
さよなら組織の壁
～コラボレーションが生まれる組織へ～　
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

コロナ禍でリモートワークにシフトした結果、従業員同士の関係が希薄になった。メンバー
の困りごとや不調に気付くのが難しい。最近、組織やコミュニケーションの課題を口にする
人が多い印象を受けます。

リモートワークで顔を直接合わせる機会が減り、立ち話や雑談が人間関係やチームのマネ
ジメントにいかに役立っていたかが明らかになったものの、環境の変化に対する最適なコミ
ュニケーションの取り方が見つけられない。これが課題の真相です。

では、現在の環境にフィットした組織とコミュニケーションとは、どのようなものでしょう
か。私は「オープン」と「ハイブリッド」が 解だと考えています。

まずオープンとは、所属している部署や企業に関係なく、プロジェクトベースで最適なチー
ムを構成すること。これまでプロジェクトチームが同じ企業の近しいメンバーで構成される
ことが主となっていたのは、コミュニケーションの範囲が狭かったからです。電話やメール
が中心のコミュニケーションで、密に連携できる相手は限られます。ですから、基本的に同
じ場所にいるメンバーでプロジェクトを進めた方が効率的でした。

しかし、現在は状況が異なります。ビデオ会議、SNS、ビジネスチャット、新しいコミュニケ
ーションツールが普及し、時間や場所に関係なく、必要なタイミングで、求める人と自在にコ
ミュニケーションすることが可能です。もう同じ場所にいる人だけでプロジェクトメンバーを
構成する必然性はありません。物理的な距離を気にすることなく、社内外の様々なメンバー
を集め、より強いチームを構成していくことができるのです。むしろ、そうすることがプロジェ
クトの競争力を高める近道とも言えます。
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オープンで本質的な
コミュニケーションが
プロジェクトの競争力を左右する

所属組織に関わらず最適なメンバーでチームを構成

部署ごとの縦割りをいかに打破するか。組織の壁を超えたコミュニケーショ
ンは、常に企業の大きな課題の 1 つです。特に現在は、多くの企業がリモート
ワークによって顕在化したコミュニケーション不足や人間関係の課題に直面
しています。

では企業は、環境の変化の中で、浮かび上がったそれらの課題と、どのよう
に向き合い、垣根のないコラボレーションを実現していくべきか─ ─。 その
カギは、オープンで本質的なコミュニケーションによるプロジェクト推進にあ
ります。

”環境の変化と共に最適なコミュニケーションの
取り方が変わってきています”
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

チームメンバーを知ることは仕事をスムーズにする

次のハイブリッドはオンとオフの使い分けのことです。

オープンなメンバーでプロジェクトを進めるべきだと述べましたが、そのためには、普段か
ら、誰が、どんなスキルや経歴、特長を持っているかを把握しておくことが重要になります。
以前は、仕事での飲み会や廊下の立ち話などが、その貴重な機会となっていたわけですが、
リモートワークが中心の現在、それをどう代替するか──。

ここでも、やはり新しいコミュニケーションの方法が必要です。ただし、ポイントは、会議の
ような、仕事上の正規なコミュニケーションだけでなく、趣味の話やサークル活動のような
それ以外の非正規なコミュニケーションの場としてもツールを活用することです。雑談や遊
び的なコミュニケーションを通じて、ゆるやかに人とつながり、その中で相手のことを理解
し、信頼関係を築いていく。プロジェクトが始動したら、そのつながりを活かして、最適な人
に声を掛けてプロジェクトチームを構成する。これが、現在の理想的なコミュニケーション
の 1 つです。

