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動きの遅い
企業体質からの解放
「タテ」「ヨコ」連携で
組織スピードを加速

3.



伝言ゲームのような意思決定から解放し、 より俊敏な組織へ



「意思決定スピード」が
遅いと体感することがある

「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）」

感じない

感じる

「新しい発想はあるが発言しづらい環境」「ピラミッド階層が深くて話が通らない」な
ど「上意下達」に表現されることの多い日本企業の意思決定プロセス。現場社員の 
70.5％*１が「経営層でどのような意思決定がなされているか不透明」と不満を感じて
いる一方で、経営層の 54.1 ％*１は「社員とコミュニケーションがとりにくい」と感じて
いるようです。この意識ギャップを埋めることで組織変革を成し得るのではないでしょ
うか。組織の「タテ」と「ヨコ」の連携で意思決定スピードを加速させるヒントとは？、『こ
こはウォーターフォール市、アジャイル町』（翔泳社）の著者であり、企業の組織改革を
サポートする沢渡あまねさんと不確実性の増す時代における「アジャイルな組織形
成」について考察します。

Slack の独自調査ではビジネスパーソンの2 
人に1人*１が、「タイムリーに情報が伝わらな
い / 入手できないことにストレスを感じること
がある」と回答しており、特に若手社員におい
て日常的に素早いコミュニケーションに課題
を感じている傾向があります。伝統的な日本
企業の多くは「縦割り組織」のため、素早い情
報共有ができないと指摘されます。なぜ、縦
割り組織は問題なのでしょうか。

沢渡さんは「縦割り組織だから全て悪いとい
うことではありません。かつての高度成長期
には、成功のための最適解は組織の中にあ
り、縦割り組織は、決められたミッションの遂
行に対して極めて合理的、かつ有効な武器でした」と話します。

ところが今は、変化のスピードが速く、先が見えない不確実な時代です。「過去の成功法則
はあてはまらなくなり、組織の中に『明確な答え』がもはや存在しなくなりました。その結果、
縦割り組織も機能不全に陥っているのです」と沢渡さんは指摘します。

組織の中に答えがなければ、外に求めるしかありません。「ですが、長年にわたって縦割り
組織の中にいた人たちは、過去の延長線上で意思決定が行われ、現場は言われたとおり
に動いていました。伝統的な大企業ほど、その体質が染みついていて、どうすればいいのか
わからないのです」

どうやって組織の壁を破り、外部とコラボレーションするか。そしてその成果を素早く市場に
投入し、失敗しても次の知見に生かせるアジャイル（俊敏）な組織にするかが、多くの企業の
課題となっています。

従来型の「縦割り組織」はなぜ悪者になったのか

「タテ」「ヨコ」連携で組織スピードを加速
動きの遅い企業体質からの解放

 現場社員の約 75 ％が体感する
「意思決定の遅さ」を払拭するために

沢渡 あまね 氏
あまねキャリア工房 代表
作家、業務プロセス／オフィス
コミュニケーション改善士。
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では、「アジャイルな組織」をつくるためには何が必要でしょうか。沢渡さんは、「意思決定が
迅速に行われる環境や仕組みが整っていること」、「『タテ』と『ヨコ』のコミュニケーションが
活発に行われること」の2点を挙げます。

「コロナによって、リモート環境でもつながれることが社会全体で認知されました。時間、場
所、立場を越えて結びつき、一緒に働くようになる中で、意思決定が遅い組織や企業は、そ
のコラボレーションから取り残される可能性が高まっています」

例えば、企業内で相談したり、報告するために、いちいちオフィスに行かなければいけないよ
うでは、伝達のスピードが著しく遅い上に、移動という間接業務も発生してしまいます。また
外部との取引の場合も、契約書にハンコをもらうのに3日かかるような業務プロセスでは、
引き合いがなくなる恐れがあります。

「逆に、俊敏な働き方を身につけていた企業組織では、このコロナ禍も難なくビジネスを行っ
ているばかりか、新しいビジネスチャンスを捉えて業績を伸ばしています」沢渡さんは、企業
の現場を見ている立場からそう指摘します。

不確実な時代に「アジャイル（俊敏な）な組織」
をつくる2つの要素

たとえば「100万円以上の業務委託を行うには、総務部長の決裁が必要」と定義し周知さ
れていれば、業務委託を行いたいシーンにおいて社員は誰に相談し、誰に決裁を求めたら
よいのか迷わず行動できます。

もちろん、意思決定は決裁だけに限りません。仕事上では様 な々判断があります。判断が速
い組織は、組織メンバー間の意思疎通に必要な情報が共有されており、メンバー（管理職含
む）それぞれの期待役割が明確になっています（あるいは、日々のコミュニケーションを通じ
て相互理解ができています）。だからこそ、現場でも素早い判断ができるのです。

