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カマール・メトル「自分でできるおいしい空気の作り方」 
（TED Conference  2009年2月） 
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これらの植物を部屋に入れておくと… 
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こんなにいいことが 

このビル内に10時間いると42％の労働者が 

血液中の酸素濃度1％アップ 
 
また、同じ地域の他のビルに比べて、 

眼の炎症     52％減少 

呼吸器疾患  34％減少 

頭痛       24％減少 

肺機能障害  12％減少 

ぜんそく       9％減少 
 

※５万平方フィート（約4,600㎡）300人の従業員に1200本の鉢を準備。 
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さらに！ 
エネルギーコスト  15％減少  
労働生産性         20％増加 



インド政府の報告書はネットにあります 

この報告書は 
子どもの健康を守る 
ために書かれました。 

 

→ 子どもの健康に 
 敏感なお母さんへ 
 観葉植物が売れる!?  
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シドニー工科大学の研究 
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何が書いてあるかというと… 
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 社員のストレスが３０〜６０％低下 
 「敵意」「怒り」「不安」「抑うつ」「混乱」が低下 
 「やる気」が上昇 



さらに … 
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生産性が最大１２％上昇 
他者への思いやり（attentiveness）は 
最大２０%上昇 
 



そして … 
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 病欠や社員の離職率が低下 
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詳しくはシドニー工科大学の資料で！ 



室内環境レベル（IEQ）への効果 

室内環境レベル基準 植物の効果 

換気 ○  （二酸化炭素が減り酸素が増加） 

明るさ ○ （植物に十分であれば人にも十分） 

有害化学物質 ○ （植物が吸収） 

景観 ○ （美化効果・静音効果） 

騒音 ○ （植物が騒音を吸収） 

大気汚染 ○ （植物が吸収） 

システム制御 − （関係なし） 

快適な室温 △ （室温には影響しないが湿度を調整） 
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まとめ 〜 植物の効用 

 体にいい（有害物質吸着） 

 目にいい（疲労軽減） 

 肌にいい（保湿） 

 心にいい（癒し） 

 頭にいい（リフレッシュ） 

 地球にいい（省エネ） 

 

 ＝ お財布にもいい？  
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ちなみに 

 オフィスにおすすめの観葉植物ベスト５は？ 
 （Earth 911調べ） 
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１．オリヅルラン 

 

• 棚やハンギングに最適 

• メンテナンスが楽 

 蛍光灯でも生育可能 

• 空気浄化やリフレッシュ
効果が高い 

 （ハワイ大学調べ） 
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２．レモンバーム 

 

 

• 日向でも日陰でもよく育
つ 

• やる気を高め、職場の
雰囲気を改善 
（オハイオ大学調べ） 

• 香りがよく、食べられる 
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３．フィロデンドロン 

• VOC（有害化学物質）の
吸着能力、CO2の吸収
能力が高い 
（シドニー大学調べ） 

• メンテナンスが楽 
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４．スパティフラム（Peace Lily） 

 

• 日陰でも生育可能 

• 室内空気浄化に最適 
（NASA、ミネソタ大ほか      
  調査） 

• 花（仏炎苞）も楽しめる 
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５．ゴールデンポトス 

 

 

• ハート形の愛らしい葉 

• 73%の有害化学物質を
吸着（NASA調査） 

• 日陰でも育ち、メンテナ
ンスも楽 
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やるべきことは需要の拡大 

 「貧すれば鈍する」 

 「売上げアップは七難隠す」 

 

１．緑の効用の啓発普及 

２．きっかけづくり 

３．定着化 
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人間にとってこんなに大事な緑なのに… 

 知られていない 
 “緑の教え”はどうすれば広まるのか？ 
 
 人類が発明した 
 最も高度な「普及システム」とは… 
 

   宗教  です 
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宗教のメカニズム 

１．教え（御利益） 

２．メッセンジャー（宣教、折伏など） 

３．リテンション（ミサ、祭り、集会など） 
 

 → 認知（Awareness） 

    採用（Adoption） 

    定着（Anchoring） 
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不知 認知 採用 離脱 

３A 
（ATRともいいます） 



ラタネ（Latané 1981）のモデル 

 社会的インパクト理論（social impact theory） 
 

 個人が受ける社会的インパクトは、影響源の強度、近
接性、数の相乗関数とする考え方 
 
   Imp = f（S・I・N） 
 
Imp ： 個人が受ける社会的影響 
S      ： Strength （影響源の強度：地位や社会的勢力） 
I       ： Immediacy（影響する対象への近接性） 
N     ： Number （影響源の数：他者の人数） 
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１．緑の効用の啓発普及 

