明快 オルタナ・オフィスの種類と違い
レンタルオフィス／シェアオフィス／サービスオフィス／コワーキングスペース
若林武［アセットデザイン］

［図表1］東京都の従業者規模別事業所数および従業者数

［図表 2］オルタナ・オフィスの四象限分析

従業者規模

事業所数

構成比

事業所総数

694,212

100%

1〜4人

381,505

55%

5〜9人

144,039

20.7%

サービスオフィス

10 〜 19 人

83,317

12%

20 〜 29 人

31,317

4.5%

30 〜 49 人

24,731

3.6%

50 〜 99 人

15,329

3.6%

100 〜 299 人

8,921

1.3%

当の事業者も分からぬまま多様化していると言ってもいい。

300 人以上

3,038

0.4%

だが実は、おおよその事業形態、空間の特徴や直近の主な事業者動向を掴むことは不可能ではない。

派遣・下請従業者のみ

2,015

0.3%

今回は 2001 年にレンタルオフィス事業に参入し、以来この市場に携わり続けてきた若林氏に解説していただく。

出所：東京都
「平成 21 年 経済センサス 基礎調査 東京都 結果報告」

「オルタナ・オフィス」は、例えば同じ「レンタルオフィス」と謳っていても形態は千差万別。

坪単価（利用料金）
・高

レンタルオフィス
シェアオフィス
サービスは通常のオフィス並

提供サービスが多彩

（オペレーションが比較的容易）

（オペレーションが重要）

コワーキング
スペース

坪単価（利用料金）
・低

［図表 3］オルタナ・オフィスの分類

注目が広がる

て、使いやすく保証金などの契約コス

一般のオフィスビルに融和し、ビル経

オルタナ・オフィスとその背景

トも低いオフィスとして認知されるま

営の成長または安定戦略の選択股と

でに至った。

なり得るのだろうか。

規模
事業者層

レンタルオフィス

シェアオフィス

サービスオフィス

コワーキングスペース

SOHO

ワンフロア〜 1 棟

ワンフロア単位 が多い

ワンフロア〜 1 棟

ワンフロア単位 が多い

住居系不動産／ワンフロア

不動産事業者が殆ど

非不動産業者
IT や飲食等の
他業界算入が多い

一般不動産オーナー

マスターリース or 運営委託

マスターリース型が殆ど

通常募集による一般賃貸借

ベンチャー支援企業
コンサル系企業
（不動産事業者は一部）

ベンチャー支援企業
コンサル系企業
（不動産事業者は一部）

近年では、IT 技術の 発 達ととも

オルタナ・オフィスの各運営形態

の獲得競争が続き、毎年オフィス面

にソーシャルネットワークサービス

のビジネスモデルとしての継続性や

事業形態

積が増床、現在の状況に至っている

（SNS ）も浸透、情報だけでなく、働

収 益 の可能 性を以下で 考察してみ

フリーアドレス席

○

○

×

○

が、ここでのテナントのターゲットは

き方にまで「フレキシブル・シェア・

る。なお、本稿では「SOHO」という

固定席（1-2 名用）

△

○

×

△

-

形態には触れていない。SOHO とは

個室

○

△

○

×

○（1 戸）

時間または 1 日利用

×

△

×

○

×

ユーザー利用料（5 段階）

4

4

5

2

相場と同程度

オフィス市場では、
「規模と立地」

あくまでも各ビルに合わせた「フロア

つながり」といった概念を求める思想

ごと、ないし 1 棟まるごと借りてくれ

が拡がっている。

る企業」が中心であった。

ワークスペースについても同様で、

「Small Office Home Office」という
自宅を仕事場にする働き方 の略称

一方、対極として全国の企業全体

レンタルオフィスをフリーアドレス制

であり、これをオルタナティブな オ

の 79.1％を占める従業者 10 名未満の