さらに沢渡さんは、意思決定が速い組織は、その中の人材も成長させると語ります。「優秀
な人材は、ムダがなくスピーディに仕事が進む組織へのエンゲージメント（帰属意識）を高め
ます。『この組織では、自分は本来価値創出に専念できる』『プロとして成長できる』と感じる
からです。また、本人のEmployability（雇われ得る力）の向上をもたらします。

そして、そういう組織にはさらに優秀な人材が集まりやすくなります。この健全なサイクルを
つくるのが、DXの本質だと思います」
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「アジャイルな組織」をつくるために必要なことは、「意思決定が速いこと」、
「『タテ』と『ヨコ』のコミュニケーションが活発に行われること」。

意思決定が速い組織では、優秀な人材こそ『この組織なら自分の本来価
値創出に専念できる』『プロとして成長できる』と感じ、帰属意識を高めます

「意思決定が速い組織は、モヤモヤを排除しています」と沢渡さんは言います。「誰が意思決
定するのか、あらかじめ権限をきちんと決めているのです。そのため、仕事上で意思決定す
る時に、迷ったり悩んだりしません」

「アジャイルな組織形成」のために
その１：「モヤモヤ」をなくし、意思決定を早めること

沢渡さんは、「コミュニケーションを縦横に活性化させるには、まず、参加するメンバーに共
通する『テーマ』、例えば、価値観、目的やビジョンなどがあることが重要」と話します。

「アジャイルな組織形成」のために
その２：階層（タテ）・部門（ヨコ）を超えたコミュニケーションを闊達にする！21



例えば、社内の承認業務です。複数の関係者から順番に承認印を得るプロセス、いわゆる
「承認スタンプラリー」にビジネスパーソンの2人に1人*１がストレスを感じています。 それも
デジタルツールを導入すれば、承認業務の物理的な制約を取り除くことができます。

また、メールによる業務連絡は、仕事のスピードを中断してしまいます。その名の通り手紙と
同等の作法が必要だからです。宛先を役職順に並べて、時候の挨拶を入れて…とやってい
るようでは、時間がかかりすぎます。素早くつながり、すぐに本題に入るために、適切なコミュ
ニケーションツールが必要になります。

テーマに沿って関連する人が素早く繋がり、行動し、トライ＆エラーを繰り返す。これが企業
の基礎力であり、これをサポートできるのがITツールの役目だと、沢渡さんは指南します。「現
場だけでなく、コミュニケーションのツールを導入するIT部門、社内制度を運用する総務部
門なども、評価されるべきです」

ただし、沢渡さんは、コミュニケーションの機会はデジタルだけに閉じる必要はないと話しま
す。「例えば、テーマの投げ込みは定例の朝礼の場で宣言してもいいと思います。もちろん、
ツールをいかすための業務設計、コミュニケーションの設定も大事です。アナログとデジタル
の機会をうまく組み合わせながら、滑らかにコラボレーションして仕事を進めていくことが、
組織の成長を加速させていくことになると確信しています」

沢渡さんは、「冒頭で、組織の中に答えのない時代と言いました。先が読めないからこそ、トッ
プや役員は率先して外に出て、新しいビジネスの種を見つけてこなければいけません。その
ためには組織を縛っている古い考えやプロセスから自由になること、つまり俊敏な組織をつ
くることが必要です」と最後に語りました。

部門を超えた共通テーマ設定を意図的に行うことで、ヨコ（部門横断）のコミュニケーション
を広げることができます。「例えば、ある部品製造業で「A」という部品に不具合が多発して
いるとします。「部品Aについて、どんなことでも構わない。気づいたこと、疑問に思ったこと、
あるいは改善提案があれば上長に報告してください」。こんな投げ込みを工場長がしました。
これはいわば組織を超えた共通のテーマです。
このような共通のテーマがあれば、「そういえば、部品Aの製造工程で気になることがありま
して」「言われてみれば、部品Aの手触りが今日はいつもと違う」など、現場のメンバーは意
識にアンテナを立て、気づきが促され、なおかつ意見がしやすくなるかもしれません。思わぬ
提案が、思わぬ部署やメンバーから出てくるかもしれません。このように、共通のテーマがな
いと、立場や部署を超えたコミュニケーションはなかなか生まれません。事実、ビジネスパー
ソンの72.3%*１が、「上司や同僚とフランクに会話する、カジュアルな組織になること」を期
待しており、組織横断的な共通テーマ設定も求められているのではないでしょうか。

ここで大事なのが「同調圧力によって議論を潰さないこと」だと沢渡さんは言います。「若手
が何か発言した時に、ベテランが『生意気言うな』と主観的な意見で押さえ込んでしまえば、
その人は二度とその組織で発言しません。組織のリーダー、上位職の人は、他の人の意見を
傾聴するスキルを持つべきです」

