
 

  

●第 1巻第 1号（2009年 3月 20日発行・77ページ） 

 

・日本オフィス学会誌発刊に当って                                                 沖塩荘一郎 

・（特別寄稿）オフィス学の必要性                                                     古川靖洋 

・（特別寄稿）オフィス学のすゝめ                                           山口重之、仲 隆介 

・（講演概要）クリエイティブなオフィスを目指して ～乃村工藝本社ビルの場合～        山梨知彦 

・（調査報告）欧州グローバル企業のクリエイティブオフィス視察報告            緒方浩人 

・（研究論文）オフィスにおいて対面でやり取りされる情報の内容とその状況に着目した空間特性の考察 

                                              松本祐司、水野里美、仲 隆介、山口重之 

・（研究論文）平面画像によるモニタリング手法の開発および活発度指標の提案 

       ～創造的なグループワークに関する研究（その 1）～ 

                                           池田晃一、本間茂樹、後 信和、本江正茂 

・（研究論文）製品の適正な印象形成に関わる製品写真の有効性（1）～オフィスチェアを例として～ 

大塚裕史、松崎 元、長尾 徹、大工園英太、赤津智津子 

・（研究論文）オフィス FMの投資効果に関する一考察 

～事業活動の判断材料作りをオフィスワークと定義した場合～              柳父行二 

・（技術報告）折戸のハンドルやロックの適切な位置 

       ～一般トイレ内に設置する車いす対応便房の研究 その 1～ 

                                           高橋未樹子、村上清伸、高橋哲郎、寺田佳世、長原美穂 

・（技術解説）ユニバーサルデザインと省エネルギーを向上させるオフィス照明            岩井 彌 

・（セミナー概要）日本オフィス学会 第 14回、第 15回研究セミナー『オフィスでの生活空間を考える』 

       ～オフィスで食べる・吸う・出す～       日本オフィス学会 企画委員会セミナーWG 

・（随  想）オフィスのトイレの位置も変わります                                   沖塩荘一郎 

・（随  想）ナレッジ・ワークプレイスの原点                                         地主廣明 

 
 

 
 



 
 
●第 1巻第 2号（2009年 9月 30日発行・70ページ） 

 

・大いなる期待                                                                     松谷泰行 

・（特別寄稿）オフィスの新しいコンセプト：知的オフィス                三木光範 

・（随  想）随想 1 クイックボナーチーム代表を驚かせたホンダ青山ビルの説明    沖塩荘一郎 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

特集：第 10回大会 

・（概  要）プログラム、開会挨拶（沖塩会長）、歓迎挨拶（高杉大阪大学副学長） 

・（記念講演）クリエイティブ・ワークプレイス・ダイナミクス 知の生態系をデザインする 

                                                                              木川田一榮 

・（研究成果の概要）オフィス生産性評価指標 オフィスの生産性貢献度に対する意識調査研究 

                                                                                松岡利昌 

・（研究成果の概要）オフィス環境変遷体系化研究部会 オフィス環境の変遷－ダイジェスト 

                                                  近藤明夫、地主廣明、石井龍彦、古阪幸代 

・（そ の 他）各研究部会発表、大会公募論文発表、懇親会、開会挨拶補足 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

・（研究論文）グループワークにおける身体移動及び発話の活発さと作業評価に関する考察 

       －創造的なグループワークに関する研究（その 2）－ 

                                                  池田晃一、本間茂樹、後 信和、本江正茂 

・（技術報告）動画像での個人作業環境モニタリングによる作業者の行動特性に影響する環境要因の抽出 

モニタリングシステムおよび二次元データのビジュアライズ手法の開発 

堀田竜士、池田晃一、本江正茂 

・（調査・報告）面白法人 KAYAC鎌倉法人オフィス訪問記                               吉田邦彦 

・（随  想）随想 2 ブラジルの思い出                                                藤村盛造 

・（随  想）随想 3 ゴロゴロ空間とカリカリ空間                                      地主廣明 

 

 

 



 

 

 

●第 2巻第 1号（2010年 3月 31日発行・80ページ） 

 

