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セクショナリズム
からの解放
部門・組織横断で
加速するイノベーション創造

2.
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縦割り型組織から解放し、 オープンな組織で
イノベーション創造へ



部門・組織横断で加速するイノベーション創造
セクショナリズムからの解放

夏野 剛 氏
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長*
*夏野氏は、2021年6月22日付けで
株式会社KADOKAWA代表取締役社長に就任予定

組織が大きくなればなるほど「見えない壁」が増えていく──。これは企業成長の代
償とも言える“痛み”です。一般社員の60.3%*１が「所属チーム外の上司や同僚に、
気軽に話しかけづらい」と感じているというデータもあります。ただし、組織の垣根を
越えたコミュニケーションが減っていくと、新たなアイデアが生まれにくくなり、イノベー
ションを引き起こす力は弱まります。ゆえに、組織横断でのオープンなコミュニケー
ションや情報共有をすみやかに行える土壌を作り上げることは、次の成長・発展のカ
ギと言えます。
オープンコミュニケーションとイノベーションを創出する方策とはなにか。多くの革新
的なプロダクトを世に送り出してきたドワンゴの代表取締役社長、夏野 剛さんととも
に紐解きます。

2.　セクショナリズムからの解放

6 割以上の一般社員が感じる「部門間の壁」を
オープンコミュニケーションで改革

2.　セクショナリズムからの解放

部署間の垣根を越えてつながる
オープンな組織への期待

独立集合型な
組織を期待

「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）」 

新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）が
流行する以前、会社で働くこととオフィスで働
くことは同義でした。オフィス勤務が前提の中
で組織が拡大していくと、各部署を横断した
コミュニケーションの量は自ずと減っていきま
す。理由は単純で、部署と部署との物理的な
距離が離れていくからです。

そして、組織横断のコミュニケーションや情報
共有の機会が減ることで、社内の各部署は互
いのことが見えなくなり、それぞれの発想も硬
直化・画一化していきます。その結果、企業
全体として新しいアイデアやイノベーションを
生む力が低下するばかりか、社員が持つ才能
を最大限に活用することも難しくなると、夏野さんは指摘します。

「社員一人一人はさまざまな才能を持っています。その才能を単一の部署が100%生かし
切るのは難しく、自分の持つ才能を他の仕事で発揮してみたいと願う社員は大勢います。そ
の願いが組織の壁によって阻まれ、個人の能力を最大限に引き出したり、眠っている才能を
開花させたりするチャンスが失われるとすれば、それは会社にとっても、社員にとっても不幸
なことです」

こうした考え方のもと、夏野さんがドワンゴに取り入れているのが、「社内クラウドソーシング
システム」です。このシステムは、社員が自己申告のかたちで自分の持つスキルを会社に登
録することで、就業時間の10%を使って本業とは異なる社内プロジェクトに参加できる権
利が得られる仕組みです。各部署のマネージャーはスプレッドシートに登録された社員のス
キルを見ながらプロジェクトチームに足りていないスキルを持った人材を探し当て、一定の
期間、プロジェクトの戦力として活躍することが可能です。このように、組織横断して新しい
アイディアがすぐに実行に移せる体制が整っている組織がイノベーションが起こりやすい環
境なのです。

イノベーションが起こりやすい職場環境とは？
セクショナリズムからの解放

オープンな組織を
期待
74.2%

25.8%



2.　セクショナリズムからの解放 2.　セクショナリズムからの解放

リモートワークで加速したドワンゴの組織横断プロジェクト

社内クラウドソーシングシステムは、コロナ以前から導入されていました。ただし、組織横断
プロジェクトが大きく活性化したのは、コロナ禍をきっかけにドワンゴの働き方をリモートワー
クに全面的に切り替えてからであると夏野さんは明かします。

同社ではコロナ禍が深刻化の兆しを見せ始めた 2020年2月に全社的なリモートワーク体
制を敷き、以降、社員の要望を叶えるかたちで制度を整え、7月1日からリモートワークを働
き方の標準として正式採用しました。2021年3月時点で1,000人強の社員の約9割がリ
モートワーク主体で働いており、約8割はオフィスに固定席も持っていません。

