ワークプレイス費用対効果・性能 ③健康・快適性 ④知的生産性 ⑤知的価値産出量

オフィス賃料
建設費
運用コスト
ICT投資
ICT導入スコア（総務省）
基盤インフラ・ICTツール

（総務省）
資料デジタル化率

CASBEE新築，既存，改修， 
街区，都市
オフィスビル性能等評価･表示
マニュアル（JFMA）
LEED NC等
ICT性能
費用対効果

CASBEEウェルネスオフィス
CASBEEオフィス健康チェック
リスト
Well Building Standard
Fitwel

欠勤率
主観･満足度評価
コミュニケーション
作業効率
生理反応
 ※表１参照

論文数
特許件数
業務完了数
新需要･サービス創出数
稼働削減時間

図３　知的生産性恒等式の全微分とValue（V）による除算

知的生産性恒等式（ 5 ）の標記を簡略化する

　　V＝XYZI　　　　　（5’）

　　X＝ 　　　Y＝ 　　　Y＝ 　　

式（5’）を全微分する

　　dV＝　　　　  dX＋　　　　  dY＋　　　　  dZ＋　　　　  dI　（ 6 ）

　　　  ＝YZIdX＋XZIdY＋XYIdZ＋XYZdI （6’）

式（6’）の両辺を式（5’）で除する

　　　　＝ 　　＋ 　　＋ 　　＋ 　　 （7’）

式（7’）のXYZを元に戻す

　　　　＝ 　　　  ＋ 　　　  ＋ 　　　  ＋ 　　 （7）
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図１　知的生産性概念図

知的価値分解要素

知的価値産出量
（質×量）

Wellness, Well-Being
人材（Engagement），組織
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投入費用
（賃料，建設・運用コスト，

ICT投資）

要素間性能
Value

Worker

Workplace

Input

Wo
V

Wp
Wo

I
Wp

知的生産性
Knowledge Worker

Productivity

健康・快適性
Workstyle

（情報，コミュニケーション）

Workplace の
費用対効果
FM，ICT

④

⑤

①

③

③’

②

②’

図２　知的価値産出量増加概念図

知的価値
産出量増加

オフィスワーカーの
ウェルネス向上

ワークプレイス
性能向上 経済的投資
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ICT向上率�

＝�（ICT導入スコア値（比較後）−同（比較前））�

÷同（比較前）� ⑽

４.２　②ワークプレイス費用対効果・性能

　ワークプレイスのレジリエンス，総合環境性能等を評
価するCASBEEやLEED等が評価指標候補となる。知
的活動の空間は評価対象とするオフィス以外のオルタナ
ティブオフィス（本誌No.30（2019年）２）参照）や，自
宅など日常生活空間も対象となりうるため，詳細評価を
する場合はCASBEE街区，都市，戸建等も評価指標の
対象となりうる。費用対効果は，オフィスの新規成約賃
料において，CASBEE等環境認証の取得がプラスの影
響を与えるという調査報告があり19），景気動向に影響を
受けやすい点を考慮のうえで指標候補となる。
　ワークプレイス費用対効果･性能向上率算出式は式⑾と
なる。

ワークプレイス費用対効果･性能向上率�

＝�（ワークプレイス費用対効果･性能値（比較後）�

−同（比較前））÷同（比較前）� ⑾

　CASBEEを利用する場合，施策が既存オフィスの改
修であればCASBEE既存とCASBEE改修による改修後，
移転であればCASBEE既存による移転前後，建替えで
あればCASBEE既存とCASBEE新築により評価を行い，
ワークプレイス変更前後のCASBEE評価（BEE：建築物
環境効率）の向上率が，指標候補として考えられる。

ワークプレイス性能向上率�

＝�（CASBEE新築BEE値−CASBEE既存BEE値）�

÷CASBEE既存BEE値� ⑿

４.３　③健康・快適性

　近年，関心が高まっているワーカーのウェルネスやワ
ークスタイルに関する性能であり，CASBEEウェルネ
スオフィスやCASBEEオフィス健康チェックリスト等
が評価指標候補となる。CASBEEウェルネスオフィス
の利用により，100点満点における比較前後での評価点
向上率を利用することが考えられる。

健康・快適性向上率�

＝�（CASBEEウェルネスオフィス評価点（比較後）�

−同（比較前））÷同（比較前）� ⒀

４.４　④知的生産性

　全般的な知的活動の評価に適した指標は，主観評価と
なるSAP等が該当する（表１）。SAPを利用する場合は，
「知的生産性に寄与する項目に関する評価」における評
価４項目の平均値や，「環境要素の不満足者率」による
評価が考えられる。

知的生産性向上率�

＝�（SAPの４項目平均値（比較後）−同（比較前））�

÷同（比較前）� ⒁

４.５　⑤知的価値産出量

　４.４節までの評価指標例と向上率算出方法により数
値化した①～④の向上率の合計が，⑤知的価値産出増加
率となる。知的生産性が容易に定義できない原因に，知
的価値の特定が難しいことがある。コールセンターにお
ける対応処理数，研究組織における論文数や特許数など，
評価する組織に知的生産性と関係が深い知的価値産出指
標が設定できれば，その増加率を出して算出式の両辺の
数値の近似性等を検証することできる。