・日本オフィス学会の曙                                                              中村喜久男 

・（特別寄稿）日本オフィス学会誕生の背景                                               野田一夫 

・（論説・解説）私のオフィス感                                                         川上玲子 

・（論説・解説）日本におけるワーク・ライフ・バランス ～たて社会での進め方～           小田毘古 

・（論説・解説）環境問題とオフィス建築のデザイン 多様なワークプレイスへ               鰺坂 徹 

・（研究論文）ブレインストーミングにおけるアイデアの質と量に関する研究 

                                                  佐々井良岳、堀田竜士、池田晃一、本江正茂 

・（研究論文）卓上移動ロボットの人に対する支援領域に関する基礎研究           三上喜隆、渡邊朗子 

・（海外事例）海外のオフィスに学ぶ－1：クリエイティブワークを支えるオフィス空間        岸本章弘 

・（セミナー報告）日本オフィス学会 研究セミナーの概要                                 鯨井康志 

・（セミナー報告）日本オフィス学会 第 16回研究セミナー《オフィス見学会》 

         (a)アステラス製薬株式会社 つくば研究センター（御幸が丘）居室・厚生棟   小谷 江    

・（セミナー報告）日本オフィス学会 第 16回研究セミナー《オフィス見学会》 

         (b)カルソニックカンセイ株式会社 研究開発センター・本社               仁宮順一 

・（論説・解説）オフィスへの想いと新世代オフィス研究センター（NEO）への期待           仲 隆介 

・（随  想）オフィスと科学                                                            藤村盛造 

・（そ の 他）オフィス学へのアプローチ ～関連学会・団体の紹介～          「社団法人日本建築学会」 

 

 

 

 

 

 

 



       －オフィスに求められる魅力に関する研究 1－                    渡邊朗子、田中良太    

       －知的活動を支援するオフィス環境デザインに関する研究 1－     渡邊朗子、佐々木一成 

・（技術報告）～CO2削減とクリエイティビティを両立させる～新コンセプト『エコライブオフィス』の開発 

                                                                           林 賢、一色俊秀 

・（セミナー報告）第 17回研究セミナー 『建築』から見た『オフィス』                     鯨井康志 

・（セミナー報告）第 18回研究セミナー 「オフィスの歴史的変遷～過去・現在・近未来」     地主廣明 

・（海外事例）海外のオフィスに学ぶ－2：未来志向の対話の場 フューチャーセンター       八塚裕太郎 

・（ 跋  ）オフィス学へのアプローチ ～関連学会・団体の紹介～ 「日本テレワーク学会」 國井昭男 

・（追  悼）ウイリアム・J.ミッチェル教授の逝去を悼んで                              沖塩荘一郎 

・（特別寄稿）オフィスデザイン 40年                                                    李 泰久 

・（セミナー報告）第 19回研究セミナー「五感への刺激と知的生産」                        池田晃一 

・（記念講演）まちづくりと人の働く風景                                                 川向正人 

                                        高橋未樹子、村上清伸、高橋哲郎、寺田佳世、長原美穂 

・日本オフィス学会の挑戦                                                              松岡利昌 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

・（概  要）プログラム概要、開会挨拶（沖塩会長）、歓迎挨拶（渡辺東京理科大学 常務理事） 

・（技術報告）コミュニケーションを活性化するオフィス環境の評価項目に向けた考察 

・（研究論文）評価グリッド法による魅力あるオフィス環境の評価項目の抽出 

       ～一般トイレ内に設置する車いす対応便房の研究 その 2～ 

・（研究成果の概要）各研究部会発表、大会公募論文発表、特別研究発表 

●第 2巻第 2号（2010年 9月 30日発行・108ページ） 

・（技術報告）外開戸と折戸における動作の違い  

特集：第 11回大会 
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〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町１丁目12番11号　リガーレ日本橋人形町２階

tel : (03)3668-5588 URL : http://www.jos-japan.jp/
fax : (03)5645-2255 E-MAIL : office@jos-japan.jp

