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時間・物理的制約
からの解放
柔軟な働き方を支える
「デジタルワークプレイス」という職場

1.
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満員電車の通勤から解放し、 より柔軟な働き方へ



柔軟な働き方を支える「デジタルワークプレイス」という職場
時間・物理的制約からの解放

小室 淑恵 氏
株式会社
ワーク・ライフバランス
代表取締役社長

新型コロナウィルス感染症（以下、コロナ）の感染拡大を機に、働く時間と場所を自
由に選べるリモートワークが働き方の主流へとシフトしつつあります。また、ビジネス
パーソンの 71.6％ が「時間や場所にとらわれない働き方を選べる、柔軟な組織に
なること」を期待しています*１。ゆえに、社員全員がリモートに分散していても、あた
かも同じ場所にいるように効率的、かつ安心して働ける「デジタルワークプレイス」を
用意し、しっかりと機能させることが企業の重要なテーマになっています。
その重要課題を解決する方策を「働き方改革」の賢人として数々の企業を支援する
小室 淑恵さんに伺います。

1.　時間・物理的制約からの解放

70 ％ 以上のビジネスパーソンが期待する柔軟な働き方、
成功に必要な 3 つのマインドセット

1.　時間・物理的制約からの解放

働く人を「時間」と「場所」の制約から解き放つ
デジタルワークプレイスの可能性

時間や場所にとらわれないはたらき方を
選べる組織になることを期待する

「ビジネスパーソンを対象とした働き方に関する
Slack独自調査 （N = 588 | 2021.03｜調査委託先:マクロミル）」 

リモートワークを支える新しい職場「デジタル
ワークプレイス」。その最大の利点は働く時間
と場所の制約からビジネスパーソンを解き放
つことです。これによって社会・企業、そして
働く個人がさまざまなメリットを手にできる可
能性があると、小室さんは指摘します。

期待する
71.6%

期待しない
２８.４%

人材不足の解消と
地域の活性化

デジタルワークプレイスが生み出す効果とし
て、小室さんがまず挙げるのは人手不足・人
材不足の解消です。
「これまで、働く人が“時短勤務”を選ぶ理由の多くは通勤時間にありました。リモートワーク
で出社が不要になると、育児や介護など、家庭の事情で時短勤務を余儀なくされていた方
もフルタイムで働けるようになります。これは慢性的な人材不足に悩まされている日本企業
にとって意義ある変化です。フルタイムで働けるようになることで平均的に年換算 3 カ月分
の給料が増えるという労働側のメリットもあります。つまり、潜在労働時間を顕在化させるこ
とができるのです」。

さらにデジタルワークプレイスは、例えば大都市から遠く離れた地域で暮らしながら、大都
市の企業で働くというライフスタイルを実現します。「若い働き手の中には地方や地元からリ
モートで働くことを望む人がいます。したがって、企業は少なくともデジタルワークプレイスを
活用して地元・故郷からリモートで働くか、オフィスのある大都市に比較的アクセスの良い
場所に住んでオフィスに出社するか、あるいはその両方を組み合わせた柔軟な働き方を行
えるか、複数の選択肢を用意しておくことが大切です」（小室さん）。

  可能性

1



1.　時間・物理的制約からの解放

このように自由な働き方を提供できる福利厚生は、より優秀な人材を惹きつけるチャンスを
広げるだけではなく、企業と地域社会が若い力（頭脳・体力）を最適なかたちでシェアし、双
方を活性化させることにもつながると小室さんは指摘します。

デジタルワークプレイスでは自分の都合の良い時間を選んで他者との共同作業が行えます。
例えば、チーム全員がアクセスできるチャットやファイル上で文字ベースの報告・連絡・ディ
スカッションを行えば、全員が同じ時間に集まらなくてもプロジェクトを前に進めることが可
能になります。オンライン会議で会話した方が効率的な場面も多くありますが、定例会議や
急を要さない事柄を非同期で進めることで拘束時間が減り、ライフスタイルに寄り添った時
間に働けるという自由度が増します。