そして、コミュニケーション、コラボレーションという行為自体を、組織として評価することが
重要とも言います。個人としていくら優秀でも、チームプレーができなければマネジャーにな
れない制度の企業も出てきています。そうした企業がさらに増えれば、コラボレーションする
ことはいいことだという文化が広まっていくと思います。

*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） 
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俊敏な組織づくりは、どこから始めていくべきでしょうか。沢渡さんは、「最初にすべきは、コ
ラボレーションを阻害するものを排除すること」と言います。

企業の基礎力をサポートする
コミュニケーションツールがあればこそ。



3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA

全国の販売店と共に、新たなモビリティサービス社会の実現と地域振興に向け活動する国
内販売事業本部は、今年より全国の販売店に「現場駐在員」を派遣。これまで以上に地域
と店舗に密接に関わることで、さらなる現場起点での課題解決力向上を目指しています。

各現場で日々発生するさまざまな「困りごと」の情報を吸い上げ、全社で速やかに対処する
には、各地域と現場のスタッフ間のヨコの連携と、さらには本部とのタテの連携が欠かせま
せん。これまでは電話やメールでの報告書でコミュニケーションをとり、月2回の部ミーティ
ングなどで協議して対応していましたが、情報の量と質が不足する、改善の対応が次回の
部ミーティング（２週間後）になってしまうケースもあるなど、地域に密着したきめ細かなサ
ポート実施が難しい状況でした。

現場と本部のスピード連携、さらには地域を跨いだ現場同士の連携の活性化を狙って導入
されたのがビジネス向けのメッセージプラットフォームであるSlackです。

現場起点での課題対応力向上を目指し、
情報伝達スピードの加速がポイントに

トヨタ自動車株式会社 / 国内販売事業本部 国内営業部 地域営業G / 小川 京佑さん

「Slackにより日々発生する細かな現場での課題点の吸い上げと、部とし
ての情報伝達および浸透のスピードが格段に向上しました。相談しやす
く、アドバイスしやすい双方向のツールが利用できることは、課題解決迅
速化に大きく貢献しました」

3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA

Slack 活用で全国規模での課題解決を
スピードアップしたトヨタ自動車

TOYOTA

組織が拡大するにつれて縦割り化し、相互コミュニケーションに課題を感じる企業は
少なくありません。日本を代表する企業であるトヨタ自動車も例外ではなく、目まぐる
しく変化する外部環境に即時対応可能なアジャイルな組織を目指す、さまざまな取り
組みが行われています。組織の課題解決スピードを高めるにはどのような取り組みが
必要なのか、トヨタ自動車 国内販売事業本部 デジタル基盤開発部の高橋 雅彦さ
ん、山野 和也さん、国内営業部の丸山 博邦さん、小川 京佑さんにお話をお聞きしま
した。

山野 和也 様

国内販売事業本部
デジタル基盤開発部
購入体験 G

トヨタ自動車株式会社

高橋 雅彦 様

国内販売事業本部
デジタル基盤開発部
保有体験 G

トヨタ自動車株式会社

小川 京佑 様

国内販売事業本部
国内営業部
地域営業 G

トヨタ自動車株式会社

丸山 博邦 様

国内販売事業本部 
国内営業部 
地域営業 G

トヨタ自動車株式会社



迅速な課題解決のカギは、現場からの発信のしやすさにあります。国内営業部の丸山さん
は、より迅速な課題認識と判断が求められる災害時の対応を例に「地方で地震が発生した
際、現地から Slackで『かなり揺れています』といった生の声が続 と々発信されました。そし
てそのままシームレスに現地の被害状況確認、必要な資材リクエストと確認、対処方法の検
討、実施へと移行できました。本部として考えるサポートと現場の求めることがマッチしてい
るのかを見極めながら正確に対応するには、双方向でのスムーズなコミュニケーションが欠
かせません。従来に比べても、情報がリアルタイムに収集出来ている実感があります」と話し
ます。

丸山さんは、その違いを Slackの情報入力の容易さと心理的ハードルの低さにある、と語り
ます。これまで報告書を取りまとめて本部にメールを送るといったやりとりでは、書面の体裁
を整える手間と、間違った情報を発信できないとのプレッシャーが高く、情報発信と共有の
スピードを遅らせていたのです。

Slackのオープンなチャンネル上では、参加する関連メンバーが同時に同じ内容を確認でき
るので、伝言ゲームが発生せず、伝わる情報の正確性も高い、と丸山さんは評価します。

トヨタ自動車株式会社 / 国内販売事業本部 デジタル基盤開発部 購入体験G / 山野 和也さん

「グローバルでの流れやアプリ開発企画で社外とのやり取りが増えたこと
もあり、当社でもいずれSlackが必要になると考えました」

Slackは非常時だけでなく、日々の業務課題解決にも貢献しています。同部ではSlack導入
により、従来のよろず相談窓口で相談を一次受付し、各専門スタッフへつなぐプロセスをカッ
トしました。現在はSlack上のQAチャンネルに投稿すれば、即座にそのジャンルに詳しい
スタッフから直接アドバイスが受けられます。その結果、現場でのさまざまな困りごとへの対