 

好きな人はとっくに買ってる 

→ いかに緑に関心をもって 

   もらうか 

 

→ “緑の御利益”を！ 
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２．きっかけづくり 

 

買わない人に買ってもらう 

きっかけが必要 

 

→ 父の日に緑 

   一人一鉢 
  （２人一鉢？） 
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３．定着化 

 

いかにリピーターを育てるか 

 

→ コストダウン 

  失敗しない商品 

  サポート体制 
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毎年の自殺者 約３万人 
出典：警察庁統計資料 人 



国内の状況 

 工場立地法（昭和34年法律第２４号） 

 ＝工場敶地の20％の 

  緑地化を義務付け 

 

 → なぜオフィスは？ 



国内の状況 
労働安全衛生法 （昭和四十七年六月八日法律第五十七号） 

 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置  

（事業者の講ずる措置）  

第七十一条の二   

  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継

続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなけ

ればならない。  

一  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置  

二  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置  

三  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の 

   設置又は整備  

四  前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置  

 



国内の状況 
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針  

  近年の技術革新の目覚ましい進展は、職場環境を大きく変えつつあり、また、経済のソフト化、サービス
化や企業活動の国際化の進展等は、個々の労働者に就業態様の変化や就業地域の拡大等をもたらし

ている。最近、こうした職場をめぐる環境の変化の中で、新たに労働者の就業に伴う疲労やストレ
スの問題が生じている。 
  また、経済的豊かさが実現する中で、国民の意識は物質的な豊かさから心の豊かさに比重を移してき
ており、このため、労働面においても、労働時間の短縮を求めるとともに、健康に対する関心の高まりか
ら、心身に負担の大きい作業についてはその軽減を求める等職場における働きやすさが重視されるよう
になってきている。 
  さらに、我が国の就業構造を見ると、労働力人口の高齢化に伴い事業場における中高年齢者の割合が
高まるとともに、多様な就業分野への女性の職場進出により女性労働者比率の高まりが見られる。この
ため、このような就業構造の変化に対応し、作業方法等の改善された職場環境の形成を図る必要が生じ
ている。 

  このような変化の中で、労働者が、その生活時間の多くを過ごす職場について、疲労やストレ
スを感じることが少ない快適な職場環境を形成していくことが、極めて重要となっている。なお、
快適な職場環境の形成を図ることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも資する
ものと考えられる。 
  この指針は、以上のような考え方に立脚して、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置
に関し、快適な職場環境の形成についての目標に関する事項、快適な職場環境の形成の適切かつ有効
な実施を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項及び当該措置の実施に関し考慮すべ
き事項を定め、事業者の自主的な取組を促進し、もって快適な職場環境の形成に資することを目的とす
るものである。 



国内の状況 
 

第１  快適な職場環境の形成についての目標に関する事項 

    快適な職場環境の形成は、次に示すところにより図られることが望まれる。（略） 

 

第２  快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項 

    快適な職場環境の形成を図るために、事業者が講ずべき措置は、次に示すとおりである。 

１  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 

２  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 

３  作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備 

    (4)  職場内に労働者向けの運動施設を設置するとともに、敶地内に緑地を 

    設ける等の環境整備を行うことが望ましいこと。 

４  その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置 

 



やるべきことは山ほど 

• 緑の効用の研究と普及 

• 商品開発、コストダウン 

• 販売ルート開発 

• モデル施設の開発と普及・表彰 

• 学校、病院等への働きかけ 

• 各省庁への働きかけ 

• 教育 



TED デレク・シヴァーズ 
 “ムーブメントの起こし方” 
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マーガレット・ミードの言葉 

『思慮があり、行動力のある人々はたとえ少数
でも世界を変えられる－それを決して疑っては
ならない。実際、それだけがこれまで世界を変
えてきたのだから。』 
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花き振興法で 

 

 「花の細道が国道になった」 

 

                ー 加藤孝義 
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むすび 

 

 If not now, when? 

   If not you, who? 

 

一緒にがんばりましょう！ 
ご静聴ありがとうございました 
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