SNS やチャットを使うわけですから、このゆるやかなつながりは当然オンラインです。ただ、
私はそれだけでは物足りないとも考えています。実際に顔を合わせて、オフラインで共有す
る時間、さらに非日常のイベントの中で得られる情報は、その人をより深く理解することに
つながるからです。ただし、だからといって出社や対面に回帰しようという訳ではありませ
ん。オフラインで時間を共有する場合は、チームビルディングなど目的や本質を明確にした
上で集まることが大事だと考えています。そのような集まりを通じて、自部署の人を深く知っ
たり、他部署の人と顔見知りになれば、組織の大きな動きも見えてきます。その人脈や経験
は、実際に仕事を進める上で大きな役に立つでしょう。私自身、そんな経験を何度もしてい
ます。

”組織とコミュニケーションの課題解決は
「オープン」と「ハイブリッド」がキーワードです”

会議のような正規な時間と、雑談や遊びのような非正規な時間。ツールを使ったリモート
のゆるやかなつながりと、リアルな場で共有する濃密な時間。先ほどあげたオープンに続い
て、この 2 種類のオンとオフを本質的に使い分けたコミュニケーションが、これからの組織
にとって重要となります。

プロジェクトの経験を形式知に変えるのが企業の役割

広い範囲の人たちが、オンでもオフでもオープンにつながり、いざというときには結集して、
プロジェクトに臨む。このことからも分かるように、現代のつながりは個人単位です。こう話
すと「もう企業は必要ないのか」とよく問われますが、そんなことはありません。企業には、
企業にしか果たせない役割があります。

プロジェクトのために発足したチームは、プロジェクトが終わると解散します。単に個人が集
まっただけでは、そのプロジェクトの記録や経験、知見は個人にしか蓄積しません。つまり
「暗黙知」です。
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

”これからは個人の時代。
企業の役割は「形式知」の蓄積とそれを共有すること“

その暗黙知を「形式知」に変えて共有し、社会の資産として活用できるようにする。これこそ
が、これからの企業の大きな役割であり、企業がプロジェクトをリードしていく意義となりま
す。ですから、多様な人の日常的でゆるやかなつながりと、プロジェクト単位のコミュニケー
ションを同時に支え、その活動を情報や知見として記録・蓄積していく、そのようなビジネス
プラットフォームを構築することが、これからの企業に求められる大きな要件です。

新しい環境の中でベテランの力をいかに引き出すか

おそらく多くの経営者が、環境変化によって求められる組織とコミュニケーションのあり方
が大きく変わっていることに気がついていると思います。近年、DX（デジタルトランスフォー
メーション）がすべての企業の重要な経営テーマになっていますが、それは経営者の変革意
識の現れでしょう。

また、SNS などを身近に感じて育った若手は、すでにオープンでハイブリッドなコミュニケ
ーションが身についており、そのほうがやりやすいとすら考えています。

プロジェクトがうまくいかないのは、トップの経営方針の変化、あるいは自分のやり方に従
わない若手のせいなどと考えてしまっているベテラン勢がいるなら、ぜひ、そうした経営者
の声に改めて耳を傾け、若手の考えていることを理解できるように促してみてください。経営
者や若手がなぜ積極的にリモートワークにシフトしようとするのか、電話やメールではない
ツールを使いたがるのか、そこには合理的な理由があります。同時に、求められているのは
やり方の変更であって、ベテランが蓄積してきた経験や知見が否定されているわけではあり
ません。経営者にとっても、新しい環境の中で、そうしたベテラン勢に引き続き力を発揮して
もらうことは重要なマネジメントの 1 つです。
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

Slack を通じて組織全体がつながる理想の組織像

環境変化と組織、コミュニケーションのあり方について話をしてきましたが、私のゼミでは、
理想的なチームであるために「PCCP（Philosophy、Concept、Contents、Program）」と
いう独自のメソッドを強く意識しています。

フィロソフィーが意味するのは、自分は何のために生きる、どんな存在なのか。人と人の相
互理解には、絶対に不可欠なものです。フィロソフィーでつながりチームを組むことがあら
ゆる活動の根底にあります。その上でコンセプトを設計し、アウトプットであるコンテンツや
プログラムを作る。そうすれば判断は揺るがないし、もし迷いが生じた時はフィロソフィーに
立ち返ればよい。長らく企業の取り組みでは「PDCA（Plan・Do・Check・Action）」が重
視されてきましたが、VUCA（Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity）の時
代には、プランを立て終わった頃には、もう状況が変わっています。もはや実用的とは言え
ません。