にしたシェアオフィスの誕生や、さら

フィス として他の業態と比較し事業

小規模企業（総務省統計局「平成 21 年

にフレキシブルでカジュアルなコワー

性を検討するのはあまり適切ではな

経済センサス 基礎調査」より）では、そ

キングスペースまでもが誕生したのは

いと考えているためである。

のボリュームは大きくとも、リーシン

ここ数年のことである。

グ上の煩雑さから着目されることもな

テレワーカーが増加し、働き方も

く、これら事業者のオフィス環境は劣

柔軟に変化する中で、ワークスペース

悪で、多くは仕方なく居住用ワンルー

（オフィス）も同様に流動化しているの

ムや、老朽化したビルの分割借りあ
るいは他社との同居などをしなけれ
ばならない状況であった。

である。
このような流れの中、面積の増床

テナントのマーケットを見る
ビルオーナーは一般的に、立地条

通常賃貸と比べ 1.5 倍程度

通常賃貸より若干高い

通常賃貸と比べ 1.5 倍程度

内装グレード

通常のオフィスを区画した
程度〜インテリアをセール
スポイントにするものまで
様々

通常のオフィスを区画した
程度〜インテリアをセール
スポイントにするものまで
様々

A クラスビルへの出店が多 カフェ等に近いインテリア

てきている。

外資系企業 の支店やビル
のグレードを意識する金融
やコンサル系企業

-

△

◎

-

4

3

5

-

各オフィスの定義付け
レンタルオフィス

主に 5 名以下の小規模事業者を対象にしたオフィス。
設備や会議室などは共用部分に設置して共有し、専用の個室をそれぞれ持つ、いわば合同事務所のようなオフィス形態。

シェアオフィス

フリーアドレスでデスクを共有して利用するオフィス形態。
近年では、専用デスクや個室をフロア内に設置するなど、レンタルオフィスのフロア形態に近付いている。

サービスオフィス

主に A クラスビルに出店され、相応の規模の事業所でも、最新のオフィスインフラや A クラスビルを利用できるメリットを持つ。
数名規模から 20 坪程度まで区画バリエーションも豊富。
フリーランスなど 1 人で働く人が集まり、共有スペースで各自に仕事をするというシェアオフィスよりさらにフレキシブルな形態。
2005 年にイギリスで生まれ、日本での馴染みはまだ薄い。

居住用不動産
（事務所可）、10 坪未満の狭小またはワンフロア分割貸しなどのオフィス形態。利用者の多くは、個人事業主や数名規模のマイクロ企業。

なぜなら、不動産・建築業界では
他業種と異なり、物質的要素ばかり

確認してみる［図表 1］。

るのが現状なのである。

2020 年をピークに生産労働人口

に着目するが余り、それを利用する人

が 01 年に日本の起業家向けにビジネ

は減 少、高齢 化により 65 歳以上が

のニーズあるいはその創出といった

オフィスビルのワンフロアの平均面積

「1〜9人（事業所全体の 75.7％）
」
では、

ス支援サービス付きオフィスを開設し

25％を占めるようになる東京も、ビル

一番大切なマーケティングへの執着

が 50 坪と仮定した場合、ターゲット

をターゲットとしていることから、需

て以降、
「レンタルオフィス」や「サー

の空室率上昇は免れない。

が少ないからである。

となる企業は「20〜29人（事業所全体

要の伸びも必然といえる。

上記の統計から明らかなように、

ビスオフィス」という呼称のワークス

こうした状況下でも成長を続ける

ここでは、東京を例に、テナントと

の 4.5％）
」にしか過ぎない。この相対

ペースが拡がり、小規模企業向けとし

オルタナ・オフィス市場は、はたして

なる企業のボリュームゾーンを改めて

的に数の少ないパイを競い合ってい
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クリエイティブワーカー等
のフリーランスを中心とし
た層で年齢層も若い

