
一級建築士事務所
グラッドデザイン

牧野直子

言われてやる

社員のモチベーションがみるみる
あがるオフィス環境デザイン

自分からやりたい！から へ



はじめまして、牧野直子といいます。私は、新宿で
一級建築士事務所をしています。

私は設計のさいに、そのお店や施設の独自化のコン
セプトを考え、集客アドバイスも、設計と一緒に
行っています。しかし昔はこう思っていました。

「主役は、そこを使われる方。建物は、そのサポー
トにすぎない、だからアドバイスもどこまで力があ
るんだろう。」って。

しかし、ある時見つけた一つのデザイン。
「これは、サポートの域を超えている！！」
「確実に、人々の行動が変わる！」

それが見て取れるデザインでした。私は、そこに新
たな可能性を感じ、人々の行動を変えるデザインを、
もっともっと研究してみたいと、その虜になったん
です。

このレポートは、その発想がベースにあります。

はじめまして、牧野直子です。



私のことを少し紹介させていただきますね。兵庫県
の尼崎市出身で、お笑いが大好きです。自分は、笑
わせられないんですが・・(汗)。
とにかく楽しいことが大好き。

そして教師一家のもとに生まれたせいか、子供たち
の教育も大好きです。設計事務所のほかに、学習塾
でも講師をしています。
だから教育も、「楽しみながら学ぶ」というスタイ
ルがとても大好きです。

私は、小学生の子どもが二人いるのですが、「楽し
みながら学ぶ」環境を用意すると、いやだいやだと
言っていた勉強にもスイッチが入り、自分から興味
を持って、学んでいくということが、経験済みです。

そこで私は、「行動が変わるデザイン」と「楽しみ
ながら学ぶ環境」。
この二つを融合した考えを、理論としてまとめてみ
ることにしました。

これは、住まいでも、福祉施設でも応用できますが、
一番その影響が高いのが、「オフィス」だと思うん
です。ということで、「社員のモチベーションがみ
るみるあがるオフィス環境デザイン」ということで
お話をしていきたいと思います。



「行動が変わるデザイン」

社員のモチベーションが
みるみるあがるオフィス
環境デザインとは、

「楽しみながら学ぶ環境」

×

これを紐解いていきたいと思います！



さてクイズです。
この黄色い箱、これはなんだと思いますか？

これは何でしょうか？

写真出展：ＴＡＢＩＬＡＢO



シンキングタイム～～。

チ、チ、チ。

よーく見ると、ヒントがわかると思いますよ～。

答えは出ましたか？



じゃーん。正解は、灰皿でした！

よーく見ると、小さい穴が二つついていて、そこか
らタバコを入れるんですね。

そして、写真の上の方を見てください。

灰皿でした！ 写真出展：ＴＡＢＩＬＡＢO



「世界一のサッカー選手は、ロナウド、メッシ
どっち？」

という質問が書いてあります。
つまり、自分が世界一のサッカー選手だと思うほ
うに、吸い殻を入れてください、ということ。喫
煙者は、自分の意見のほうに、吸い殻を入れる、
という流れ。投票になってるわけですね。

この灰皿は、それまでたくさんのタバコのポイ捨
てで困っていたロンドンのある場所に設置されま
した。そして、質問もずっと同じだとつまらない
から、定期的に変えているそうです。

この地域は、この灰皿のおかげで、劇的にポイ捨
てが減りました。町の美化にとても貢献しました。

普通の灰皿を置いておいてもダメ、ポイ捨て禁止
の張り紙を貼ってもダメ。何をやってもダメだっ
たことが、この灰皿が設置されたことによって、
問題が解決された、ということです。

ちなみに、私が心を動かされたデザインとは、こ
れなんです。



では、もう一問クイズです。

さて、これは何でしょう？
ヒントは、赤い矢印です。ここから何を入れ
るんでしょうか？

これは何でしょうか？



赤い矢印から入れるものはコインです。
わかりましたか？

正解は、募金箱です！

「くるくるコイン」というもので、矢印からコイン
を入れると、そのコインがゆっくり転がりながら、
円を描くように中央に向かっていき、その円が少し
ずつ時間をかけて小さくなり、最後はくるくるくる
くると回って、一番中央の穴にストン！と落ちてい
きます。

これは九段下の科学技術館にありますが、子供たち
は、コインが落ちる様子がとっても不思議で、何度
も何度もやりたがります。
科学技術館に行くときは、小銭をたくさん用意して
おかないといけないといけません（笑）