そして、私たちは PCPP をベースにしたオープンでハイブリッドなコミュニケーションを実践
するために、Slack をかなりヘビーに利用しています。現役生、卒業生に関係なく、すべての
ゼミ生が Slack でつながり、研究、プライベートに関係なく、自由にコミュニケーションを行
いながら、あるテーマが浮上すると、それに興味のある数人でプロジェクトチームを立ち上
げる。これは、ビジネスにおいても実用的な組織の仕組みだと考えています。Slack 内で、ま
さに私が提案する理想の組織とコミュニケーションが、有効に機能しています。



5

コラボレーションの生まれる組織のあり方とは

メールや電話からデジタルツールが中心のコ
ミュニケーションへと移行する現代では、物
理的距離に関わらずオープンなやりとりが主
流となり、プロジェクトベースで組織を跨い
だ最適なチーム構成が可能です。その中でメ
ンバーを知るためには、仕事の話だけではな
く、雑談のような " 非正規 ” の場を設けるこ
とでつながりを深め、オンとオフを使い分け
たハイブリッドなコミュニケーションをしてい
くことが、有効的なコラボレーションのカギ
となります。

プロジェクトを推進する各個人の持つ「暗黙
知」を「形式知」に変えて活動を蓄積・共有
していけるビジネスプラットフォームを構築す
ることが、現代の企業にとっては重要な役割
となります。集まった「形式知」を社会全体
の資産として活用し、新しい考え方を持つ若
手や、豊富な経験や知見を持つベテランなど
各個人がさらに力を発揮しやすい環境を整
えることで、企業がプロジェクトをリードする
意義がもたらされます。

ビジネスの未来予測が困難な VUCA 時代、
組織には同じ価値観と目標を持ってアウト
プットを行っていく柔軟性とスピードが求め
られます。そのためには、時間や場所にとら
われず、社内外のさまざまな人とスムーズに
連携できる環境の構築やツールの活用が必
要です。チーム全体が同じ基盤でつながりな
がら、プロジェクトに応じて適切なメンバー
が結束する、そんなオープンでハイブリッド
なコミュニケーションを実践することで、コラ
ボレーションの生まれる組織が築かれていき
ます。

「オープン & ハイブリッド」
で生まれる本質的なつながり

経験を「形式知」に変え、
蓄積して共有する

社内外のスムーズな連携を
支える環境の構築
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

役職や部門といった縦と横の「壁」を打破

役職や部門といった縦と横の「壁」により、情報が分断し、他のチームの状況や役職者の
判断や現場の仕事が見えないことはありませんか？

儀式的な報告会や、受信者しか見られないメールを中心としたコミュニケーションでは、限
られた人しか情報にアクセスできないうえに、報告者の解釈も加わり、情報の透明性が低
くなってしまいます。このような組織では、共有された情報の背景を知らないまま業務を進
めざるを得ず、対応に時間がかかったり、従業員の間に誤解が生じたりしやすくなります。ま
た、部門間の連携を阻む原因にもなりかねません。チームや部門を超えた組織横断のコミ
ュニケーションが減れば、視野が狭まり、発想が硬直化し、新たなアイデアやイノベーショ
ンも生まれないでしょう。

必要なのは、組織の垣根を超えたコミュニケーションを可能とし、時間や場所を問わずに
誰もが必要な情報にアクセスできるオープンでハイブリッドな環境です。

社内外を問わずあらゆる人が集まる ”場所” をつくる

To や CC に入っている人しか見られないメールとは違い、Slack では、「チャンネル」と呼ば
れる専用の場所で会話を整理します。プロジェクトやトピック、チームごとにチャンネルを作
成すれば、仕事が整理されてわかりやすくなります。そして、さまざまな情報をオープンに共
有することが可能です。