表紙デザイン＋目次他デザイン：地主廣明

日本オフィス学会誌
2019年10月24日発行 第11巻・第2号

定価　800円（税込み・送料別）

2019.
vol.11
no.2

巻頭言 知が新たな場を生み都市を変える 紺野 登 1

論説
職場のメンタルヘルスの新しい流れ：
ワーク・エンゲイジメントに注目した個人と組織の活性化

島津明人 4

研究論文

エルゴノミクスチェア設計のための方法論の提案
座ったヒトの姿勢変化と椅子構造の動きとの関連を解析する

関 荘一、中迫 勝 10

オフィスにおける執務行動を表す言葉の体系化に
関する基礎的研究

20

セミナー報告
日本オフィス学会 第44回研究セミナー

海外と日本のワークプレイス事情
足立 修一 27

オフィス学への
アプローチ

関連学会の紹介：日本認知科学会 内海 彰 29

研究室訪問：感情・動機づけ研究室 戸梶 亜紀彦 30

日本オフィス学会 学会誌委員会

学会誌委員会委員のつぶやき
地主 廣明 32

跋

規定変更のお知らせ、研究論文・技術報告 応募規定、投稿論文 執筆要領、
大会発表論文の公募について、梗概集執筆要領、投稿論文・技術報告一覧

45

第21回通常総会 67

学会よりのお知らせ・編集後記 地主 廣明 68

江川 郁美、川北 健太郎、松本 裕司、仲 隆介、
岡田 真幸、岩﨑 太子郎、大川 徹　



巻頭言 これからのオフィスづくりに必要な研究とは 黒田 章裕 1

論説

人々の出会う場所としてのオフィス、学校、公共施設 古谷 誠章 4

「WORK【みらい】OFFICE」
～これからの働き方やオフィスに関するパネルディスカッション～

古川 靖洋 13

研究論文

ペアタスクにおけるコミュニケーションに座席配置が与える影響 花田 愛、掛井 秀一 19

ルースファニチャーでの異なる入力方式を用いた作業における姿勢の

動的特性に関する研究

宮崎 樹、

池田 晃一、本江 正茂
27

自己裁量の高い働き方を可能にするワークプレイス４要素に関する研究
山越 かれん、

浜中 麻衣、藤田 浩彰
35

異分野融合研究拠点における研究者間の交流促進を目的とした
空間構成と運用
WPI:世界トップレベル研究拠点を対象として

バーラ インディラ、
池田 晃一、本江 正茂

43

セミナー報告
日本オフィス学会 第45回研究セミナー

ベンチャー企業の成長とオフィス
葛谷 正明 51

オフィス学への
アプローチ

関連学会の紹介：知的オフィス環境推進協会 三木 光範 53

研究室訪問：知的システムデザイン研究室 三木 光範 54

跋

研究論文・技術報告 応募規定、投稿論文 執筆要領、投稿論文テンプレート 55

JOIFA第8回オフィス関連書籍奨学資金授与の図書、2作品決まる 松岡 利昌 69

学会よりのお知らせ・編集後記 地主 廣明 70

日本オフィス学会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町１丁目12番11号　リガーレ日本橋人形町２階

tel : (03)3668-5588 URL : http://www.jos-japan.jp/
fax : (03)5645-2255 E-MAIL : office@jos-japan.jp

