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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
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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」

目次にもどる
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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
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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。

目次にもどる
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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。

3.　動きの遅い企業体質からの開放3.　動きの遅い企業体質からの開放

75%

25%



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」

3.　動きの遅い企業体質からの開放 3.　動きの遅い企業体質からの開放

「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） 

3.　動きの遅い企業体質からの開放 3.　動きの遅い企業体質からの開放

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。

目次にもどる

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
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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。

22



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

目次にもどる
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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。



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

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
15.2%

やや進んだ
36.7%

あてはまらない
15.0%

あまり
あてはまらない 
33.1%

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

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

目次にもどる

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