例えば新規プロジェクトを立ち上げる場合、起案の段階と遂行の段階では必要な稼働メン
バーが違うことがあります。そのような場合、途中から参加するメンバーは今までの経緯を
つかめず、既存のプロジェクトメンバーと認識を合わせることが困難ですが、Slack では、プ

オープンでハイブリッドな
コミュニケーションを実践するには？

ロジェクト変遷の文脈がそのチャンネルに集約されているため、途中から参加するメンバー
でも文脈をつかみやすく、既存のプロジェクトメンバーとの認識を合わせることが容易に可
能です。

組織内での情報共有も Slack ならトピックごとにチャンネルを立ち上げることができるので、
「営業成果や成約した企画書の共有」「社内横断プロジェクトの共有」「ITツールの使い
方」など、分散しがちな情報を1 カ所に集めることができます。こうした情報の集約により、
チーム、部署、ひいては事業部門単位における情報を一元的に共有でき、集合知が生まれ
やすくなります。

チームや役割を越えたオープンでハイブリッドなコミュニケーションを行える環境によって、
社内外のコラボレーションが生まれ、イノベーションにもつながっていきます。
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製造現場の日報を、営業チームが「チャンネル」上でほぼリアルタイムに確認できれ
ば、出荷に関する調整をタイムリーに行うことが可能です。また、「Slack コネクト」
で行われている社外の顧客と営業担当者のやりとりを製造チームが確認することで、
報告会などを待たずに対応することもできます。

これまでは役職者だけが知っていた会社の経営状況をチームの意思決定のプロセ
スを、できる限りオープンに共有することで、従業員の経営への信頼感の醸成や経
営リテラシーの向上が期待できます。

製造の現場と営業が、
お互いの進捗をシームレスに共有

経営陣のビジョンを、
従業員へオープンに共有

チームや役割、立場を超えたオープンなコミュニケーションを行える環境によって、
組織の壁が取り払われ、社内外のコラボレーションが促進します。

Slack のチャンネルで縦横の連携を強化
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

凸版印刷株式会社のデジタルイノベーション本部では役職や組織の壁を越えた情報共有・
協働や、多様な働き方の実現に向けた模索をしていました。そこで、本部内の複数部署で
Slackを仮導入しました。時間や場所に囚われず、心理的にもオープンな「仮想オフィス」を
作ることで、コミュニケーションの活性化や多様な働き方に対応でき、パフォーマンス高く
働けると考えたのです。

Slack 仮導入してからわずか 2 週間で、「わざわざ集まって会議で確認しなくても Slack を
見ればわかるため、コミュニケーションが速くスムーズになった」「これまで近くにいる『答
えを知っていそうな人』に質問していたことを Slack に書き込むことでオープンに広く教えて
もらうことができる」といった声がメンバーから寄せられ、本部全体への導入が決定します。

拡大の途中で、コロナ禍によって全員が在宅勤務になりましたが、多くの人や情報が  Slack 
に集まり、コミュニケーションや情報共有がさらにオープンになり、雑談や「幹部つぶやき
チャンネル」を通じてマネジメント層から現場までの距離が縮まるなど、変革の勢いが加速
しました。「ありがとう」などの挨拶は、仮想オフィス上の方がむしろ活発だと言います。

離れた場所で仕事をしていても、チームや役職を超えて気軽に質問し、言葉をかけあえる
関係性が Slack 上に築けたことで、心の距離はむしろ近づいています。

主にトヨタ自動車系の自動車部品を製造している旭鉄工株式会社。同社は長年、IoT を活用
してトヨタ流カイゼン活動に取り組んできました。

しかし、データ上で製造設備の状況を可視化して生産性を向上し、すでに大きな成果を上げ
てはいたものの、情報共有やコミュニケーションの面では見直すべき点がまだ多く存在して
いました。カイゼンに取り組んだ経験や知識、技術は担当者の頭の中や分厚いマニュアルの
中にしか蓄積されておらず、それらを広く共有できれば、従業員のカイゼン意識をより高め、
成果をさらに大きくできるはず。そう考えて同社は Slack の活用を決めました。

