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アナログワーク
からの解放
分散型ワークを支える
業務のデジタル化

5.



6

アナログな働き方から解放し デジタル化された
効率的な職場へ



分散型ワーク

似ているようで
全く違う

リモートワーク

分散型ワークを支える業務のデジタル化
アナログワークからの解放

リモートワークから脱却し、
分散型ワークへ移行すべき理由

平野 未来 氏
株式会社シナモン　
代表取締役社長CEO

5.　アナログワークからの解放 5.　アナログワークからの解放

・業務に関わるすべての情報や
  ツールがデジタル化され、
  オンラインで共有できている

・オフィスが主であり、
特別にリモートワークを認めますよ、
  というスタンス

・リモートワーカーは現場の同僚と
　同じコンテキスト、情報、社会的な機会に
  アクセスできない

・リモートワークへの大規模なシフトは、
  仕事に関するコンテクストの大きな損失

・自分がどこにいるかが
  パフォーマンスや参加の要因に
  なってはならない

リモートワークを働き方の標準として採用する企業が増え、社員全員がリモートで働
くことを前提にコミュニケーションと業務の在り方をどう最適化するかが大きなテーマ
になっています。課題解決のカギは、ともに働く人、業務、そしてツールをオンライン
上で密接につなげること。その実現に向けたヒントを、株式会社シナモンの代表取
締役社長CEO平野 未来さんに伺います。シナモンはAIベンチャー企業で、複数の
海外拠点との分散型ワークを基本としています。

リモートワークがうまく機能しない本当の理由

今日、日本企業の多くがリモートワークを採用しています。ただし、すべての企業がリモート
ワークによって生産性を上げられているわけではありません。なかには、オフィス勤務からリ
モートワークへの移行で生産性が落ちてしまい、オフィス勤務中心の働き方に戻そうとする
動きも散見されています。

平野さんによれば、出社しない働き方には「リモートワーク」と「分散型ワーク」の 2 種類の考
え方があり、似て非なるものだと言います。現在大半の企業で取り組んでいるリモートワーク
ですが、課題として大きく次の2つが挙げられます。
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企業の多くはリモートワークをコロナ禍対策として始動させました。そのため、働き方の基本
はあくまでもオフィスに集まって仕事をすることであり、リモートワークは出社できない場合の
オプションとしての導入に留めているのが一般的といえます。

「このように出社前提でリモートワークを採用している企業の場合、コミュニケーションスタイ
ルがリモートワーク用に最適化されていなかったり、出社しなければ完結できない業務が残
されていたりします。これではリモートワークの生産性を上げるのは難しいと言えるでしょう」
（平野さん）。

「例えば、出社前提の職場の場合、会議の際にオフィスにいる大多数のメンバーが会議室に
集まり、リモートで働く数人がWeb会議システムを通じて参加するといったことがよくありま
す。このとき、リモートからの参加者が、会議室にいるメンバー同士の対話や室内のホワイト
ボートを使った意見交換についていけなくなり、共有認知が十分に確立されないまま会議
が終了してしまうことが多いのです」（平野さん）。

理由

1 出社を前提にしている

リモートワークでは、組織の全員が共通の理解を持つ「共有認知」がなかなか確立されない
という課題があると平野さんは指摘します。

「対面で仕事をする環境では、飲み会、ランチ、移動時間などにおいて雑談や何気ない会話
の中で共有認知が自然に確立されます。同僚や上司が身近にいるので、業務を進める中で
分からないことに突き当たっても、すぐに質問をして答えを得ることができます。ところが、非
対面になるとちょっとした会話を行う機会が減り共有認知が確立されにくくなります。例え
ば、リーダーが『新しいことを始めましょう！』と声を上げても、組織の中に『新しいこと』に対す
る共通のイメージが確立されず、具体的に何を始めていいかが分からないといった状態に
陥るわけです」（平野さん）。