  可能性

2 非同期型の働き方が可能になる

「デジタルワークプレイス」はオフィスで働けない時の
一時的な代替ではありません。
その活用によって生産性を上げながら働き手の満足度も高められます。

デジタルワークプレイスには数々のメリットがありますが、その威力を最大限に引き出す上で
はマインドセットの切り替えが必要です。小室さんの見解をもとに新しい働き方を進める上
で必要とされる3 つのマインドセットを紹介します。

デジタルワークプレイスの活用成功に必要な 
3 つのマインドセット
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1.　時間・物理的制約からの解放

小室さんによれば、人口流出の高い地域の特徴の一つとして「女性の仕事はここまで」「女
性は家庭を守るべき」といった前時代的な性別役割分担意識の強いことが、国土交通省の
調査で分かっています。男女雇用機会均等法に従って業務を進める今日の日本の企業で、
このような性別役割分担意識のあるところはないはずですが、潜在的にそのよう意識を抱い
ている地域や集団は存在し得ます。貴重な人材の流出を避けるには、性別を含む人の多様
な人材が活躍できることが必要です。デジタルワークプレイスは、性別や世代、暮らす地域、
家庭の事情などを超えて、多様な人材・才能の活用を可能にします。だからこそ先入観や
古い考え方を捨て、純粋に働く各人の能力を最大限に生かすことを考えるべきと小室さん
は指摘し、その大切さを示す一例を次のように語ってくれました。

「少々極端な例になりますが、例えば、伝統的に寿司店における魚の買い付けという花形業
務は、魚が水揚げされる朝一番に市場や、全国の港に駆けつける必要があり、体力的、社
会的安全性の観点などから以前は男性の仕事と考えられてきました。ところが今日では、
全国どこの港で水揚げされた魚でも、リアルタイムにつないで魚の状態をしっかり確認し、
自宅にいながら買い付けが行えます。つまり、育児中・介護中などで自宅を離れられない
従業員でも目利きでさえあれば、魚の買い付け担当として活躍できるわけです。実際、ある
回転寿司チェーンでは、デジタルツールを通じて女性従業員が花形業務を積極的に引き受
けて成果を上げ、コロナ禍の下で過去最高益を出しています」

日本のビジネスパーソンの72.3％ が「社員ひとりひとりの個性を尊重し、多様性を受け入れ
る組織であること」を期待しているとのデータもあります*１。小室さんのいう先入観や古い考
え方をアップデートして多様な人材の能力を最大限に生かすことは急務であるようです。

1 多様性を受け入れる組織マインド

2 透明性と心理的安全性を確保する

成果を上げる組織に共通して見られる特性として「コミュニケーションの透明性」と「心理的
安全性」の高さがよく挙げられます。この2点の確保は組織の全員がリモートで働く中では
特に重要になると小室さんは指摘します。



1.　時間・物理的制約からの解放

「経営者や管理職者は仕事の最終的な成果だけを見がちですが、成果に辿り着くまでに多
くの社員が目に見えない努力をしています。そこで大切になるのが、あらゆるコミュニケー
ションをデジタルに移行して透明化することです。これによって仕事のプロセスが見えるよう
になり、マネジメント層が社員ひとりひとりの働きを正しく評価して各人のモチベーションを高
めることが可能になります」（小室さん）。

逆に、クローズドで透明性の低いコミュニケーションや意思決定が進むと「自分の知らない
ところで重要な会話や意思決定がなされているのではないか」といった不安・疑心につな
がります。ゆえに、対話を Slackのチャンネルのようなオープンな場所に集中させるのが大
切であると小室さんは指摘します。また、オープンな場所は誰からも見えるという意識が高ま
るために「愚痴も減り、対話が建設的になりま
す」と、小室さんは付け加えます。

ビジネスパーソンの59.4％が「経営層が稼働
や成果を把握していないため、評価に反映さ
れにくい」と感じているようです*１。そうした不
安・不満を払拭するためにはコミュニケーショ
ンの透明性と心理的安全性の確保が重要に
なります。