導入後、さまざまなコミュニケーションを Slack に移行。例えば、「#品質不具合日報」という
チャンネルを立ち上げ、安全上問題と思われる社内の問題を写真とともに投稿するようにし
たことで、問題点が多く上がるとともに従業員の安全意識も向上し労働環境の向上が速く
進むようになりました。また「#製造改善事例」というチャンネルにてカイゼン前後の設備の
写真など事例を共有することで、それまでの Excel リストよりも円滑な運用が実現し、共
有された事例をヒントに新たなアイデアが生まれるなど、Slack によって同社のカイゼン活
動は、大きく活性化されています。

他にも「#雑談」チャンネルで業務以外の話題についても従業員同士が気軽にやりとりでき
る雰囲気が生まれ、業務上の円滑なコミュニケーションにつながったり、「#自由スペース」
チャンネルを通じて多角的な業務改善の提案が進むなど、従業員全体の能動的なアクショ
ンが育まれ、Slack は同社のカイゼン活動になくてはならない存在となっています。

在宅体制を追い風にして
組織風土の変革を加速

必要な情報をスピーディーに共有
カイゼン活動の活性化を促す

凸版印刷株式会社 旭鉄工株式会社

導入企業の声 Slack によってオープンでハイブリッドなコミュニケーションを実践し、
組織風土の変革や製造現場のカイゼン活動を加速させた 2 つの事例を紹介します。 
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オープンで本質的なコミュニケーションがプロジェクトの競争力を左右する

Slack の Digital HQ がもたらす 3 つのポイント

詳しいお問い合わせはこちら　https://slack-japan.jp/digital-hq/https://slack-japan.jp/digital-hq/

Point 1 組織の壁を越えた協業を促進
Slack は、部署や拠点、さらには会社を越えたコミュニケーションにも最適。“メール”は 
To や CC など宛先に入っている人しか見られないのに対し、 Slack の「チャンネル」な
らメンバー全員に情報共有でき、組織をまたいだプロジェクトの立ち上げやブレストも
スムーズです。

Point 2 働く場所や時間をもっと柔軟に
Slack をバーチャルオフィスにすれば、どこにいても同じ仕事環境にアクセス可能です。
リアルタイムはもちろん、働く時間を柔軟にする非同期型の情報共有にも適しているの
で、自分のペースで業務を進められます。働き方の常識をアップデートし、ハイブリッド
ワークを推進しましょう。

Point 3 業務の自動化で生産性アップ
Slack なら、日々の定型業務もプログラミングいらずで自動化が可能。また、業務でよ
く使うアプリと連携することで、画面を切り替えることなく幅広いタスクを Slack 上で
完結でき、現在進行中の目の前の仕事にしっかりと集中できます。

Slack を活用した新しい働き方

組織内の壁を打ち壊し、部門を跨いだ協業を促進することで、従業員同士がお互
いの強みを発見したり、それぞれの分野を飛び越えたコミュニケーションをするこ
とでイノベーションを起こしやすい環境を作ることができます。

時には役職を飛び越えたオープンなコミュニケーションが情報発信や業務のモチ
ベーションになることも。

そんなオープンで組織を横断した自由なコミュニケーションで組織のビジネス促進
を目指したのが、Slack の提唱する「 Digital HQ 」。いつでもとこでも、一人ひと
りが自分らしく働けるデジタルな職場環境です。

仕事のコミュニケーション Slack 上で行うことで、情報共有のスピードやナレッジ
の底上げ、従業員エンゲージメントの強化を目指した強い組織を実現します。

あらゆる場所をオフィスに変える

https://slack-japan.jp/digital-hq/

