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拠点や社員数の増加による
情報格差を Slack で
解消した石屋製菓
「Slack はなくてはならないコミュニケーションインフラです。
  もう Slack 以前の環境には戻れません」

石屋製菓株式会社
経営管理部情報システム室 主任
平野 光一郎 氏

2022 年に創業 75 年を迎える石屋製菓株式会社では、「しあわ
せをつくるお菓子」を企業理念に、看板商品の「白い恋人」を
はじめとする高級洋菓子の製造・販売のほか、北海道観光で人
気の「白い恋人パーク」や「イシヤカフェ」の運営を行ってい
ます。

これまで 1 拠点で事業を展開していた同社ですが、2017 年ご
ろより道内外に新しい拠点を増設し、従業員数も急速に増加し
ます。これにより、拠点間のコミュニケーションや、情報共有
の難しさが課題となりました。そんなとき、基幹システムの刷
新プロジェクトに Slack を活用したことがきっかけとなり、従
業員が部門の壁を超えて、効率的にコミュニケーションができ
る基盤として Slack を社内に浸透させることを決定します。経
営管理部情報システム室 平野 光一郎さんと、人事部人事課の
福田 和也さん、同課 松橋 宏和さんに、Slack の導入プロセス
や活用状況を伺いました。

する必要性を感じていきます。

当時、石屋製菓における社内外のコミュニケーションはメール
が中心で、宛先の確認や文面の調整に時間や労力が割かれてい
ました。また、有益な情報発信であっても、メールでは受信し
た人に共有範囲が限られてしまい、全社の情報の蓄積には繋が
りにくい状況でした。そのため、拠点や部署によって情報にば
らつきがあり、それによって非効率な業務も発生していました。

人事労務を担当する福田さんが当時困っていたのが勤怠に関す
る問い合わせでした。「勤怠処理について周知が徹底されてお
らず、情報確認や不備による差し戻し対応がかなり多く発生し
ていました。自分が長期休暇をとった後にはメールが 300 件近
く溜まっており、それらを処理するだけで半日かかることもあ
りました」

こうした状況を打破すべく、平野さんは上司と共に、コミュニ
ケーションの基盤となるシステムの検討を開始します。様々な
ツールを試し、まずは情報システム室内で Slack を利用してい
くことに決定しました。

「Slack は UI がシンプルで誰でも使いやすいため、気軽に招待
しやすく、社内で展開しやすいのではないかと考えました。ま
た、メールのわずらわしさを解消するだけではなく、Google 
スプレッドシートなど外部サービスとの連携によって、業務効
率化の推進も期待できそうだと感じました」とその理由につい
て平野さんは話します。

北海道産の良質な原材料を使った洋菓子が人気の石屋製菓は、
地元北海道だけでなく、土産物や贈り物として道外の顧客から
も愛される老舗です。2017 年からは北広島市の新工場や北海
道外の営業所を新設し、それに伴って従業員数も増加していま
した。

規模の拡大によって情報共有にタイムラグや格差が生まれてい
ると感じた平野さんは、コミュニケーションのインフラを整備

急激な拠点拡大で顕在化した
情報共有の課題
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同社で Slack が社内全体に浸透する大きなきっかけとなったの
が、基幹システムの刷新プロジェクトです。このプロジェクトは、
製造部門や品質管理部門、購買部門などの製造過程に関わる全部
門が参画する大規模なものでしたが、そこで行われる部門間での
情報共有や、進捗報告に Slack を利用したのです。

平野さんは「メールを使ってのやりとりとは違い、Slack はチャ
ンネルを設置して関係者を招待できるので、毎回送信者を確認す
る必要がありません。また、プロジェクトメンバーの追加や変更
があっても、Slack なら新しいメンバーをチャンネルに追加する
だけで経緯が共有できます。Slack がなかったら、プロジェクト
の進行はこれほどスムーズには進みませんでした」とプロジェク
トにおける Slack の貢献を強調します。