このように、子供たちが、くるったようにコインを
入れ続けて、コインが転がる様子を見る行動。これ
を、「募金」という視点でみたらどうでしょうか？

募金してください！と駅前で声をかけられるよりも、
コンビニのレジ横よりも、何倍も何倍も募金につな
がると思いませんか？



さて、私の子どもたちの勉強の話です。
大人は、勉強の重要性がわかるから、勉強しなさ
いって言う。でも子どもはその重要性もわからない
し、楽しくはないから、イヤダっていう。その葛藤
の繰り替えしをする親子が多いのではないでしょう
か。
でも写真のような、双六やビンゴゲームは、どんど
んやりたがります。
子どもたちは、楽しいから、どんどんやるんです。
カルタやパズルに勉強の要素が入ったゲーム、何度
も何度も一緒に遊びました。

楽しみながら学ぶ環境

すごろくで、掛け算の勉強

ピザで、分数の勉強

ビンゴで漢字の勉強



でも小学生になると、カルタではなかなか遊んでく
れなくなってきました。夫が買ってきた問題集も
やってくれません（笑）
さて、どうするかと思って私が選んだ問題集が、な
ぞなぞ形式の問題集。こういう問題集だと遊び感覚
で、どんどんやってくれています。

なぞなぞ感覚で
とける問題集

どんどん勉強します。



また、私が子供たちによく使う手は、
近所のお祭りが５月と7月にあるのですが、３～４
週間前から、

「お祭りでお金が欲しかったら、どうするんだっ
け？」
と聞きます。とき終わった問題集と、お小遣いを交
換するんです。

お祭りで遊ぶお金が欲しいために、子供たちは、必
死に勉強します。

この時の勉強のモチベーションはすさまじい！普通
の勉強の問題集もどんどんこなします。もっともっ
と、お祭りをやってほしいぐらいです（笑）

楽しいことと、勉強を掛け合わさると、動くんです
よね！

楽しいことと掛け合わせると、とんでも
なく勉強します。



私自身の経験も少しお話しますね。

私は趣味で、バレーボールを
やっているのですが、中学を
卒業してから28年間、一度も
ボールはさわっていませんでした。

大人になって太って、「運動したほうがいいよ」とま
わりに言われても、それぐらいじゃ、動かない（笑）
だって、子育てと仕事で忙しく、自分の時間なんて絶
対取れないって、頑なに思ってたから。

でもたまたま、誘われて一度やってみたんです。する
と、昔の楽しさを思い出しました。やってみたら、意
外と時間はとれる。じゃあ、やってみよう。すると、
やり始めると、上達したくなる。そして、もっともっ
と練習するようになる。結果、運動不足も解消！

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

これは、「たまたま面白いことを一度経験したら、心
理的ハードルがぐんとさがり、さらに鍛錬する。」と
いうことですね。

最初の機会をどう作るかが、ポイントということです。

一度経験したら、ハードルが下がり、
楽しさがわかる



灰皿や、募金箱のように、行動をしらずしらず起こ
すデザイン。
子供たちの勉強のやる気スイッチ。
私のバレーボールの経験。

どれも、共通点は、「楽しさ」にありそうです。

「灰皿や募金箱」は、本来の意味とは違うけれども、
「面白そう！という興味。」

「子どものやる気スイッチ」は、「遊びや楽しみ。」
「バレーボール」は、「思いがけない楽しさとの出会
い」

どれも、重要なのは楽しさですね。

そしてその楽しさは、本来のものとは違う切り口だっ
たりするということです。

「共通点は楽しさ」



イソップ寓話に、「北風と太陽」というお話があり
ますよね。
北風と太陽が、旅人の服をどうやったら脱がせられ
るか競争をした、というお語。とっても有名です。

北風がぷーっと力ずくで引き飛ばそうとしても、旅
人は、吹き飛ばされまいと、必死にコートをおさえ
ます。でも太陽が、温かくポカポカ照らせば、旅人
は服を脱いでいく。
しかも、「いい陽気になってきたぞ！」とイヤな思
いをしていないんですよね。
そう、これがミソ！
このお話、行動をどうやって起こすかを、実に上手
に表していると思います。

コンセプトは北風と太陽

命令で強制するのではなく、
そうしたくなる環境を上手に
設定した、ということ。

この不思議とそうしたくなる
環境を作ることがキモです。
さて、それはどうやって作っ
ていけばいいか、考えていき
ましょう！

絵： クボ トモコ「北風と太陽」より



マーケティング用語のAIDMAって、聞いたことあり
ませんか？

IDMA（アイドマ）の法則とは、Attention（注意）
→ Interest（関心）→ Desire（欲求）→ Memory
（記憶）→ Action（行動）