理由

2 「共有認知」の確立が難しい

また、出社前提の職場ではオフィスで働く人だけの間で共有認知が進み、リモートで働く人
が共有認知の輪から外れてしまうことも多いと平野さんは指摘します。平野さんによれば、
共有認知が確立されないと組織の生産性と心理的安全性が低下するといいます。

このような問題を発生させないようにするには、リモートワークの在り方をオンライン上です
べてのコミュニケーションと業務を完結させる「分散型ワーク」へと移行させる必要があると、
平野さんは説きます。

「リモートワーク」から、オンライン上ですべてのコミュニケーションと業務
を完結させる「分散型ワーク」へと移行させる必要がありました

分散型ワークを確立するための「業務のデジタル化」とは

分散型ワークは、働く全員が分散していることを前提にした働き方です。この働き方を確立
するうえでは、業務にかかわるすべての情報、コミュニケーション、そしてツールがデジタル化
され、オンラインで共有できることが必須になると平野さんは説明します。こうした分散型
ワークの環境には多くの効果が期待できます。

分散型ワークの環境には、共有認知が旧来の職場以上に確立されやすくなる可能性があり
ます。理由は、オンラインでのコミュニケーションは、距離や時差を超えて複数の相手と簡
単につながれるからです。とりわけ「Zoom」などのWeb会議システムや「Slack」などを使っ
た対話は、オフラインでの対話よりも手軽であり、共有認知が確立しやすくなると平野さんは
提言します。

メリット

1 コミュニケーションの接点が増え、
場所に関わらず共有認知が確立しやすくなる



コミュニケーションツールの活用によって
アナログ作業の自動化が進んだ

「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）」

進んだ
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メリット

2 業務の無駄が省け、人の能力が最大限に活かせる

「当社（シナモンAI）でもZoomとSlack、Boxで社内外の情報共有を行っています。対面
で社外ミーティングを設定するのは移動時間も加味すると負荷が高いですが、オンラインで
あれば1回の会議を30分とし、その分頻度を高くすることもできます。適切なツールを使う
ことで、コミュニケーションの頻度と質はむしろ高められます」

また、Slackのような同期、非同期双方向で活用できるデジタル上の場所にコミュニケーショ
ンと情報を集中させることで、働く場所を問わず必要な情報をスピーディに検索することが
可能になり、人員の間で知っている情報に差異・格差が生じることも防げます。

分散型ワークで世界の才能を差異化の源泉に

分散型ワークは、社員の働く場所に地理的な制約がありません。ゆえに自社に足りていない
人材・才能をグローバルな規模で集められるというメリットも生まれます。

実際、シナモンAIでは、本拠を東京に置きながら、ベトナムのハノイとホーチミン、そして台
北にそれぞれ拠点を置き、各地域の優れた人材との分散型ワークによって事業を運営して
いるといいます。

「日本のAIリサーチャーは全体で400人程度と非常に少なく*2、通常であれば当社のよう
なスタートアップが雇用できるリサーチャーは2～ 3人程度でしょう。ところが当社にはすで
に約100名のAIリサーチャーが在籍し、そのことが差異化の原動力になっています。その
差異化を生む源（みなもと）が分散型ワークであり、分散型ワークを実現するSlackなどの
ツールであるということです」

平野さんによれば、言語の壁を超えた分散型ワークは、コミュニケーションコストが高くつく
といいます。それでも優れた才能が獲得できる経営メリットは大きく、より大きなビジョンの
追求も可能になると平野さんは指摘します。しかも、コミュニケーションコストも自動翻訳と
いったテクノロジーの進化によって解決へと向かいつつあると平野さんは付け加えます。