夏野さんによれば、リモートワークへの移行で社員の大多数が出社のために費やしてきた時
間を平均的に1日3時間程度節約できるようになり、新しいことにもチャレンジする時間的
なゆとりが生まれているといいます。また、コミュニケーションや情報共有のスピードも、
Web 会議システムや「Slack」などの活用によってオフィスワーク主体のころよりも向上し、
会議資料の事前共有を徹底することで会議そのものの時間も短縮できているとのこと。加
えて、固定デスクという働く場所の物理的制約が取り払われたことで組織横断プロジェクト
が一挙に増え始めたと夏野さんは指摘します。

「リモートワーク環境は自分のすぐ隣で会社の全員が仕事をしているような環境ですので、自
分の好きな場所から組織横断のプロジェクトに気軽に参加できます。しかも、出社が不要に
なり、多くの社員が余裕をもって仕事に取り組めるようになりました。結果として、社内クラウ
ドソーシングシステムの使用が活性化し、ボトムアップで数多くの組織横断プロジェクトが立
ち上がり、成果を上げています。さらに当社の場合、一人の社員を2つの部署でシェアする
制度もありますが、この制度の利用も活発化しています」

ちなみに、同社はコロナ禍の下で目覚ましい働きをした社員8名に社長賞100万円を贈呈
しましたが、それも組織横断・ボトムアップで立ち上がったインセンティブ検討プロジェクト
の意見を夏野さんが採用したことによるものです。

ドワンゴでの事例のように組織横断のプロジェクトを進めるためにコミュニケーションがオー
プンである必要があります。

しかし実際には、日本の企業の中には、リモートワークへの移行によって他部署や経営幹部
の動きが見えづらくなるという問題を生じさせているところがあります。その最大の要因とし
て考えられるのは、組織横断でオープンに情報を共有したり、コミュニケーションをしたりす
る文化がないことです。ただし、日本の企業経営者の74.2%は「部署間の垣根を越えてつ
ながる、オープンな組織になること」を望んでいます*１。夏野さんも、オープンコミュニケーショ
ンはさまざまなメリットを企業にもたらすと考えます。

「企業にはすでに公開している情報が数多くあります。そうした情報をSlackのようなツール
にどんどんアップして全社員からフィードバックを得られるようにすれば、コストをかけずに社
員の考えが収集できますし、社員のモチベーションも高められます。また、組織横断のプロ
ジェクトを立ち上げ、その内容・進捗を社内ですべてオープンにすれば、『ここにあの人呼べ
ないの？』と、プロジェクトチームはより多くの社員をプロジェクトに簡単に巻き込めます。

イノベーションを生む
「オープンコミュニケーション」のメリットとは

リモートワーク環境は自分のすぐ隣で会社の全員が仕事をしているように、
自分の好きな場所から組織横断のプロジェクトに気軽に参加できます。
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メリット

1 コミュニケーションコストがかからない



2.　セクショナリズムからの解放

そうした点を踏まえて、夏野さんはこう話を締めくくります。

「リモートワークがオフィスワークよりも高効率で優れた働き方であることは明らかで、リモー
トワークを下支える優れたツールもあります。それでも、リモートワークで苦労するのは“人の
仕組み”が進化していないためです。コロナ以前の過去20年間も、日本企業はITが劇的に
進化したにもかかわらず、働き方やビジネスモデルを進化させられず、世界での競争力を落
としてきました。その理由も人が進化を止めていたからです。コロナ禍をきっかけにデジタル
シフトが求められているいま、私たちが変われるかどうかが改めて問われているといえます」

夏野さんが言うとおり、自らの変革を選択した企業はSlackを使いオープンでスピーディなコ
ミュニケーションを実現し、ビジネスを加速させています。そうした企業が Slack をどのよう
に活用し、変革の成功・成果へとつなげているのか──。ご興味のある方はSlack導入企
業の事例から学んでみてください。

*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） 

2.　セクショナリズムからの解放

さらに、現場の要求がオープンに経営陣に伝われば、経営陣はより適切な意思決定を下せ
るようになります。実際にドワンゴでも、部長を通して情報共有を行うと遅くなるため社員同
士のコミュニケーションも経営陣とダイレクトに行える社風があるそうです。Slackのチャン
ネルなどを活用し、情報に透明性を持たせることでビジネススピードは確実に増します。

それでも、企業に古くから根づくセクショナリズムの中で、オープンなコミュニケーション・情
報共有を拒み続ける人もいます。そうした人たちに対して夏野さんは、「情報をオープンにし
たがらない人は、自分のしていることに自信が持てない人たちです。そのような人は21世
紀のデジタル社会で勝ち残る競争力を持ちえません」と警鐘を鳴らし、次のように続けます。
「セクショナリズムは大企業病の根源と言えるもので、それを打開するチャンスになったのが
リモートワークです。今後もリモートワークの強みをフルに生かしながら会社の仕組みを進化
させ、部門・部署の概念やセクショナリズムが存在せず、社員各人が自分の能力を自由に
生かせて、したいことがすぐに実現できる会社を目指していくつもりです」