これが一般的な考え方。
でも、関心、欲求がないと、行動につながらない。

灰皿で例えると、ポス捨てしたくない！という欲求
がない限り、ポイ捨て防止につながらない。
ポイ捨てしたくない欲求を作るってむずかしい～。

でも、「行動をデザイン」すると、最後のAction（行
動）から入ることができるのです。

Action（行動）→ Interest（関心）→ 循環する

面白そうだから投票してみよう→そういえば、ここ
ポイ捨て禁止区域だった →次から気を付けよう！

行動デザインは、本来の興味を飛び越える



子供だけでは、難しいかもわかりませんが、子供
が最初に体験して自分ごとになった時に、親がこ
のように、うまく誘導してあげれば、子供の興味
はどんどん広がります。

AIDMAの法則だったら、

Step1 外国の飢餓問題に、感心がわいた。
Step2 募金をしよう！

になります。でも、それだとなかなか関心や興味
がわかないから、その先の行動（募金）につなが
らないんです。

「くるくるコイン」でも、考えてみましょう。

面白そうだから、やってみた。そしたら、それは
募金だった。
→
募金が、外国の飢餓問題に使われるということを
知った。
→
世界の情勢に関心が行った



行動をうまくデザインしたなあと思えるものを、
他にもご紹介していきますね。
一つ目は、駐車場のラインです。
駐車場の間のラインは、今までは一本線が主流で
したが、今は、間のラインが二重線のところが増
えてきました。

それは一本線だと、曲がったまま駐車する人が多
いんです。でも、二重線にすることで、この間に
まっすぐ車を停めようという心理が働くんです。
結果、キレイな駐車が増える。
たった、一本の線で、行動が変わります。

これは、この中に入れたい！というゲーム的要素
が加わっていると考えられます。

行動のデザイン

二重線にすることで、まっすぐ駐車する人が増える



もう一つは、成田空港の第3ターミナル。第３
ターミナルは、格安航空用のターミナルで、一番
奥にあり、歩くのに時間がかかる。でも、歩く歩
道など設備投資をすると、格安航空を使おうとし
ている人たちに、空港使用料を高く取らざるをえ
ない。
そこで、⾧く歩いても疲れないように、ゴム製の
チップで、陸上トラックを床に作りました。
これだと、歩く苦痛が減りそうです。さらに、赤
と青で、行先がすぐわかるようにしたため、行先
の迷いもなくなります。

これにより、陸上選手のように早く歩きたい、と
いう楽しさが加わっていますよね。

遠い距離も、陸上トラックがあると楽しい気分になる
写真出展：マイナビニュース



では、こでまでの事例を、オフィスに応用していき
たいと思います。

灰皿の例でいうと、

ポイ捨て禁止！という張り紙＝会社の理念
ポイ捨てをしない ＝ 仕事をする

に当てはまるかと思います。

でも、その理念がなかなか伝わらない。伝えても行
動に結びつかない。というのが実際ではないでしょ
うか。

でも仕事本来ではなくても、それをすることで得ら
れることが、とっても楽しそう、面白そうと思えば、
人は動くのです。そして、一度動いてしまえば、そ
の仕事の意味や、理念にも興味がわき、もっともっ
といい仕事をしたい！と、いうようになるのではな
いでしょうか。

オフィスにあてはめて考えてみよう



「職場、仕事が楽しい」

オフィス環境
×行動デザインの方針

「会社の理念」に気づく

好循環のスパイラル！

もっといい仕事がしたい！

「職場、仕事が楽しい」



楽しい！
面白い！

モチベーションアップの法則

× 課題

これまでお話してきたように、モチベー
ションアップの法則は、

モチベーションアップの法則

です。



モチベーションアップの法則

ツカミ、フリ、オチ

そこで、具体的にオフィスデザインを考えて行
きたいのですが、私は、お笑いが大好きなので、
「お笑い」に例えて考えていきたいと思います。

少し、強引なところもあるかもしれません
が、、、楽しいでしょ～（笑）。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

芸人さんがされる面白い話には、大きくわける
と、こんなふうになります。

最初にお客さんの心をつかんで、
フリのストーリーで、ぐんぐんお
客さんの心を引き込んで、どうな
るのどうなるの？と期待させて、
最後にオチでどっと笑わす。

オフィスデザインも、これに習っ
て考えていきたいと思います！



ツカミ

お笑いはツカミが大事！最初の３０秒で、そ
の人の話を聞くかどうかが決まる。

オフィスでいうと、入った瞬間に感じる
オフィスが持つ場の雰囲気。

入った瞬間、ここ楽しそう！という雰囲気が
みなぎっているかどうか、が大事です。



このオフィスに来ると楽しい！
そんな「空気感」をどうやったら作ることができ
るんでしょう？

その大きなポイントは、「世界観」です。

世界観は、大好きなもので構成されます。世界観
を作るには、作る人が楽しむことです。
随所随所に、楽しんでいる様子がわかるアイテム
を飾ってみたり、そういった内装にしたり。

