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古い企業文化
からの解放
「個」と「組織」の成長を促す
フラットな組織

4.
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個人プレーから解放し、 チームワークが機能する
フラットな組織へ



組織カルチャーが
どのように変化することを期待しますか？

階層型の組織に
なること

フラットな組織に
なること

「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）」 

75.3%

24.7%

「個」と「組織」の成長を促すフラットな組織
古い企業文化からの解放

7 割以上の従業員が望む「フラット」な
企業カルチャー醸成術

理想的な企業カルチャーとしてよく語られる
「フラットな組織」。Slackの調査でも世代を
問わず、75.3%がその実現を望んでいます。
フラットな組織は階層と承認プロセスがシン
プルなことで事業推進のスピードが高まる期
待がありますが、澤さんは「フラットな組織」の
解釈は役職により異なる点に注意が必要、と
指摘します。

経営やマネジメント層は指示が行き渡る浸透
を早くしたい、プレイヤー層は自分がやりたい
ことへの障壁がなるべく少ない方が良い、と
いうのが本音でしょう。そもそも、役割によっ
て仕事の目的は明確に異なります。経営層は
自社の事業を通じた「社会貢献」、マネジメント層はその実現のための「機能・役割」、そし
てプレイヤー層はどのようにしてその「責任」を果たすのか。こうした階層ごとの「解像度」の
違い、すなわち役職は上下関係でなく役割の違いであることを理解することが大切だ、と澤
さんは語ります。階層ではなく、各自の仕事の役割を認識することで、フラットな組織が実現
できるのです。

従業員の 75.3 % が望むフラットな「カルチャー」
役割ごとの解釈を正しく把握することが大切

澤 円 氏
株式会社圓窓 代表取締役

従来型の企業風土は、終身雇用を前提とした意識の上に成り立っていました。いま
求められているのは、多様な働き方、さまざまな意見、あらゆる個性のつながりで、新
しいビジネスが生まれていく働き方です。そういったフラットでオープンな企業カル
チャーの下にこそ、優秀な人材が集まると言っても過言ではありません。「個」と「組
織」、「従業員」と「経営層」の関係はどうあることが望ましいのか、自ら「新しい働き
方」を実践する澤 円さんに、これからの「企業カルチャー」について聞きました。

4.　古い企業文化からの解放 4.　古い企業文化からの解放

階層ごとの「解像度」の違い、すなわち役職は上下関係でなく
役割の違いであることを理解することが大切。
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粗

解像度

「社会貢献」
企業指針・ビジョン=

「機能・役割」
ビジョンを言語化して定義=

「責任」
定義に対して貢献・具体化=

経営者

マネジメント

プレイヤー 細

元来、日本型企業の組織階層が複雑なのは終身雇用を前提としていたからだ、と澤さんは
指摘します。昇給させるために昇格があり、マネージャーが名誉職化していた時代には、ジョ
ブローテーションで会社のカルチャーを長い年月をかけて擦り込むやり方が合っていました。
ところが、これからますます雇用が流動化し、プレイヤーがプレイヤーのまま昇給、昇格できる
「ジョブ型」の雇用形態へのシフトチェンジが広がると、そのやり方は通用しなくなるのです。

そして澤さんは、不安定で変化の激しい時代には、「言わなくてもわかるだろう」ではなく、社
員の心理的安全性を高めるために経営層には自ら弱みや失敗をさらけ出し、メンバーと視
点を合わせ、共に成長していく気持ちを伝える「自己開示」の意識が、これまで以上に強く求
められるでしょうと話します。

次に「マネジメント層の役割」は、管理することではなく業務遂行に邪魔な要素を取り除き、
プレイヤーが全力疾走できる環境を作ること。そのためには、報・連・相を見直しましょう、
と澤さんは提唱します。呼び止めて過去を確認する「報・連」ばかりを重視すると、独裁化に
陥ります。そこはツールにより可視化、効率化して、未来に目を向けた「相談」に時間を割くよ
うに意識する。そして、コミュニケーションの際には 「Why（なぜ）？」を繰り返して相手を問
い詰めるのではなく、「What（何が）？」を聞いて共に考え、「How（どうやって）」で提案する
姿勢が求められるのです。