このプロジェクトを経て、 Slack の利用者が同社の約半数に及ぶ 
300 名を超えたことから、平野さんは同社社長 石水氏に Slack 
が業務にもたらす有用性を主張し、無事全社導入が決定します。

石屋製菓では、Slack を使って、従業員それぞれが自らの業務
改善に繋がる取り組みを実施しているといいます。

人事部では、勤怠に関するやりとりを Slack 上で構築した仕組
みに移行させました。これまでは勤怠変更の依頼はメールで受
信していたため、確認が追いつかずシステムへの変更反映が事
後になってしまうことも多かったそうです。福田さんは「当社
はシフト勤務のため、休みやシフト、出社時間の変更が頻繁に
起こります。 Slack を活用し、勤怠変更専用のチャンネルを設
けたことで、埋もれた情報を探す必要がなくなり対応が迅速に
行えるようになりました」と変化について話します。
また、勤怠の締め作業では大きな時間削減効果が見られていま
す。「従来は紙の資料を突き合わせ、 6 人体制でも 1 週間毎日遅
くまで残業をすることで終わらせていた作業が、Slack のワー

Slack の本格導入に当たって、平野さんはオープンなコミュニ
ケーションであることを最も大切にしたといいます。「従業員
が自由に必要な情報にアクセスし、気軽に情報共有できるよう
な環境が重要だと考え、プライベートチャンネルの作成は機密
情報を取り扱うグループの管理者のみに制限するという基本ガ
イドラインを設けました」

結果として、社内行事の写真やちょっとした雑談が Slack 上に
投稿され、拠点や部署を超えた何気ない交流が生まれています。
最近では、社長をはじめとした経営層の情報共有も促進され、
役職や部門を超えた全社的なコミュニケーションが活発化し、

部門横断プロジェクトでの
活用を経て Slack は全社に拡大

作業時間が 1/10 に削減できた業務も！
各部門での Slack 活用

組織に欠かせないコミュニケーションイン
フラとして、コラボレーションを促進

「Slack がなかったら、プロジェクトの進行はこれほ
どスムーズには進みませんでした」 「口頭や文面で使い方を説明するのは大変ですが、ク

リップ機能を使えば見本を動画で共有することがで
き、視覚的に理解してもらうことができます」

石屋製菓株式会社
経営管理部情報システム室 主任
平野 光一郎 氏

石屋製菓株式会社
経営管理部情報システム室 主任
平野 光一郎 氏

クフローを活用することで、以前の 1/10 程度まで省力化でき
ています」（福田さん）

そこから、平野さんは情報システム室内だけではなく、他部署
とのやりとりでも Slack を使うことで、少しずつ社内の利用者
を拡大していきます。

情報システム室では、クリップ機能を活用して問い合わせに対
して動画で対応しています。「よく、IT 関係の問い合わせで『シ
ステムの使い方がわからない』『アクセスができない』といっ
たものがあります。知識の前提も人によって違うため口頭や文
面で使い方を説明するのは大変ですが、クリップ機能を使えば
見本を動画で共有することができ、視覚的に理解してもらうこ
とができます」と平野さんはクリップ機能のメリットを話しま
す。

松橋さんはリモートワークにおけるコミュニケーションに 
Slack のハドルミーティングを活用しているそうです。「社用携
帯を持っていない人もいるので、ちょっと話したいときにはハ
ドルミーティングでサッと話すことが多いです。別アプリを立
ち上げたり会議の設定をしなくても良いので、カジュアルな相
談にちょうどいいですね」
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組織としての一体感も醸成されています。

今後の活用の展望について、松橋さんは次のように話します。
「人事部では、入社前の疑問解消や、会社の雰囲気を感じても
らうことができる場として、内定者とのコミュニケーションを 
Slack 上で行うことを計画しています。他にも、今後導入する 
e ラーニングシステムについての案内や問い合わせも Slack を
使って推進していきたいと考えています」

また、平野さんも「Google Workspace をはじめとする外部
アプリとの連携など、Slack をハブにした便利な活用方法をもっ
と社内に周知し、業務効率化の底上げを図っていきたいと思っ
ています。また、定常的にやりとりのあるパートナーやお客様
とは、より積極的に Slack コネクトを利用して効率的にプロジェ
クトを進めていきたいです」と社内外の利用拡大について語り
ます。