そしてそれには、「会社のビジョン」とリンクし
ていると、ますますグッド。社員さんに伝えるだ
けじゃなく、外からいらっしゃるお客様にも、こ
の会社ってこういう会社なんだと、ビジョンが伝
わり、結果ブランディングにつながるのです。

世界観がある！



世界観がある！
ロバートの秋山さんが、
TVで世界観について、
語っておられました。秋
山さんは、「クリエー
ターズファイル」として
いろんな人になりきって、
それっぽい言動をされて
ますよね。
まさしくあれは、一人一人のキャラを作って世界
観を出している。

コントを作るときも同じだそうです。
登場人物の設定をとても細かくする。たとえば、
この人はこんな言い方はしないだろうな、という
異質の要素は、徹底的に省くんだそうです。

コントのセットも、小物ひとつで、世界観をイ
メージさせられると。ただし、世界観と違うなあ
～というものは、徹底的に省く。
そうやって世界観を演出しているのだとか。

だから、オフィスにおいても世界観を演出するの
であれば、そうやって、楽しいこと、大好きなこ
とを展示したり、写真を飾ったりして、どんどん
演出していただければと思います。ただし統一感
がキーポイントです。

世界観について語るロバート
Ｅテレ芸人先生より



入った瞬間、楽しそう～！という
「世界観」が、伝わってくる

モチベーションがあがるオフィス

ツカミ



フリ

話の骨格部分です。ここで期待を膨らませ
てオチへ。
オフィスでいうと、まさに本丸のワークス
ペース。

ワークスペースについて、社員さんのモチ
ベーションがあがるポイントを３つにわけ
てお話します！



ビジネスマンは、３つの机を持つといわれていま
す。

・一人で集中して作業効率をあげるための机
・アイデアを創造するための机。
・商談や会議ができる会議室

どういう仕事の種類を行うかによって、最適な環
境があるんですね。

集中する場所、一人だけど思いっきりリラックス
してイメージを膨らませる場所、相手がいる場所
で切磋琢磨する場所、という感じに。

シチュエーションによって、それぞれを行ったり
来たりできると、より生産性が高まります。

それぞれ順番に、見ていきましょう！

用途により違うオフィス ３つの机



集中する

個人の執務スペースはとても大事。
そこが集中できる場所になるよう、心がけよう。

個人の机は、見るとモチベーションがあがる小物
を飾って。癒しの小さいグリーンがあってもいい
ですよ。

他には、本当に集中したいときに籠れる周りを遮
断した個室をフリーアドレスで使えるようにする
のもいいと思います。

1.個人の生産性を高める机



お昼ごはん後は、私はとくに眠気がおそいます。
でも、15分もベッドで寝れば、頭がスッキリ！
がぜんその後の効率があがります。
オフィスでは、お昼休憩中に、デスクにうつ伏せ
で寝る人が多いかもしれません。
人目を気にせず、個室で横になれるスペースがあ
ると万全！
オフィス内に、カプセルホテルのような小さいス
ペースがあるといいですよね。

1.個人の生産性を高める机

休憩



うまく整理できていないと、資料を探すのに、大
変な時間をついやしてしまいます。
きちんと整理しておけば、その時間を仕事時間に
あてられますよね。

キレイにしないと気持ち悪いぐらいの、本棚を作
りましょう。カラーリングでジャンル分けなどす
ると、片づけも、探すのもラクになります。

1.個人の生産性を高める机

整理



・一人で集中できる作業スペース
・整理したくなる書類棚
・気兼ねなく仮眠がとれる部屋 etc

モチベーションがあがるオフィス

個人の生産性を高める



アイデアって、じーっと一人で机に向かっていて
も出てこなくて、何かの体験や人と話していてイ
ンプットが起こった時に、さっとアイデアの神様
がおりてきますよね。

机に向かって座っている時よりも、歩いていたり
体を動かしたりしていたほうが起こりやすいんで
す。こんな感じでどんなポーズでも取れる場所は
創造性を高めてくれます。
そういうスペースは、発想力を倍増させます。