経営層が稼働や成果を把握していないため、
評価に反映されにくい

59.4%

3 仕事を言語化する

集まって仕事ができないからこそ、仕事や指示内容は明確に言語化することが原則です。
「オフィスで働いていた時は、立ち話を通した抽象的な仕事の伝え方でも『とりあえず了解し
ました』方式で物事を前に進め、手戻りがあったとしても対面での会話で問題が解決できま
した。ただし、これはリアルだから成立しうるものです。必要な情報や依頼内容を言語化し
て渡せない人は、オンラインが主流になると困る場面が多くなるはずです」（小室さん）。

1.　時間・物理的制約からの解放

反対に仕事を明確に言語化できれば非対面でも業務を滞りなく進めることが可能です。む
しろSlackのようなコミニュケーションツールを使用して文字ベースの仕事の内容を伝える
ようにすれば依頼内容が記録として残り、口頭で伝えるよりも、仕事の依頼主と受け手との
認識に齟齬（そご）が生じるリスクが小さくなります。

そもそも、デジタルワークプレイスはオフィスで働けない時の一時的な代替ではありません。
デジタルな職場ならではメリットがあり、その活用によって生産性を上げながら働き手の満
足度も高められます。ただし、その定着には経理者が率先してリモートワークに取り組むこと
が不可欠と小室さんは指摘します。「経営者が出社してしまう企業では、悪気はないものの、
どこか重要な意思決定は対面で無いとという意識が残ります。ですから、コロナが落ち着け
ばすぐに対面に戻そう、となってしまい、リモートワークが定着することはまずありません。経
営者が自らデジタルワークプレイスの利便性を体験し、達人になってください。重要な意思
決定にリモートが使えないならば、本当に出社が物理的に不可能な緊急事態の時に会社
の機能を停止させてしまうでしょう」

デジタルツールの力を借りれば、分散された働き方の中でも時間と場所を超えて組織の全
員が同じ場所にいるように働くことができます。その威力を経営にフルに生かす時代はすで
に始まっています。

デジタルワークプレイス定着の成否は経営者の行動で決まる

*1 ビジネスパーソンを対象とした働き方に関する Slack 独自調査 （N = 588 | 2021.03｜調査委託先:マクロミル） 

デジタルツールの力を借りれば、分散された働き方の中でも「時間」と「場
所」を超えて組織の全員が同じ場所にいるように働くことができます



コロナ禍による働き方の劇的な変化と、そこから得た学び

新型コロナウイルス感染症の拡大による最初の緊急事態宣言後、アスクルでは社員
のテレワーク率が1～ 3％から約95％へと跳ね上がり、それに伴い日常的な会議
やコミュニケーション、雑談などをSlackに集約。Slackを「働く場所」にすることで、
柔軟な働き方を支えるデジタルワークプレイスを作り上げています。同社の執行役員
兼CDXO、 宮澤典友さんにアスクルが考えるデジタルワークプレイスのあり方を伺い
ます。

インターネットを駆使した販売モデルと、エージェント・サプライヤーらと構築する独自の流
通モデルで成長を続けるアスクル。同社にはコロナ以前からテレワーク制度やフレックス制
度、時短勤務制度などが存在していました。ただし、当時の働き方の基本はあくまでもオフィ
ス勤務。「テレワークは月に4回まで」「新人研修中の社員は制度の一部が利用できない」と
いった制約があったほか、フレックス制度についてもコアタイムが設定されていました。ゆえ
にコロナ以前のテレワーク率は1～3％に過ぎず、テレワークを使うのは例外的なケースだっ
たと宮澤さんは振り返ります。

そうしたアスクルの働き方を一変させたのがコロナ禍です。同社は2020年2月17日にコ
ロナ禍における社員の行動指針を発表し、テレワークとコアタイムの制約を取り払うと同時
に出社を基本禁止にし、接客・顧客訪問・会食・会議・イベントについても可能な限りテ
レワークで行うとの指示を出しました。

「その指針によって一気にテレワークが定着し、緊急事態宣言が発出された 2020 年 4 月
時点でテレワーク率が約95％となり、1年後の2021年4月も90％で推移しています。つまり、
新入社員から役員、さらに時短勤務者まで、ほぼ全社員がテレワークに移行したわけです。
通勤時間と勤務時間の縛りがなくなったことで、時短勤務者の半数がフルタイム勤務者に
なるという現象も見られ、はからずも人材の有効活用が促進されたかたちです」（宮澤さん）。