部門・部署ごとに使う業務サービスやアプリケーションをSlackに連携
させて、関係者が即座に対処できる体制が整えられています。
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アナログな業務をデジタル化することで、紙の
印刷・配布・回覧・押印、紙からのデータ
の転記、承認・申請作業など、付加価値創
出とは基本的に関係のない仕事や、それらを
処理するための出社といった無駄が大きく減
らせます。また、AI（人工知能）やBotなどの
活用でデータ処理・分析能力を拡張し、人を
増やさずにコア業務のキャパシティを増強す
ることが可能になると平野さんは語ります。

私たちの日々の業務の中では、タスク管理、
経費精算、ファイル管理、アナリティクスなど、
多くのツールを使います。SlackのようにAPI
を通じて数多くの（Slackの場合は2,400種
以上）業務アプリケーションと連携でき情報を一元化できるプラットフォームを使えば、日々
の業務で頻繁に使うツールが一箇所にまとまります。連携することで、Slackが仕事の基盤
となり、情報の受け取りのために複数の外部ツールを行ったり来たりする必要がなくなりま
す。必要な情報はSlackを通じて検索したり、Slack上で様々な業務を完結させることがで
きるようになります。

実際にビジネスパーソンの2人に1以上が「コミュニケーションツールの活用によってアナロ
グ作業の自動化が進んだ」というデータもあります *１。

シナモンAIでも部門・部署ごとに使う業務サービスやアプリケーションをSlackに連携さ
せて、リモートで行われているすべての業務のアラートがSlackに飛び、関係者が即座に承
認・対処できる体制が整えられています。



5.　アナログワークからの解放

すべてがデジタル化された「はたらく場所」を通じて組織の共有認知を深めて、地理的制約
を超えた人材採用が企業の成長・発展の力へと転換していく──。この経営手法は、労
働人口の減少に歯止めがかからず、人材不足が年々深刻化する日本の企業にとって早急に
採用を検討すべきことと言えそうです。

*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） 
*2 株式会社シナモン AI による試算



業務のデジタル化を支える２ つの要素

5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例 5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例

分散された働き方が主流となる中で、働きやすい環境を作るため必要なものは何でしょう
か。長谷川さんは、2つの要素があると語ります。

「1つは、社員同士が分散した働き方を認める文化の醸成です。在宅勤務規定などが制度
として整備されていても、それを使いこなす文化がないと意味がありません。『リモート＝サ
ボっている』『会社とは9～ 17時に出勤して働くものだ』と凝り固まった考え方を持っている
人がいると、分散して働きたい人も、堂 と々その権利を行使することができなくなります。そう
いう考え方を変えて、アウトプットベース、ミッションベースの働き方を認める文化を浸透する
ことが必要です」

そしてもう1つの要素が、対面でなくても滞りなく業務が進められるデジタル環境を整えるこ
とです。「仮に文化が整ったとしても、ツールが古いままでは、分散環境で働くのは無理です」
企業のデジタル環境というと、会計システムや経費精算システムなどを思い浮かべるかもし
れませんが、コミュニケーションの基盤こそが重要だと、長谷川さんは言います。

「今の業務アプリケーションは『ザ・登録システム』でしかありません。社員は、さまざまな社
内外のコミュニケーションの結果、それらのシステムに登録したり、結果を出力したりしてい
るに過ぎません。本来は、社員が毎日ほとんどの時間を割いているコミュニケーションをデ
ジタルで効率化することが必要なのです」

長谷川さんは、本来はコミュニケーションのインフラがプラットフォームとして整備され、その
上に業務アプリケーションが載っている状態が正しい企業の情報システムで、分散型の働き
方にも対応できる「デジタルワークプレイス」だと語ります。

コープさっぽろのあらゆるコミュニケーションと
社内業務ツールをSlackが「集中管理」する世界

長谷川 秀樹 様
CIO

生活協同組合
コープさっぽろ

多くの企業では週に2、3回の出勤とリモート出社と両立した働き方が主流になって
います。ただビジネス側のDXがメインに進んでいて、業務のデジタル化がおろそか
になっていることから分散型ワークの実現が困難になっている企業も少なくありませ
ん。社内システムを見直し生産性の向上を目指すために何ができるのか？Slackをコ
ミュニケーションや業務に必要なツールが繋がるデジタルな「はたらく場所」として活
用しているコープさっぽろのCIO・長谷川秀樹さんにお話を聞きました。