2.創造性を高める机

自由な体勢



話し合ってインプットを高めたり、それを持ち
帰ってワークスペースで形にしたり、作業する内
容によって気分転換ができると、より発想力が高
まります。

2.創造性を高める机

気分転換



何かにヒントをもらって、アイデアを膨らませた
り、何かアイデアがおりてきたときに、それを調
べることができたり。
発想の材料たちに、すぐ近くに囲まれている空間
は、創造性を高めるのに有効です。

2.創造性を高める机

発想のヒント



・自由な体勢がとれる場所
・気分転換ができる場所
・発想の材料に囲まれている場所

.etc

モチベーションがあがるオフィス

創造的アイデアが生まれる



カフェスペースのように、気軽に打合せをできる
場所があるといいですよね。ランチミーティング
のように、ご飯を一緒に食べながら、雑談の中か
ら仕事のアイデアがおりてくるかもしれませんね。

3.会議ができる机

カフェ



ピクニックのように、床に座りながら、会議がで
きるところも、意見が活発になってきやすい。
ランチしながら、どんどんアイデアがふくらみそ
うですよね。

3.会議ができる机

仲間



リラックスしていると、いろんなアイデアが出ま
す。面白がって、楽しい企画もたくさんでるかも
しれません。
森林の中にいるような、緑に囲まれている場所は
いかがでしょうか？リラックスして活発な意見が
たくさん出ること間違いなし？！

3.会議ができる机

癒し



・リラックスできる場所
・座席が簡単に変えられる
・床にすわったり、食事しながら

会議ができる場所

モチベーションがあがるオフィス

会議が活発になる



オチ

ここがウケるかどうかは、これ
までのつくりこみに関わります
が、一番のキモ！



実は、オフィスに来ることが楽しい、というのは、
執務時間以外に作られることが多いかもしれません。
やはり人と人との関係性。コミュニケーションが果
たす役割が大きいです。

じゃあ、オフィスで言えば、どこで会話がたくさん
生まれるでしょうか？

それは、喫煙室や、トイレ、自動販売機の前などの
休憩所です。そういったサブのスペースが実はカギ
なんです。そこを寂しい場所にするのではなく、よ
り楽しい場所にする。

サブのスペースに「遊び心」があると、オフィス全
体がとても楽しい空間に思えるのです。

サブのスペースを楽しくする！



トイレは清潔に快適にが基本。トイレも居心地の
良い空間を目指そう。
パウダールームがおしゃれだと、心もウキウキす
る。

サブのスペースを楽しくする！

トイレ



サブのスペースを楽しくする！

休憩スペースこそ、楽しそうな空間を意識しよ
う。家具にこだわったり、グリーンを置いたり。
また、社員さんの個人的な情報を発信しあえる
掲示板などを作っても、楽しさがアップするの
ではないでしょうか。

ドリンクスペース



サブのスペースを楽しくする！

喫煙スペースは、喫煙者の憩いの場。ここでさ
まざまな交流が行われるでしょう。
執務空間と喫煙スペースが、視覚的につながっ
ていると、休んでばっかりと思われないかも
（笑）

喫煙スペース



トイレや、喫煙所、休憩スペース
を楽しく面白い空間にする

モチベーションがあがるオフィス

社員さんが仲良くなる



以上をまとめると、

モチベーションをあげる法則は、

「楽しいこと、面白いこと」に「課題」をかけあ
わせる。

そして、オフィスの環境も、それを意識する。

ツカミ、楽しそうな世界観を表現
フリ、３つの仕事内容に対応できるスペース
オチ、執務空間以外を、楽しみなスペースに

ということでした。このレポートが、みなさまの
お役にたちますように。

また自社の場合はどうすればいいのだろうか、と
いうご質問に対しては、出張診断や、社員研修を
行わせていただいております。一番後ろのページ
に連絡先を載せていますので、お気軽にご連絡く
ださい。

まとめ



最後に、私がこれまで設計させていただいた事例
を紹介させていただきます。





オフィス出張診断
工事の予定がなくても大丈夫です。
今の状態から、オフィス環境を改善し、モチベー
ションアップできるような環境づくりのアドバイ
スをさせていただきます。
診断費用 4万5000円

お問い合わせお待ちしております

社員研修
モチベーションアップの研修。
ワークショップ形式で、「お笑い」の法則を取り
入れた楽しく学べる研修です。
御社のケースに合わせて、内容を対応できます。
研修費用 10万円

（関東圏以外は、交通費をいただければ、出張いたします。）

お申込みは、
naomakino@glad-design.org
090-9837-9506（牧野携帯）
または、Facebook（牧野直子/makino.nao）、
Twitter (＠naoglad)のメッセージでお知らせください。

ワークショップ形式の以下のサービスを承ってお
ります。