トヨタ自動車株式会社 / 国内販売事業本部 国内営業部 地域営業G / 丸山 博邦さん

「電話は即時性こそ高いものの1対1のコミュニケーション。さらに伝言
中に忖度や個々の解釈が加わり情報が変わってしまいがちです。メール
は共有性が高いものの、細かな確認に時間を要します。Slack なら関係
者が同じチャンネルでリアルタイムに状況が確認でき、必要なアクション
を共有できるため、課題解決への迅速化が実現します」

小川さんはSlack 導入の決め手をこう語ります。
「Slackのオープンなコミュニケーションの強みが、当社の目指す姿にマッチするのではとい
う期待感がありました。トヨタ自動車では課題解決の思想として、その人じゃないとダメでは
なく、それを誰もが行える組織を目指しています」

加えて、チャンネル構成など情報の一覧性と整理のしやすさ、UIの親しみやすさ、豊富なリ
アクション絵文字、検索性の高さ、社外組織との連携の容易さなどが、選定時に評価されま
した。

最初に導入を検討したデジタル基盤開発部の山野さんは、当時を振り返ってこう話します。

3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA 3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA

Slackのオープンなチャンネル上では、
参加する関連メンバーが同時に同じ内容を確認できるので、
伝言ゲームが発生せず、伝わる情報の正確性も高いといえます。

10

トヨタの課題解決思想とマッチした
Slackのオープン性が採用の決め手に

チャンネルを使ったリアルタイム報告で、
災害時の対応速度が10倍に

現場での困りごとも、すぐに答えが見つかる



Slack 利用時にお互い自己紹介をしあうなどの工夫も加え、心理的安全性を高めて安心し
て使えることを目指しているとのことです。

トヨタ自動車株式会社 / 国内販売事業本部 デジタル基盤開発部 保有体験G / 高橋 雅彦さん

「Slackはカスタム絵文字で気軽にリアクションできることで、双方向のコ
ミュニケーションが活発化します。各自個性的なカスタム絵文字を使って
いるので、今ではリアクションを見ただけで誰の発信なのかがわかります」

「コミュニケーションの改革にはツール選びよりも、皆の働き方にフィットするものは何かを考
えることが重要です」「まだまだ理想の姿ではなく、試行錯誤の途中です。」長い歴史と巨大
な組織規模を誇るトヨタ自動車だけに、その企業文化はツールの導入だけで一朝一夕で変
えられるものではないとの苦労が垣間見えました。しかしその一方で「一つずつ現場で創意
工夫と改善を重ね、よりよい姿を着実に目指す」という、同社のDNAを強く感じました。

トヨタ自動車株式会社 / 国内販売事業本部 国内営業部 地域営業G / 丸山 博邦さん

「情報専有者は悪気があるわけではなく、聞いてくれれば答えるのに、と
思っています。Slackはその発信のきっかけを創出してくれるでしょう。また、
現場判断の際、上位者の判断基準が把握できていれば早くなります。
Slackには現場と上位者の距離を縮め、現場への健全な権限移譲を実現
する役割も期待しています」

応がスピードアップしただけでなく、現場の声を吸い上げることで、本部の困りごと解決にも
つながっています。

これまでの「誰に聞けばよいのかがわからない」が解消されるこの仕組みは、コロナ禍での
政府方針への対応や感染発生時の対応など、前例のない事態への対処にも活用されてい
ます。

これからさらに、タテ・ヨコのコミュニケーション活性化への取り組みを進めたいと語る丸
山さんは、その背景には、情報を持っている人が偉いのではなく、情報をいかにオープンに
活用しやすくするかが重要とのトヨタの理念があると語ります。

どんな便利なツールでも、活用されなければ意味がありません。オフィシャルなツールであれ
ばあるほど、社員は周囲の目が気になり気軽に情報発信しにくくなります。デジタル基盤開
発部の高橋さんは、Slackの持つカジュアルな雰囲気がその壁を取り払うと話します。

Slackはアジャイル型の開発やプロジェクト推進など、人の入れ替わりが活発な取り組みに
おいて過去のやり取りを蓄積し、追跡するのも比較的容易です。今後、グループ会社や社外
との協働にも活用の幅を広げていきたいと小川さんは話します。

3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA 3.　動きの遅い企業体質からの開放・ カスタマー事例 TOYOTA

現場の生の声を生かし、即時性を保つには、
気軽に使えるツールであることが重要

現場に裁量権を与え、
さらなる意思決定スピードの向上を目指す



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