Slackを絡めた「三相コミュニケーション」で
仕事が加速する

5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例 5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例

長谷川さんは、ビジネスにおけるコミュニケーションは、口頭だけの一相のコミュニケーショ
ンから、デジタルツールの活用によって「三相のコミュニケーション」に進化すると説明します。
三相とは、
（1）Zoomなどのビデオ会議システムで話している言葉
（2）話している内容を画面共有しながら、Google Workspaceなどでリアルタイムで文字化
（3）Slackなどを使い、会議中や前後で情報共有やディスカッションを行う
の3つのチャンネルを平行して走らせることを指します。
こうすることで、全て文字として記録し、会議後に「言った言わない」の問題を発生させませ
ん。また、議事録も承認も、その場で完結します。さらに、ビデオ会議では発言する人が1人
ずつに限られますが、聞いている人の間でもSlackなどを使って、議事と並行して意見を交
わすことができます。

チャンネルが会議室！？
コープさっぽろのデジタルな働く場所

Slackは、チャンネルという『部屋』を自由に作ることができるのがとても
よいと思います。デジタル上に、社内メンバーが「見える」空間・場所があ
るような感覚です。

コープさっぽろでは、 Slackを全社導入して以来、仕事に必要な情報の共有が一気に加速
したと長谷川さんは言います。「Slackは、チャンネルという『部屋』を自由に作ることができ
るのがとてもよいと思います。デジタル上に、社内メンバーが「見える」空間・場所があるよ
うな感覚です。例えば、当社には役員が集まるチャンネルもありますが、私がそこに思ってい
ることを書き込むと、その反応がすぐに返ってきて、議論が始まります。部屋ごとに話したいト
ピックを選びながら、複数の議論を並列に進めることができます」

コープさっぽろのSlack上には、すでにさまざまなチャンネルが
「部屋」として設定されていて、自由に出入りすることができます。
これが、デジタルワークプレイスの本質だと長谷川さんは説明し
ます。

「新しく議論の場に入ってきた人に対して、メールやダイレクト
メッセージで経緯を伝えるのは大変です。それに、教えてもらう
ほうも話の流れを正確につかむことはできません。一方Slack 
では、新しくチャンネルに参加しても、過去の投稿や添付ファイ
ルを見れば議論の流れを理解することができます。連絡手段が
メール中心だった場合と比べて、ここが、Slackの大きな違いだ
と思います」

一相コミュニケーション 三相コミュニケーション

口頭のみ

#account-ABC社

先方がディスカウント依頼する前に、
社内で承認取りましょう

A さん

@Cさん　ABC 社との会議を行っています。
やはり先日相談した価格で承認もらえますか？」

B さん

承認します
B さん

1

議事録
ABC 社との営業会議

サトウ本部長
導入に興味あり
タイミング：9 月上旬
役員が価格に対して懸念あり

Zoom

Zoomなどのビデオ会議
システムで話している言葉

Google Workspace

話している内容を画面共有
しながら、
Google Workspace
などでリアルタイムで文字化

Slack

Slack などを使い、
会議中や前後で情報共有や
ディスカッションを行う



「例えば営業部員が顧客と商談しているとします。従来のアナログ営業では、口頭で話して
いただけなので、認識に相違があるまま話が進んでいき、最後に『聞いていない』『言ってな
い』『提案内容がずれている』ということが頻発していました。デジタル上で行う商談では、こ
れが劇的に変わります。言葉でコミュニケーションしながら、その内容を全て、共有した画面
上に書き込んでいくのです。話をしながら『それは、こういうことですよね…』と文字で確認し
ていくと、認識のずれをすぐに指摘できますし、いい加減なことは言えなくなります。結果的
に互いにミスリードすることがなくなります」