従業員の 90％超がテレワークに移行したということは、ほぼ全員がオンライン上のデジタ
ルワークプレイスで仕事をこなしていることを意味します。

宮澤さんによれば、デジタルワークプレイスは2つの大きな価値をもたらしているといいます。
一つは、会議室がSlackのチャンネルやWeb会議システムへと変化し、コミュニケーション
に場所の制約がなくなったことです。もう一つは、働く時間が自由に選択でき、コミュニケー
ションと情報共有のスピードが増したことです。

「仕事場をオフィスからデジタルワークプレイスへと切り替えたことで、アスクルの従業員は時
間・場所の制約から解き放たれ、社内外を問わず、どこにでも瞬間移動して自分の成すべ
き仕事が行え、欲しい情報が得られるようになりました。その効率性と利便性がデジタル
ワークプレイスの最大の価値である考えます」（宮澤さん）。

1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例 1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例

宮澤 典友 様

執行役員 CDXO
（チーフ・デジタル
 トランスフォーメーション・オフィサー）

アスクル株式会社

もうオフィス勤務には戻れない！アスクルの働き方を
一変させたデジタルワークプレイスとは？



「いまでは 70代の役員もSlackを使いこなしていますし、従業員全員が情報をデジタル化
してSlackでスピーディに共有するようになっています」（宮澤さん）。

アスクルでは2020年度の新卒から、入社式当日を除いてほぼ非対面で、Web会議システ
ムを使ったリモートでの新人研修が行われています。その研修後、新卒の新人たちは不明点
を解決するためのチャンネル「#chat_rookie_teach_me」をSlack上で立ち上げたとい
います。

1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例 1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例

リモートになって気づいた「意識の変化」で、
情報伝達のスピード＆量が変わった

時間と場所の制約のないデジタルワークプレイスは、コミュニケーションにおける人の意識を
変える効果もあると、宮澤さんはいいます。

「デジタルワークプレイスでは、人が同じ時間に集まらなくても対話や情報伝達が成立しま
す。これによって、従業員の間に伝えるべき情報は（会議を待たず）いつ伝えてもいいという
意識が生まれ、情報伝達・情報共有の効率性が増しています」

実際、従来の対面会議では、その場に参加している人にしか情報が伝えられず、内容を非
参加者に伝えるには議事録を作成して対面で説明するといった手間がかかります。それに
対して、Slackのパブリックチャンネルを「会議室」にすれば、その中での対話や議論は、その
場にいない人にもオープンに共有されます。また、Web会議システムで議論された内容も収
録データを Slack上で共有するだけで従業員全員に内容を正確に伝えられます。これによ
り、オフィスに集まって仕事をしていたときよりも圧倒的に速く事業戦略や意思決定の内容が
従業員に伝えられるようになったと宮澤さんは説明します。

ちなみに、宮澤さんは、このようなデジタルワークプレイスの利点を最大限に活用すべく、自
身の参加した経営会議や取締役会の内容を、 Slackを使って30分以内で他の関係者と共
有するようにしているといいます。

また、情報を受け取る側も自分の知るべき情報・知りたい情報を、いつでも、どこからでも
得られるようになったことで、組織全体で仕事のスタイルが大きく変わりつつあるといいます。

先輩社員と“テレワークネイティブ”の新人が
相互に学び合う「デジタル研修」

情報を受け取る側も自分の知るべき情報・知りたい情報を、いつでも、ど
こからでも得られるようになったことで、組織全体で仕事のスタイルが大
きく変わりつつあります。

仕事場をオフィスからデジタルワークプレイスへと切り替えたことで、
アスクルの従業員は時間・場所の制約から解き放たれ、社内外を問わず、
どこにでも瞬間移動して自分の成すべき仕事が行えるようになりました。
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1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例 1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例