現在、石屋製菓では Slack はコミュニケーションインフラとし
て、業務を進めるにあたって欠かせない存在になっています。
拠点や部署を超えたコラボレーションによって、石屋製菓の更
なるビジネス展開の加速が期待されます。
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営業チームをひとつにまとめる
CTC の Slack 活用法

「営業・SE 担当者が 1 つのチャンネルに所属し、よいサイクルの
  コミュニケーションが実現しています。そのことが、お客さまへの
   対応のレスポンスや品質の向上につながっていると感じています」

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
通信キャリアビジネス営業第 1 部 営業第 1 課 主任
坂口 勇磨 氏

自社ブランドで展開するクラウドサービスや、高度な技術を
ベースにしたインテグレーションサービスなどを提供。IT の
トータルソリューションプロバイダーとして、企業のデジタル
戦略を力強くサポートしている伊藤忠テクノソリューションズ
株式会社（CTC）。同社では、以前からビジネスチャットツール
を業務に取り入れていましたが、既存のツールでのグループの
乱立や、投稿の見落とし、検索機能の不足などに課題を抱えて
おり、リモートワークの拡大に伴い、営業チームのコミュニケー
ションが希薄になってしまっていることに大きな危機感を感じ
ていました。

そこで、営業チームのコミュニケーションをリモート上であっ
ても活性化し、個人商店化しつつあった営業組織を再び 1 つの
チームにまとめるため、2019 年から 導入していた Slack に情
報を集約、全社での本格運用を開始しました。その結果、社内
はもちろんお客さまとのコミュニケーションにも Slack を利用
し、非同期でも手軽な会話ができる場として活用しています。

Slack の積極的な活用で営業のチーム力強化に成功しているそ
の活用方法を、通信キャリアビジネス営業第 1 部 営業第 1 課 
主任の坂口 勇磨さんに伺いました。

クトに挑み、その多くを成功に導いています。

その中でも、営業チームはお客さまのビジネスと直面している
課題を理解し、社内外のリソースとマッチングさせて、最適な
組み合わせによる解決策を提案することで、CTC の培った技術
力や知見を提供するための橋渡しとなる重要な役割を担ってい
ます。

しかし、近年、同社の営業チームは課題に直面していました。

1 つはリモートワークの普及によるコミュニケーションの変化
です。「以前はオフィスで顔を合わせるのが当たり前の日常でし
たが、状況が大きく変わったことで、各営業担当者のつながり
は希薄になり個人商店化が進行。情報を共有して互いにサポー
トしたり、知見を共有し合ったりするのが難しい環境になりま
した。上司や先輩から部下、後輩へと自然に受け継がれていた
営業スキルや IT 知識がうまく受け継がれず、タスクの整理や管
理も煩雑になるなど、様々な課題が顕在化していました」と坂
口さんは振り返ります。

また、働き方はオフィス中心からリモートワークに移行したも
のの、上長への申請や資料作成のやり方は以前のまま。事務処
理のナレッジ化や簡素化が進んでおらず、SE のリソース不足や
孤立化による IT リテラシーの低下など、営業部門内だけでも非
効率なプロセスが数多く生じていました。

そこで、CTC での仕事の中心となるツールを Slack へと移行し、
業務の自動化やコミュニケーションの仕組みを整えることで、
事態は大きく好転しました。

2022 年に創立 50 年を迎えた CTC。IT の発展と共に歩んでき
た同社は「明日を変える IT の可能性に挑み、夢のある豊かな社
会の実現に貢献する」というミッションのもと、様々なプロジェ

リモートワークで関係が希薄に。
コミュニケーションを Slack に一元化
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「リモート下で直接的な会話の機会を持つことが難し  
 くなっていましたが、Slack の DM やチャット感覚の
  やりとりによって、お客さまとの気軽な会話が復活
  しています」