管理・統制するのではなく、基本的には自由を与え、相手が望む際にはすぐ隣で寄り添う、
それがこれからのマネジメントの役割、と澤さんは話します。役職の違いとは、上下関係で
はなく、役割の違いである。この考えが浸透した組織こそが、フラットな組織となるのではな
いでしょうか。事実、ビジネスパーソンの76.5%*１は、より現場に裁量が与えられた組織へ
の変革を期待しており、プレイヤーに自由を与えながら伴奏するマネジメントスタイルが広く
求められていることが伺えます。

階層ごとの“解像度”の違い、すなわち役割は上下関係でなく役割の違いであることを
理解することが大切だ、と澤さんは語ります。

4.　古い企業文化からの解放 4.　古い企業文化からの解放

「経営層の役割」とは、個々人にとって魅力のある環境と仕事の成果がフェアに評価される
仕組みにより、「この会社で働きたい」と思ってもらえる場所を作ることにあります。対処法と
して澤さんは「カルチャーの明文化と共通認識化」を挙げます。これまでなんとなくの雰囲気
で共有してきたカルチャーを明文化、言語化し、浸透させる。そうすることで、例えば人事異
動などで違う業務に就いても、社員は「なぜこの会社でそれをやるのか、やりたいのか」がブ
レることなく、新たな業務にも前向きに、ワクワクして取り組むモチベーションにつながります。

従業員が「力を発揮する」ためのフラットなカルチャー醸成方法
役職は役割と捉え、経営とマネジメント層がやるべきこと

そもそも企業カルチャーの浸透は、なぜ大切なのでしょうか？その目的のひとつは、心理的
安全性を高めることにあります。従業員が安心して仕事に集中し、「この会社で働いてよかっ
た」「やっぱりこの会社で働きたい」と思える、精神的下支えとなるものです。

しかしながら現状はどうでしょう。「ウチの会社は ○○ だから」とか「ウチにはそのITツール
は合わないよ」など、納得いく説明ができない、言語化できない事柄を都合よく「カルチャー
だから」と変換して押し付けてはいないでしょうか。澤さんはそれは単なるマネジメントの怠
慢であり、このような言動が排他的で硬直した組織につながる、と指摘します。

企業カルチャーの望ましい姿とは？
共感できる「カルチャーの明文化と共通認識化」



企業の目的や価値が明確であり、それらに共感していれば、具体的な業務や新たなチャレ
ンジにも応用が利きます。逆にそれが明確でない場合、「いいからやれ」という雑なマネジメ
ントになってしまう危険性があるのです。

これまでの統制・管理された組織カルチャーでは、さまざまな変化に対応できず、イノベーショ
ンも生まれません。経営、マネージャー、プレイヤーの各層が役割を明確にしたうえで、心理
的安全性が高く、オープンなコミュニケーションができるカルチャーの醸成が求められている
のです。

*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） 

4.　古い企業文化からの解放 4.　古い企業文化からの解放

企業カルチャーは、心理的安全性を高め、従業員が安心して仕事に集中
できる、精神的下支えとなるものです

澤さんは、組織カルチャーはツールだけで変革できるものではない、と話します。その幻想は
25年ほど前、グループウェアが普及し始めた時期にも見た景色です。

しかし、Slackのような日々のコミュニケーションで使いやすいツールがあれば発言のハード
ルが下がり、情報流通量が増えることは間違いありません。Slackはカジュアルとビジネスの
使い分けが容易で、オフィシャルとプライベートのモードの切り替えがしやすい特長がありま
す。さらに情報もセキュアに保たれます。多くのビジネスパーソンが対面でのコミュニケーショ
ン機会が減っている中、約3割*１の Slack 利用者が、趣味や部活動に関連したチャンネル
など実業務外でのチャンネルで新しいつながりが増えたと回答している通り、業務外で個人
を知る機会が増えれば、さらに発言ハードルは下がるでしょう。

Slackに、先ほど述べた自己開示と共に考える姿勢でのコミュニケーションが加われば、皆
が望むフラットな組織が、バーチャルですぐに実現できるでしょう、と澤さんは話しました。

組織カルチャーの目的は心理的安全性を高め、安心して仕事に集中でき、この会社で働い
てよかったと思ってもらう下支えとなるものであり、急場を乗り越える打開策ではありません。

コミュニケーションツールとカルチャー変革
「フラット」な組織を実現する使い方とは？



4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例 4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例