非対面だからこそ形式的なやりとりは不要

テレワークにおける非対面のコミュニケーションをより活発化させるうえでは、雑談のチャン
ネルを用意することのほかにも、いくつかのキーポイントがあると宮澤さんは明かします。一
つは、絵文字を活用したカジュアルなコミュニケーションを推進することです。

「絵文字を使うとコミュニケーションに堅苦しさがなくなる上に、メールなどに比べて意思疎
通のスピードが圧倒的に速くなり、コミュニケーションの生産性が向上します。絵文字の使
用を社内に定着させるには組織の上層部による積極的な活用が必須となりますが、当社の
場合、経営トップも好んで絵文字を使うので新入社員でも気兼ねなくコミュニケーションを
とっています。私自身も『宮澤了解』といった自作の絵文字を使いながら、メッセージに対す
るクイックなレスポンスを心がけていますが、絵文字で相手のリアクションが見えることは非
対面のコミュニケーションでは非常に重要だと見ています」（宮澤さん）。

ちなみに、宮澤さんはカスタム絵文字の作成にも積極的で、入社2年目の社員と作成した
絵文字の数を競いあっているそうです。

アスクルにはもともと、プロジェクトごとにさまざま
な部門・部署のメンバーが集まり、忌憚なく意見
を交わすという社風があったといいます。市場の
変化に応じて部署の役割もさまざまに変化し、部
署間での人の行き来も活発で、リーダーも部署の
役割に応じて都度変更になり、そこには年功序列
的な考え方もないとのことです。

その点を踏まえながら、宮澤さんは話をこう締めく
くります。

「このチャンネルは、先輩社員たちの『教えたいマインド』に火をつけ、部署・階層を跨いで
競い合って回答するような場面も見られ、新人たちの学びの深化に大きく貢献しました。と
同時にデジタルワークプレイスで働くのが当たり前の“テレワークネイティブ”な新人たちの
ツールを扱う巧みさとスキルの高さに感心させられました。彼らは、SlackやZoomなどのマ
ニュアルも作成し、全社で共有してくれたので、先輩社員たちが彼らに学ぶことも多くあった
と言えます」（宮澤さん）。

一方、テレワークが働き方の基本となり、従業員同士の「雑談」が激減したことで改めてその
大切さにも気づかされたと宮澤さんは指摘します。

「雑談は“雑な対話”では決してなく、気分転換をしたり、何気ない情報をやり取りすることで、
コミュニケーションの質が高められます。そのことに気づいた私たちは、 Slackで雑談専用
のチャンネルをつくり、積極的に雑談をすることを推奨しています。雑談のようなフランクなコ
ミュニケーションの積み重ねによって対面で会ったことのない相手とも仕事上の話がしやす
くなるのです」（宮澤さん）。



1.　時間・物理的制約からの解放 ・ カスタマー事例

「かつては出社するのが当たり前でしたが、いまは、なぜ出社していたかの理由すら思い出
せないほど、デジタルワークプレイスで快適に働けています。アスクルの従業員は、ほぼ全員
がもう以前の働き方には戻れない。そう言い切れます」



Slackはチャンネルをベースとしたメッセージプラットフォームの先駆者です。私たちはこれま
でビジネスコミュニケーションのあり方を大きく変えてきました。今や何百ものユーザー企業
の皆さまがSlackを使ってチームの目指す方向を揃え、使うシステムを1カ所にまとめ、ビジ
ネスを前に進めています。安全かつ世界最大規模の企業に対応できるエンタープライズ級
の環境を提供できるのはSlackだけです。

たくさんのビジネステクノロジーが存在するなかで、Slackはまったく新しいレイヤーだと言え
ます。「一緒に働く」がより効率的になり、使っているすべてのソフトウェアツールやサービスを 
1カ所にまとめられ、必要な情報が簡単に見つかる場所。つまりSlackは仕事の中心なの
です。

本内容は情報提供のみを目的としたものであり、法的拘束力のある文書ではありません。 
製品や機能の開発、リリースとその時期は Slack の単独の裁量によるものであり、
変更される可能性があります。この内容に依拠して購入の決定判断をしないようお願いします。

HP：https://slack.com/

Slackについて