「SE のような開発人材でなくても、業務効率化のプロ
セスを簡単に作成できることは、Slack ワークフロー
ビルダーの大きな魅力です」

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
通信キャリアビジネス営業第 1 部 営業第 1 課 主任
坂口 勇磨 氏

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
通信キャリアビジネス営業第 1 部 営業第 1 課 主任
坂口 勇磨 氏

Slack の本格導入後、営業チームでは、まず日常的に連携する
業務の多い SE チームとのコミュニケーションを Slack の 1 つ
のチャンネルにまとめて、それまで個別に点在していた情報を 
1 カ所に集めるようにしました。その上で、各案件の投稿方法
にルールを設けて統一化し、スレッドやメンションの活用やリ
マインダーを使った通知で投稿が流れるのを防いだり、テキス
トだけのやりとりではなく、絵文字でのリアクションを効果的
に使用し、コミュニケーションの活性化を図るようにしました。

これにより、チーム全体での情報共有や相互的なサポートを行
い、ノウハウを蓄積して活用していける体制が整い、営業チー
ムが強化。「現在では約 60 名の営業・SE 担当者が 1 つのチャ
ンネルに所属し、よいサイクルのコミュニケーションが実現し
ています。そのことがお客さまへの対応のレスポンスや品質の
向上につながっていると感じています」と、坂口さんは話しま
す。

さらに同社では、お客さまとのコミュニケーションにも Slack 
を活用。社外のチームと安全にコミュニケーションを行える 
Slack コネクトを使って、お客さまごと、プロジェクトごとの
チャンネルを立ち上げています。「以前は、お客さまを訪問し
た際に立ち話をしながら新サービスを手軽に紹介したり、メー
ルでは得られない情報を共有いただいたりしていました。コロ
ナ禍以降のリモート下でそうした直接的な会話の機会を持つこ
とが難しくなっていましたが、Slack の DM やチャット感覚の
やりとりによって、お客さまとの気軽な会話が復活しています」
と坂口さんは続けます。

Slack をプラットフォームとした業務改善により、CTC での 
Slack のアクティブユーザー数は右肩上がりに上昇。中でも営
業チームのチャンネルでは、全社的にも上位のメッセージ数を
誇る、活発なやりとりが行われています。Slack 移行以前での
課題も大きく改善され、オープンなコミュニケーションで周囲
との繋がりが深まったことで、1 番の懸念事項となっていた営
業の個人商店化も大幅に解消されたと言います。

「Slack を使った取り組みを通じて各メンバーの業務効率化に対
する意識が上がり、ミーティングで改善案を話し合う機会が増
えるなど、副次効果も生まれています」（坂口さん）

今後も同社は Slack を積極的に活用して、コミュニケーション
や働き方の改革を促進。Slack を業務の中心に据えるために親
和性の高い Salesforce や Google Workspace などに既存シス
テムをリプレースすることも検討しています。

「Slack とのシステム連携を高めることで、長時間労働をなくし、
組織を超えたコラボレーションによる新ビジネスの創出などを
実現していきたいと考えています」と坂口さん。多くの企業
と Slack 活用に関する知見を共有しながら向上を図れることも 
Slack のメリットにあげながら、CTC の目指すコラボレーショ
ンのさらなる発展に向けた意気込みを語りました。

コミュニケーションの向上だけでなく、同社は Slack を使った
業務改善も行っています。

「Slackbot を使って、新入社員や新しい営業アシスタント向け
の『新入社員歓迎ボット』を作成。配属時には歓迎メッセージ
と併せて、PC のセットアップ方法、見てほしい営業マニュアル、
参加して欲しいチャンネルなどが自動的に送信されます。Slack 

営業とシステム部門がつながり、
社内外のやりとりがスムーズに

コラボレーションを加速して
新ビジネスの創出へ

Slack によるワークフローの自動化で
業務効率が向上

内で新人が自ら学習できる環境を整えることで、入社直後の手
持ち無沙汰をなくし、早期戦力化につなげています」と坂口さ
んは紹介します。

また、Slack ワークフロービルダーを活用して、営業事務の定
型化も推進しました。社内ルールが反映されたワークフローを
整備して申請時の行き違いや抜け漏れを削減したり、人によっ
て伝え方が異なっていた営業アシスタントへの作業依頼を専用
フォームに統一するなど、事務的な処理をわかりやすくするこ
とで、手戻りやムダの少ない効率的な業務を実現しています。