森 紀之 様
専務取締役

株式会社マスヤ

管理統制型から自律分権型組織へ。
マスヤが Slack で取り組む新たな文化醸成。

1965年に設立され、50年以上にわたり親しまれてきたヒット米菓「おにぎりせんべ
い」の製造・販売を手掛ける株式会社マスヤ。同社は米菓の製造・販売を含むさまざ
まな事業を展開する10社でマスヤグループを形成するまでに成長を遂げています。
そのグループの中核企業マスヤの専務取締役で、 Slackを使ったフラットでオープン
な職場環境を通じて組織の進化を推進している森 紀之さんにお話を聞きました。

マスヤが目指す自律分権型のフラットでオープンな組織とは

マスヤが目指す組織の進化とは「管理統制型組織」から「自律分権型組織」への転換を意味
しています。

管理統制型組織とは経営陣がすべての裁量権を握り、経営の指示・コミットの下で現場が
動く組織のこと。一方の自律分権型組織とは現場で働くチーム・個人が裁量権を持ち、自
らの考えで意思決定を下して行動する組織を指しています。

自律分権型組織への転換を進めるに当り、マスヤがまず着手したのは経営と現場との信頼
関係の確認です。「経営と現場との信頼関係が脆弱な会社に自律分権型組織の実現はあり
えません。そこで、2019 年に全社で導入した Slack を使いながら、経営と現場とのコミュ
ニケーションの頻度を上げ、互いのことを深く知り合う取り組みを始動させました」（森さん）。

たとえば、マスヤでは業務の進捗報告や対話など、仕事にかかわる情報をSlackに集中さ
せ、経営陣・社員のすべてがオープンに情報を共有しています。

プロジェクトに関しても、 PDCA サイクルの「 C（チェック）」に当たる「振り返り」を可能な限り
短いサイクルで小まめに行い、その内容をSlackに記録として残し、共有することを求めてい
ます。

「振り返りはプロジェクトを成功へ導くためですが、その共有化は周囲の理解を深めるためで
す。そのようにしてチームの状況をオープン化することで、経営・周囲がいつでもサポートで
きる環境が築かれ、チームは見守られつつ自律的に動くことが可能になります」（森さん）。

マネジメントの手法・考え方も変化

「自律分権型組織における経営層の重要な役割は、現場が正しいコースから大きく外れな
いように“ガードレール”を設定して、その範囲内で分権を進めることです。これに対して、現
場に細かく指示を出して従わせる従来型のマネジメントは、現場の社員が自らの判断で動
き、成功や失敗を通して学び、成長する機会を奪うものです。そのようなマネジメントを続け



4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例 4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例

意思決定についても現場主導を基本とし、経営がトップダウンで決めたことを現場に下すよ
うなスタイルはできる限り避ける方針を貫いています。その方針を象徴する「みんなが幸せに
なれる会社を作りましょう」という経営目標も、多くの社員の参加と意思決定のプロセスの末
に策定したと、森さんは明かします。

そして、社員による能動的な事業への参加や意思決定を日常化するために活用しているの
がSlackのオープンな「パブリックチャンネル」です。

「チーム内で行われた会議の内容も、議事録や動画などの収録データとして全社員で共有
できるようにしています。この「見える化」の大きな目的の1つは『自分の仕事に必要な情報
はすべて自分でとりに行く』という自主的な行動を現場に定着させ、日常化することです」（森
さん）。

なぜ、現場に裁量権を渡すことができるようになったのか？

経営層にとって裁量権を現場に委譲するのは簡単なことではなく、単なる放任主義では経
営責任を背負っていくことはできません。ではなぜ、マスヤでは現場への権限移譲をスムー
ズに進められているのでしょうか。背景には次の2つの理由があるようです。

マスヤでは現場で働く全員の自主性、あるいは事業への能動的な参加意欲を育むことにも
力を注いでいます。

1 現場の自主性を育むオープンな情報共有

さらには、日々の業務に関わるやりとりだけではなく、 Slackを介して会社の経営状態も「見
える化」しているそうです。

すでに同社ではSlackを使い自社の損益計算書（PL）をオープン化しており、加えて毎月の
経営会議（実績の報告）の内容も社員向けにオープンにしています。さらに今後は、毎月の
貸借対照表（BS）についてもオープンにし、資金の流れも「見える化」する予定です。