知的価値産出量増加率�

＝�（知的価値産出量（比較後）−同（比較前））�

÷同（比較前）� ⒂

４.６　考察

・表２の⑤知的価値産出量の指標候補は，景気動向等に
影響を受けやすい指標や，成果が出るまでに時間差が
生じる指標があること，また①～④の各項目の指標候
補の適格性や概略性等を考えると，①～④の合計値と
⑤の値の整合にはさらに検討が必要である。

・②ワークプレイス性能指標には，環境性能と比較して
レジリエンスを十分に評価する指標が少なく，レジリエ
ンスのウェイトを高める必要があると思われる。対象
空間の評価範囲については４.２節で述べた通りである。
・表２の指標候補には多様な評価指標が含まれ，恒等式
並びに算出式は既存評価指標の統合式と考えられる。
多様な指標間には，CASBEE新築の窓面積拡大にお
ける眺望の快適性向上と，自然採光による照明エネル
ギー削減，断熱性低下による空調エネルギー増大の関
係のように，その評価内容においてシナジーやトレー
ドオフ関係が想定され，算出式は産出価値の最大化を
目的とした全体最適の統合機能を持っている。

５.	成果と課題

・知的生産性恒等式および知的生産性向上率算出式によ
り，知的価値産出の４つの要素・性能を構造化し，知
的生産性の客観的指標による算出可能性を示すことが
できた。向上率算出式を構成する各項の内容は多様で
あり，生産性変化の要因分析や，生産性向上施策案の
効果比較など，統合的な検討可能性が期待される。
・算出式活用に向けて検討を進める場合，組織に適した
指標選択や調整により，個別最適となる算出式成立の
事例検討が重要と考えられる。調整方法としては各項
目における複数指標の採用などが考えられる。個別解
として算出式が成立すれば，新たな施策導入による知
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的価値産出向上量の推定が期待される。
・知的生産性はオフィスワーカーの知的価値産出量が対
象であることから，オフィスを主要ワークプレイスと
する業種を対象とした，公開統計数値等に基づくマク
ロな分析利用が考えられる。

［注記］
注１）茅恒等式：茅陽一東京大学名誉教授が1989年に提案し

た下記の式で，地球温暖化対策を構造的に把握するこ
とが可能

CO2＝
CO2
E × E

GDP ×
GDP
POP ×POP

　　　

注２）温暖化対策手法の整理：2012年第９回環境省中央環境
審議会地球環境部会における，2013年以降の対策・施
策に関する検討小委員会技術WGとりまとめ資料にお
いて，茅恒等式を基にしたCO2排出量削減のための恒
等式と対策手法の分類が提案されている15～16）

CO2排出量＝
CO2排出量

エネルギー消費量 ×
エネルギー消費量
サービス

　　　　　 ��× サービス満足度 ×満足度

  http://www.env.go.jp/council/06ear th/y0613-09/
mat02.pdf，2020.4.20

注３）図１・①のInputにICT関連指標，図１・②のWp/Iに
図１・②'のWorkplace，図１・③のWo/Wpに③'の
Workerを含めている：本誌No.28（2017年），「知的生
産性向上に向けたWELLNESSの動向」における知的
生産性恒等式（A1）を下記に示す

Output＝ OutputInput ×
Input
Worker×

Worker
Workplace ×Workplace�（Ａ1）

O＝ O
I ×

I
Wo ×

Wo
Wp×Wp� （Ａ1）

V＝ V
Wo ×

Wo
Wp×

Wp
I ×I� （5）

　　　　　

 　式（A1）と⑸の相違は，①知的生産性の定義における
分母をInputからワーカーのウェルネスにしていること，
②式（A1）ではWorkplace単独で機能・性能としているが，
式⑸ではWp/I（ワークプレイスの費用対効果）にしてい
ること，③式（A1）ではInput/WorkerをInputの効率化・
充実化と考えてICTとしているが，式⑸ではInput単独で
投入費用としていることの３点である。表２のInputに
あたる投入費用の指標には式（A1）のInput/Workerとなる
ICTを含めている

　

CO2：ある年のCO2排出量
E：ある年の一次エネルギー消費量
GDP：ある年の国内総生産
POP：ある年の総人口

V：Value 知的価値産出量
Wo：Worker ワーカーのウェルネス
Wp：Workplace ワークプレイスの機能・性能
I：Input 投入費用・ICT
O：Output 知的価値産出量
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Synopsis

Towards Structuring and Objective Quantification of Workplace Productivity

Toshihiko TSUKADA

This paper takes another look at the “Proposal for Workplace Productivity Identity by Analysis of Output” that appeared in edition numbers 

28 (2017) and 30 (2019) of this journal and considers the possibility of the structuring and objective quantification of workplace productivity. 

Specifically, intellectual values are analyzed based on components and performance and formed into an identity, which is subjected to total 

differentiation to demonstrate the possibility of quantification. Next, to quantify each item, CASBEE and other existing candidates for objective 

assessment indices are sorted and consideration given to the possibility of quantification by combination of their improvement rates.

It is expected that application of the workplace productivity improvement rate calculation formula will make it possible to make overall 

judgments through intellectual value analysis components inter-component performance by means such as analysis of factors of improvement 

rates in office evaluation and prioritized implementation of measures that can be expected to realize significant improvement rates when 

improvements are made, thus enabling calculation of workplace productivity that has been dependent on subjective evaluation up to the present 

time as a quantitative difference based on objective indices.