各ワークフローは営業である坂口さんが自身で作成。「SE のよ
うな開発人材でなくても、業務効率化のプロセスを簡単に作成
できることは、Slack ワークフロービルダーの大きな魅力です」
と坂口さんは言います。
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「Slack を使った取り組みを通じて各メンバーの業務効
 率化に対する意識が上がり、ミーティングなどで改   
善案を話し合う機会が増えるなど、副次効果も生まれ
ています」

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
通信キャリアビジネス営業第 1 部 営業第 1 課 主任
坂口 勇磨 氏
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全社へ広がる Slack で新たな
価値創出を目指すオイシックス
・ラ・大地
「従来の対面コミュニケーションを重視する文化に、Slack による
非同期コミュニケーションを取り入れたことで、世の中の変化に素
早く対応できるようになりました」

オイシックス・ラ・大地株式会社
システム本部 システム基盤部 グループ IT 企画セクション
村田 龍星 氏

国内外で複数の食品宅配ブランドを展開するオイシックス・ラ・
大地。ミッションである「食に関する社会課題をビジネスの手
法で解決する」のもと、食品の提供だけでなく、食品ロスの削
減や農家支援、困窮家庭への食料支援といった活動にも積極的
に取り組んでいます。

これまで同社のコミュニケーションは対面を重視したものでし
たが、コロナ禍によってリモートワークを余儀なくされます。
従来どおりのコミュニケーションができない状況を打破するべ
く、Slack の導入範囲を拡大することを決定。その結果、柔軟
かつ迅速な意思決定をより加速することができました。Slack 
導入を担当した、オイシックス・ラ・大地株式会社 システム本
部 システム基盤部の村田 龍星さんに、その変革の軌跡につい
て伺いました。

るだけで、全社統一のコミュニケーション基盤は導入されてい
ない状況でした。村田さんは「Slack にポストされた内容をメー
ルとグループチャットに送信したり、メールで共有された重要
事項を、Slack やチャットに投稿するなど、『伝言ゲーム』のよ
うな情報伝達が日常的に行われていました」と当時を振り返り
ます。

ところが、新型コロナウイルスの流行でこの状況が一変。オフィ
スへの出勤が制限され、多くの社員が行ってきた Meet & Talk 
の実施が難しくなったことで、リモートワーク下でも充実した
コミュニケーションを維持できる環境の整備が急務となりまし
た。そこで勤務場所にとらわれない非同期コミュニケーション
を定着させるべく、これまで Slack を日常的に活用していたメ
ンバーが中心となり、Slack の導入拡大が推し進められること
になりました。

Oisix、大地を守る会、らでぃっしゅぼーやなど、食品宅配のサ
ブスクリプション事業を展開するオイシックス・ラ・大地。同
社では「Meet & Talk」と呼ばれる対面かつ同期的なコミュニ
ケーションの推奨により、社内の至る所で 1 対 1 や少人数のグ
ループによる対話が頻繁に行われ、プロジェクトの立ち上げや
スムーズな進行に欠かせない文化となっていました。

一方でデジタルツールによるコミュニケーションは、メール、
グループチャットを用いたやりとりが乱立し、Slack について
はエンジニアやデザイナーなど、一部のメンバーが利用してい

Slack をコミュニケーションの基盤としたことをきっかけに、
同社のプロジェクトの要となっていた Meet & Talk の文化は、
Remote & Talk という新しい文化へと次第に進化していきまし
た。

村田さんは Slack がもたらした変化について次のように語りま
す。「それまでは会議の議事録を送るまで、参加者以外のメン
バーには情報共有ができない状況でした。しかし Slack で議論
を進行すれば、いつでもどのメンバーでも、自主的に情報を