「PLとBSの「見える化」によって、自社の資産はどの程度あるのか、毎月の事業運営にどれ
ほどの資金が必要なのかといった生 し々い経営情報にも、社員は触れることができます。そ
れによって社員の経営リテラシー・経営意識を高めることが、自律分権型組織を目指す上
で不可欠と見ています」（森さん）。

（情報の）見える化の大きな目的の1つは『自分の仕事に必要な情報は
すべて自分でとりに行く』という自主性と行動を現場に定着させ、
日常化することです。
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ていては、社員が失敗するリスク自体は減らせるとしても、自律分権型組織には近づいてい
けません。必要なのは上層部が失敗をおそれずに現場の意見・アイデアを尊重して挑戦を
促すことです」

こうした考え方から、マスヤの代表取締役社長でグループの代表でもある浜田吉司さんも現
場への細かな指示を出すことを敢えて避けているといいます。マスヤのSlackチャンネルに
は浜田さんもメンバーとして参加していますが、社員同士のやり取りに浜田さんがアドバイス
や指示を出すことは滅多になく、社員のアイデア・活動に対して絵文字で支持を表明したり、
応援をしたりすることにとどめているとのことです。

マスヤのSlack上には、企画中の商品に対して社員の誰もが自由に意見が言えるチャンネ
ルもあります。これは事業への参加意識・意欲を高めるための場。意見を言う側の心理的
安全性を高め、参加意欲を減退させないために、どのような意見も許容するというルールも
敷かれています。



4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例 4.　古い企業文化からの解放・ カスタマー事例

森さんによれば、 Slackによる情報共有は、経営者視点で現場の状況の「わかる化」にも有
効であるといいます。

「Slackを使ったコミュニケーションの履歴からは、現場の現状だけではなく、なぜそうした
状況になったかの文脈も併せて把握できます。これは状況に対する深い理解につながるも
のです」

たとえば、営業活動チャンネルは、営業メンバーから日々の顧客とのやり取りや結果がこま
めに投稿されており、このチャンネルから営業現場の状況をほぼリアルタイムで確認できて
いるそうです。「Slackをうまく使えば、現場の事実を適時的確に把握することができます」

仕事の成果や結果だけでなく、進捗状況が一次情報レベルで可視化されるので安心して現
場に裁量権を渡すことができるのです。

2 Slackによる情報共有で、
経営者視点で現場の状況の「わかる化」も促進

そこで同社は、いきなり社員の全員を対象に自律分権型への転換を進めるのは避け、営業
や製造など各部門・部署から、会社の次代の担い手になりうる社員を15人ほど選び、カ
ルチャー改革を始動させたといいます。このメンバーと浜田さん、森さんがSlackを使ってス
タートさせた業務情報のオープン化・共有化の試みが、周囲を巻き込みながら徐々に広がっ
ていき、相互信頼や自己開示というオープンカルチャーが形成されていったと、森さんはい
います。

「当社ではプロジェクトを立ち上げる際のチームのメンバーを意欲と熱意によって選ぶという
方針をとるようになりました。いまでは、ボトムアップのかたちで組織横断のプロジェクトがい
くつも立ち上がるようになっています」

もっとも、自律分権型組織への転換は「長い旅路をゆくようなもの」で、マスヤもまだその旅
路の途中とのこと。「理想は社員たちの人生の目標・価値観と日々の仕事が重なり合うよう
な組織を築くことです」。ちなみに、森さんは専務取締役として営業部門のトップを務めるが、
本社のある三重から遠く離れた横浜にある自宅で奥様と小さなお子さん2人と暮らしなが
ら執務にあたっている。「この1年間、コロナの影響で本社へ行けたのはたった4回。それ
でも大きな支障なくリモートで仕事ができたのは、Slackのおかげです」と締めくくりました。

Slack活用で着実に進む現場組織・個人の自律

マスヤでは従来、上司の指示に従って動くことが長らく「是」とされ、かつ、それによって成功
を積み上げてもきました。ゆえに、自律分権型組織を目指すという大きな方針転換に抵抗を
感じ、疑問の声を上げる社員も、森さんを含めて大勢いたようです。

Slackをうまく使えば、社長が見ていることを意識させずに事実を的確に
把握することができます



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