社外だけでなく、社内の会議や意思決定のプロセスも大きく変わると、長谷川さんは言いま
す。これまでの会議は、誰かが一方的に説明して、他の人はみんな黙って聞くスタイルで、会
議中にパソコンをいじっていると「内職するな」と怒られました。ですがデジタルで進める会
議は違います。

「音声だけでなく、資料の共有、チャットのやりとりなど複数の経路で情報をリアルタイムに
やりとりして、議論を深めることができます。会議の参加者は、共有している資料に自由にコ
メントを入れ、疑問点は、会議中に並行してSlackで他の人に質問もできます」

実際に会議の場では、以下のように活用しています。

「コープさっぽろの投資判断の会議で、私がある投資案件を諮るため説明しているとしましょ
う。説明中に、参加している幹部がどんどん『承認』『いいのでは』と議事録に直接コメントを
入れてきます。もし補足の説明資料を見たい人がいれば、そのリンクをSlackで送ればすぐ
に確認できます。参加者全員がOKであれば、その案件は投資承認となり、すぐに実行され
ます。改めて社内に稟議書を回すようなことは必要ありません。非対面であっても、それぐら
いのスピード感をもって仕事を進めることができるのです」

5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例 5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例

対人、そしてシステムとのコミュニケーションの
フロントがSlackになる「AIアシスタント」

コープさっぽろのデジタルワークプレイスは、この先どのように発展していくのでしょうか。長
谷川さんは「Slackの AIアシスタント化」を進めたいと考えています。

「Slackと会話しているだけで、仕事が進んでいく仕組みを考えています。ポイントは、職員
が問い合わせるのでなく、Slack側から問いかけるような仕事のスタイルを、システムで実現
することです」

AIアシスタントを使えば、例えば、経費精算のプロセスは次のように変わるといいます。

「交際費をクレジットカードで決済した人に、その翌日、経費システムと連動したSlackのボッ
トから『この会食の相手を教えてください』というメッセージが届きます。担当者はそれに答え
るだけで、経費精算が完了します。自分で経費精算の伝票を起票する必要がなくなるのです」

Slackがまさにアシスタントとなって、面倒な業務の窓口を担ってくれる。それが、長谷川さん
の目指すデジタルな働き方の進化形です。

「覚えていないといけないのでは、人に負担がかかります。Slack から問いかけてくることが
重要です。例えば営業の人なら、Slackが『A商事のBさんのところに見積もりを出してから 
3 週間経っています。そろそろ確認した方がいいですよ』と、Slack側から問い合わせてくれ
る仕組みを作ろうと考えています」

Slackと会話しているだけで、仕事が進んでいく仕組みを考えています。
ポイントは、職員が問い合わせるのでなく、Slack側から
問いかけるような仕事のスタイルを、システムで実現することです。
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「今までの定型業務は、経費精算も勤怠管理も会計システムも、別々にログインして、それぞ
れのUIに合わせて操作しなければいけませんでした。しかし、社員は決していろいろなシス
テムに触りたいわけではありません。そこで、これらのフロント部分を、全てAIアシスタント化
したSlackに集めることを考えています。コミュニケーションの後ろに、各業務システムが隠
れていて、情報が入っていくイメージです。そうすれば、バックのシステムは別 で々も、社員が
操作を覚える必要がなくなり、全て対話形式で業務を進めることができるようになります」

社員間、社外、そしてシステムとのコミュニケーションをSlackでスピーディに進めていく。そ
んな仕事のイメージを、コープさっぽろでは描こうとしています。

5.　アナログワークからの解放 ・ カスタマー事例

長谷川さんのリーダーシップのもと、デジタルワークプレイスによる多相のコミュニケーション
と、将来的には、 AIアシスタントによる仕事の自動化によって、コープさっぽろのDXはこれ
からも進展していくでしょう。



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