○

開設、日本企業ではアセットデザイン

20

-

4

SOHO

のためにアウトソーシングオフィスを

く、総じてハイグレードな
内装が多い

-

○

とも言えるのではないだろうか。

を確保するのに困難な状況が発生し

未知数（トラックなし）

オペレーション難度（5 段階）

これは間違いではないが正しくない

部の優良なビルを除いてはテナント

-

利用者同士の交流

を続けてきたオフィス市場では、一

しかし、2000 年 以 降、英 企 業・

ベンチャー企業から中小企 個人事業主が殆ど
業 の支店としての利用

入居者（利用者）層

コワーキングスペース

リージャスが外資系企業の日本進出

マスターリース型が殆ど
一部、運営委託型も有る

運営者の収益性

件や広さ、ビルのスペックから想定
賃料を算出し、収支計画を立てるが、

マスターリース or 運営委託

一方、成長するオルタナ・オフィス

上記の従業者規模別事業所（5 年

構成比率は数ポイント程度変化する
ものの、全体的な構成比率は大きく
変わらない。
論理的には、オルタナ・オフィス事
業はそのマーケットの大きさからビジ
ネスモデルとして成立するのである。

ごとに公表）は、時代の変化に伴い、
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オルタナ・オフィスの

度と若干コストがかかるものの、収益

指し、専用デスクや 1〜3 名用程度の

ンフロアの分割貸しに設備機器や共

ペースが誕生し、欧州を中心に 20 拠

事業性・収益性

性は坪単価を相場より下げずに賃貸

個室を設ける（実際のシェアードスペー

用スペースを付加し、グレードアップ

点程度まで拡がり、ここ1〜2 年で日

運営は、施設のコンセプトとコンテ

する人数（社数）を増やすことができ

スはフロア全体の 30〜50％程度に抑え

したものという表現がわかりやすい

本でもオープンが続くニューワークス

ンツありきの部分が強いため（どのよ

るので、相場賃料の概ね 1.5 倍程度

る）傾向にあり、業態としては、レンタ

だろう。

ペースである。

うな入居者を集め、どのような雰囲気の

を見込め、収益性が高く、投資回収

ルオフィスに限りなく近づいているの

も早い。

ではないだろうか。

◎レンタルオフィス

各業態の分類については［図表 2・
3］
でまとめた。東京では、公的施設

からインキュベーションオフィスまで

共用スペースを多くとるため、ワン

含めると、およそ 200 拠点程度の規

フロア 30 坪未満の小規模ビルでは

最近では、提供スペースもサイズダ

業態としては、シェアオフィスをさ

ウンし、レンタルオフィスの形態に近

らにフレキシブルにした形態で、利用

る。

コミュニティをつくり、維持するか）
、難

易度は非常に高い。

づいている。またレンタルオフィスの

者は数万円の月会費または時間・日

投資コストは、同様にコンセプトあ

設備や家具等も含めて 10〜15 万円／

内装グレードも向上していることか

単位の利用料を支払い、スペースや

りきのため、一概に程度の目安は立

改修工事費等の再投資コストは、

模まで拡大しているオフィス形態であ

出店は難しいが、それ以上の広さの

坪程度と、レンタルオフィスやサービ

ら、現状はサービスオフィス≒レンタ

設備を利用、空港のビジネスラウンジ

てにくいが、坪 20〜30 万円程度は必

る。

ビルでオフィス立地であれば、出店も

スオフィスに比べて抑制されることか

ルオフィスと、同義語に捉えられる傾

がカジュアルになって街に出たという

要とされる。

このオフィス形態では、主に起業

可能で、ビルの新たなリーシング手法

ら、費用対効果としては、ローリスク・

向にある。

イメージである。

に適した 1〜2 名用から5 名程度まで

としても相性が良いオフィス形態であ

ローリターン、賃料は相場もしくは若

のスペースに区分しており、多店舗出

る。

干の上積みは期待できるため、安定

常に近い形態で、サービス提供もフロ