変革に本当に必要なのは人の進化

夏野さんによるとリモートワークによって社内外のコミュニケーションに問題を生じさせる要
因は、ツールが使えていないからではなく、働く各人が対面を前提にしたコミュニケーション
スタイルを変えられていないことにあるといいます。逆に、リモートワークを前提にコミュニ
ケーションを設計して適切なツールを使えば問題が起きることはまずないと夏野さんは指摘
します。実際、Slack利用者の90%もがリモートによる社内外のミーティング本数がコロナ
以前と変わらない、もしくは増えていると回答していることから、非対面のコミュニケーショ
ン手段の定着が、効率性に大きく影響していることがうかがえます*１。

リモートワークを前提にコミュニケーションを設計して適切なツールを使
えば問題が起きることはまずありません

メリット

2 スピードが早くなる



2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例 2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例

飯塚 和詩 様

コンシューマ事業統括 
コンシューマ営業統括
営業戦略本部 AI/RPA 推進室

ソフトバンク株式会社

牧園 啓市 様

常務執行役員 兼 CIO  
IT& ネットワーク統括担当

ソフトバンク株式会社

組織が大きくなるにつれて伝言ゲームのように情報伝達スピードが遅くなったり、部
門を超えてのコミュニケーションコストに課題を感じている企業が少なくありません。
さらなる成長を目指すためにこれまで対面をメインとした従来のコミュニケーション
から脱却しデジタルコミュニケーションを目指すことが求められつつあります。ソフト
バンク社で、コミュニケーションのデジタル化を実現するツールの1つとして 2020 
年10月に導入を開始したのがSlackです。グループ全体で約5万アカウントという
大規模なSlack導入を後押ししたのは、現場の従業員の活用でした。全社導入まで
の道のりについてソフトバンク株式会社の常務執行役員の藤長さん、牧園さん、営
業戦略本部の飯塚さんにお話を聞きました。

ソフトバンク全社導入で加速した
組織の縦横を跨いだオープンコミュニケーション

ソフトバンクでは従来、日常的なやり取りにはメールを使い、すばやい意思決定が求められ
る場面では関係者を集めて対面で会議を行っていました。常務執行役員 兼 CIO IT＆ネッ
トワーク統括担当の牧園啓市さんは「このスタイルの問題点はビジネスのスピードを上げよう
とすればするほど、会議の本数が増えていくことです。当社には何事もすばやく決めて実行
する企業文化がありますが、結果として、相当数の会議が日々行われてきたのが実情です」
と指摘します。

会議のような同期型のコミュニケーションはスケジュール調整が必要になるため常に適切な
タイミングで行えるとは限らず、実施できる回数にも限度があります。その一方で、メールで
のやり取りでは対面でのコミュニケーションのようなスピードは実現できません。法人事業の
事業戦略・マーケティングを統括する常務執行役員の藤長さんは当時について、「多くの役
員は対面での打ち合わせが続き、会議室から出られない状態だった」と振り返ります。「事
業のスピードが速く複数プロジェクトが並行して進むため、情報収集と意思決定を繰り返さ
なければなりません。それに加えて海外出張も多く、常にコミュニケーションに課題を感じて
いました」

実のところ、社内では以前から、若い世代の従業員を中心にSlackなどコミュニケーション
ツールの活用が進んでいました。ただし何を使うかは現場の裁量に委ねられていたため、さ
まざまなツールが乱立し、管理が困難になるという問題を引き起こしていました。Slackの全
社導入はこの問題を解決するためでもあったと牧園さんは明かします。

メール＆対面を中心としたコミュニケーションからの脱却

組織が大きくなる中で課題となる部門間の壁や垣根を解消し、
新しいアイデアを全員で共有することで
企業の成長にも貢献できるのがSlackの強み。
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ソフトバンク株式会社 / 代表取締役 / 社長執行役員 兼  CEO / 宮内 謙さん (2021年 1月 当時 ) 

藤長 国浩 様

常務執行役員 法人事業統括
事業戦略・
マーケティング担当

ソフトバンク株式会社



2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例 2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例