表紙デザイン＋目次他デザイン：地主廣明

日本オフィス学会誌
2020年4月23日発行 第12巻・第1号
定価　820円（税込み・送料別）

2020.
vol.12
no.1



巻頭言 日本オフィス学会初のオンライン大会への挑戦 松岡 利昌 1

論説

これからの働き方とワーク・エンゲイジメント 島津 明人 4

新型コロナ禍での子育てとテレワーク
ユニバーサルデザイン

研究部会
8

ミレニアル世代の働き方意識調査　中間報告
ミレニアル世代の特徴について

ワークスタイル研究部会 14

コロナ禍で見えてきた新しい働き方
～ワークプレイスプログラミングの視点から～

ワークプレイスプログラミング

研究部会
17

新型コロナ禍におけるOffice Techの位置づけ オフィス投資価値研究部会 23

自宅テレワークにおけるPC作業の人間工学ガイドラインの提案 オフィス人間工学研究部会 28

オフィス分散化に伴う空間および家具ニーズの変化に関する一考察 オフィス家具研究部会 32

シンギュラリティを超えない、人と道具との未来の姿 ステーショナリー研究部会 35

研究論文 エルゴノミクスチエア設計のための方法論の提案
座位における姿勢変化で起きる体圧の動的バランスと快適性の解析

中迫 勝、関 壮一 40

オフィス学への
アプローチ

関連学会団体紹介：日本テレワーク協会 田宮 一夫 49

研究室訪問：稲水研究室（職場組織の総合科学） 稲水 伸行 50

跋

研究論文・技術報告 応募規定、投稿論文 執筆要領、投稿論文テンプレート 51

新型コロナウィルスの影響による在宅勤務の実態と
今後のオフィスについての調査

髙田 充洋、貫名 英一、

足立 修一
65

第22回通常総会 69

学会よりのお知らせ・編集後記 地主 廣明 70
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2020年10月30日発行 第12巻・第2号

定価　820円（税込み・送料別）
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巻頭言 地方暮らしとニューオフィス 吉田雅彦 1

論説

量子化するオフィスで 本江正茂 4

未来型ヒューマン・コミュニティオフィスの在り方と展望
ニューノーマル時代のソーシャル・ハピネス共創に向けて

岡田大士郞 9

テレワークがつなぐ都市と地域の新しい関係
～ワーケーションがもたらす未来の形～

箕浦龍一 17

ウェルネスオフィスの普及によるSDGs達成への貢献 林 立也 31

研究論文

ペアタスク時のコミュニケーションに姿勢の違いが与える影響 花田 愛、掛井秀一 37

ワークスタイル改善に関する基礎的研究 
ー働き方改革を起点とした取組の実態調査ー

舛田愛海、松本裕司 45

セミナー報告
日本オフィス学会 第48回研究セミナー

ニューノーマルの働き方とオフィス
～バーチャルオフィスツアーとパネルディスカッション～

古阪幸代 51

オフィス学への
アプローチ

関連学会の紹介：日本生理人類学会 安河内 朗 53

研究室訪問:佐藤泰研究室（人間科学の視点からみた「はたらく場」研究） 佐藤 泰 54

跋

研究論文・技術報告 応募規定、投稿論文 執筆要領、
研究論文・技術報告一覧

56

学会よりのお知らせ・編集後記 地主 廣明 72

日本オフィス学会
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巻頭言 VR技術が架ける橋 雨宮 智浩 1

論説

カーボンニュートラル・新型コロナ感染症とこれからのオフィス 田辺 新一 4

ビフォーコロナ研究からみるアフターコロナの働き方 佐野 友紀 10

研究論文

大学キャンパスにおける学生の行動を示す言葉の体系化に関する基礎的研究
ワークプレイスとしての大学キャンパス・プログラミングのために

松本 裕司、石山 希、
大野 愛莉、岡田 真幸、
岩崎 太子郎、大川 徹

16

中国のコワーキングスペースにおける利用者行動
尺度開発のための探索的研究

朱 荻、阿部 智和、
朴 智賢、李 然布

25

セミナー報告
日本オフィス学会 第49回研究セミナー 

オフィス学講座「ハイブリッドワークをめぐって」
鯨井 康志 35

オフィス学への
アプローチ

関連学会・団体の紹介：人間-生活環境系学会 高田 暁 37

研究室訪問：早稲田大学人間科学部　佐野友紀研究室（建築人間工学研究室） 佐野 友紀 38

JOIFA（日本オフィス家具協会）からの2つのレポート 40

跋

研究論文・技術報告 応募規定、投稿論文 執筆要領、
研究論文・技術報告一覧

44

第23回通常総会 60

第22回日本オフィス学会大会 概要・プログラム 61

学会よりのお知らせ・編集後記 地主 廣明 64
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