使用していたフリーランスのワーカー

ない。しかし今後の大手企業のワー

収益の確保と 起業家支援 など社

ント業務がメイン、そして投資コスト

や SOHO 事業者が、利用者同士の

クスタイルの多様化、テレワーカーの

会的役割を求めるオーナーには適し

もレンタルオフィス程度であるため、

交流から新しい仕事のプロジェクト

急増していく背景を踏まえると、その

ていると言える。

新規参入も容易だ。最近では、空室

も生まれるという構図を強く意識し

役割と期待は大きい。

店を行うオフィスプロバイダーでは、
オフィスデザインや入居企業のビジネ
スを支援するサービスにも注力し、利
用者の付加価値を高めている。

2000 年初めに誕生したこの形態

◎シェアオフィス

まず、シェアオフィスの主たる利用
者である個人事業主は、住居と仕事
場の分離を図るまたは資金面で余裕

◎サービスオフィス

この業態は、スモールオフィスに非

いままでカフェを仕事場代わりに

対策で事業者系ビルオーナーやデベ

たワークスペースで、日本では、レン

ロッパーが事業化している。

タルオフィス業界から参入した当社

は、起業直後やアーリーステージの企

もないため、1 か月5 万円以下の利用

主に A クラスビルや 1 棟ビルなどの

利用者への提供料金は、近隣相

業を中心に広く認知され、その数は

料金で抑えられるこのオフィス形態

比較的大きなスペースで提供される

場の同等物件が競合となり、坪単価

家支援ビジネスを展開する企業など）が

増加傾向にあり、需給がマッチした

を選択する。

ブースや個室提供サービスとして事

はそう高い設定はしにくい（相場賃料

ユーザー候補を囲い込むコミュニティ

一例であることは間違いない。

事業者は、このような利用者の特

ただし、その運営方法は、フロア

性・入居目的を理解したうえで、利用

内に 30〜100 社程度の契約が存在

者に対し営業サポートの提供や入居

業者が使用している名称がサービス

の 1.5 倍程度）ため、収益拡大を求め

ビジネスとして参入、中小企業が自社

るのではなく、むしろビルのリ・サイ

ビル・自社ワークスペースを活用して

イメージとしては、レンタルオフィス

ジングによる収益安定のためのリー

実験的に運営するタイプなど各方面

シング手法であると捉えた方が良い。

からオープンが続いている。

◎コワーキングスペース

員制サービスという側面が大きいた

者間交流を促すことにより、利用期

より、ビルや内装のグレードが高く、

そのためビルオーナーや不動産会社

間の長期化を図る。しかし日本人独

バイリンガルのフロントなどを置くと

の直接参入は難易度が高いが、オペ

特の個室文化やセキュリティ概念が

いった、ホテルに近い印象を持つオ

レーターへの運営委託等で事業参入

あり、安定性に長けているとは言い

フィス形態である。

の障壁はクリアされる。

難い。

改修工事費は、15〜25 万円／坪程

22

PROPERTY MANAGEMENT 2012 Aug.

そこで、最近では収益安定化を目

だけでなく、非不動産事業者（起業

オフィスである。

し、かつサービス提 供も含まれる。

提供されるスペースは数名規模か
ら 20 坪程度までと、比較的広く、ワ

まだ始まったばかりのワークスペー
スのため、総体的な実績評価はでき

若林 武
代表取締役

利用形態は、オフィスというより会
日本ではまだ馴染みの薄いコワー

め、坪単価での表現はしにくい。会

キングスペース。2005 年にイギリスの

員料金と会員の募集数から想定する

ブリストンで初めてのコワーキングス

と、坪 3 万円程度の収益が見込まれ

1967 年静岡県生まれ。中堅不動産会社の賃貸及び
建物管理の部門長を歴任した後、1999 年に独立。
不動産再生活性化のサービスデベロッパーとして、コ
ンセプト立案からコンテンツ制作、運営までの総合
力を備えた PM ＆オペレーター企業として業容を拡
大している。
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