同社では、経営層も自らSlackに投稿し、自身の考えをオープンに共有したり、現場のアイディアを直
接受け取ったりできるよう、階層を跨いでコミュニケーションをとっているとのこと

現場での情報共有・検索の効率化がSlack全社導入を後押し

そもそもなぜソフトバンクの現場ではSlackユーザーのすそ野が広がったのでしょうか。その
理由について早くから現場でSlackを使い始め、Slackの全社導入を後押ししたコンシュー
マ営業統括営業戦略本部AI/RPA推進室の飯塚和詩さんは「効率のよいコミュニケーショ
ンを実現できるツールだったから」と説明します。

「Slackを使い始めて、メールのように宛先を指定せずとも関係者間で会話の内容が共有で
きるようになりました。メールが中心だった頃は、スレッドの宛先に含まれていない人に内容
を共有するのに手間がかかるうえ、スレッドが長くなったり分岐したりすると欲しい情報を探
すのに苦労していたのです。そうした問題がSlackの活用によって一挙に解決できることに
多くの現場が気づき、活用の裾野がみるみる広がっていきました」

「IT運用管理の観点から言えば、社内で使うコミュニケーションツールは1つであることが
理想です。またそのツールを社内コミュニケーションの中心に据えて日々の業務を進めてい
くためには、社内のシステムと連携できることが欠かせません。当社では、その全社標準の
コミュニケーションツールとしてSlackを選びました」

ソフトバンク株式会社 / 常務執行役員 兼  CIO  IT&ネットワーク統括担当 / 牧園 啓市さん

「意思決定スピードを高めてビジネスを加速するには、 Slackのようなツー
ルを導入し、メール依存・対面依存からの脱却が必要でした。現場はす
でにそれをわかっていたのです」



iPhone 12の販売報告も、全国の地域を跨ぎ一体感を持って報告。現場からのリアルタイムな情
報に対する経営陣から激励の言葉が、現場の士気を高めます。

また、Slackのパブリックチャンネルにおけるコミュニケーションの内容は組織全体でオープ
ンに共有でき、例えば、特定のプロジェクトに参加していない従業員も当該プロジェクトにお
ける対話の内容や情報を自由に取りにいくことができます。こうしたオープン設計も現場で
のSlackの浸透を早め、チームの壁を越えたコミュニケーションや情報共有の活発化とス
ピードアップにつながっているようです

2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例 2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例

ソフトバンク株式会社 / コンシューマ事業統括 コンシューマ営業統括 /
営業戦略本部 AI/RPA 推進室 / 飯塚 和詩さん

「Slackが自然に浸透していったポイントは『検索機能』とチャンネルごと
の『情報集約』にありました。その使い勝手に多くの現場が気づきはじめ、
さらに情報が集まり、活用のすそ野がみるみる広がっています」

自動化の推進と社外パートナーとの連携で
ビジネスのスピードを加速

Slackの全社導入後、従業員約2万人のコミュニケーション変革はソフトバンク社内で勢い
よく進みつつあります。またSlackと社内システムを連携させ、業務プロセスを自動化する動
きも進んでいます。例えば以前は営業部門の実績をメールで配信していたのをSlackへの
自動投稿に切り替えたり、従業員向けのFAQの機能をSlackに統合したりすることで、コミュ
ニケーションだけでなく業務全体の効率化につながりました。

今後はSlackコネクトを積極的に活用し、コミュニケーションを軸にしたグループシナジーの
創出を目指すとともに、Slackをパートナー企業とのコミュニケーション基盤にすることも構
想しています。「Slackのメリットを活用し、社内外ともっとオープンにコラボレーションしてい
きたいと考えています。メールでは個々のやり取りで完結してしまいがちですが、チャンネル
を活用した『公開議論』によって物事をオープンに進めるコミュニケーション文化を育んでい
きたいです」と、藤長さんは今後の展望を語ります。加えて、顧客とのコミュニケーションにも 
Slack を取り入れ、対話をよりスピーディで気軽なものへと変化させることも視野に入れてい
るようです。



ソフトバンク株式会社 / 常務執行役員 法人事業統括 / 事業戦略・マーケティング担当 /
藤長 国浩さん

「当社だけでなく、お客様やステークホルダーにとっても、コミュニケーショ
ン変革のためにSlackを全社導入する効果は大きいと確信しています」

2.　セクショナリズムからの解放・ カスタマー事例

Slack活用によってソフトバンクのコミュニケーション文化はこれからもますますオープンに
変革していきそうです。



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