対面・同期を重視する
コミュニケーションがコロナ禍で一変 Slack によるスピーディな

コミュニケーションで実現した変革
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「メールやチャットでは、複数のディスカッションを同
時進行すると煩雑になりますが、Slack のスレッドを
用いたコミュニケーションなら、会話の履歴が散乱し
ないため、複数の議論でも混乱なく同時進行できます」

オイシックス・ラ・大地株式会社
システム本部 システム基盤部 グループ IT 企画セクション
村田 龍星 氏

Slack を使った非同期コミュニケーションにより業務プロセス
が高速化した主な要因は、その特徴的な機能である「パブリッ
クチャンネル」「スレッド」「絵文字」の 3 つにあると村田さん
は分析しています。

「パブリックチャンネルは、Slack 特有のユニークな機能です。
誰でもアクセス可能な環境に関係者を巻き込んで議論できる場
をすぐ作成できることで、プロジェクト進行のスピードが上が
りました」と村田さんは評価しています。チャンネルはいつで
も手軽に作成でき、必要なメンバーを集めてすぐに議論がはじ
められるうえ、検索も簡単です。対面しなくてもディスカッショ
ンを進めることができるので、定例会議のために関係者の予定
を聞き、会議室を予約するといった面倒な調整も不要になりま
した。

また、子どもの送り迎えなど、家庭の事情で業務時間が変則的
にならざるを得ないメンバーにとっても、空いた時間に必要な
チャンネルを確認すればすぐにチームメンバーとのコミュニ
ケーションを再開できるようになりました。時間の制約による
パフォーマンスへの影響が軽減され、チーム力の全体的な底上
げにもつながっています。

次に「スレッド」の利点は、チャンネル内で複数の議論を同時

Slack でさまざまな業務改善を実現し、成果を上げているオイ
シックス・ラ・大地ですが、グループ会社全体を見渡すと、メー
ルやチャットがコミュニケーションの中心にある部門もまだ
存在しています。そこで、2021 年 1 月から Slack Enterprise 
Grid へのプラン変更を実施し、セキュリティ強化や利便性の向
上を図りました。今後は、Slack 浸透のためのプロジェクトチー
ム発足といった計画を推進し、グループ全体で非同期コミュニ
ケーションのさらなる促進を図っていくそうです。

多くの人がより良い食生活を楽しめる環境を作り、良い食を作
る生産者を支援することで、持続可能な社会を目指すオイシッ
クス・ラ・大地。村田さんはこれからの展望について次のよう
に述べました。

「Slack を活用した非同期コミュニケーションの有用性はもはや
疑う余地がありません。食に関する社会問題を解決するという

ベネフィットをもたらした 
Slack の 3 つの機能

非同期コミュニケーションの促進で
さらなる価値の提供へ

に進められることだと村田さんは言います。社内システムに関
するチャンネルに投稿される「共有フォルダ接続の不具合」「新
たに購入する PC の構成について」といったさまざまな問い合
わせに対しても、スレッド機能で各投稿に紐付けた回答ができ
るため、質問ごとに内容を整理でき、同時進行での対応が行い
やすくなりました。

「メールやチャットでは、複数の議論を同時進行すると煩雑にな
りますが、Slack のスレッドを用いたコミュニケーションなら、
会話の履歴が散乱しないため、複数の議論でも混乱なく同時進
行できます」（村田さん）

そして Slack の絵文字は、投稿に対するハードルが低く、手軽
にアクションできる機能として広く社内に定着しています。村
田さんは「堅苦しいやりとりばかりでは疲れてしまうので、息
抜きのような投稿に絵文字で気軽に反応することも、Slack の
浸透につながります。もちろん息抜きだけでなく、承認や非承
認といったビジネス上の意思表示にも効率よく利用できます。
また、オリジナルの絵文字を作るなど、楽しみながらミッショ
ン達成に向かっていけるのも、Slack だからできる大きな魅力
だと考えています」と語りました。

キャッチアップでき、途中から参加したメンバーも、履歴をた
どれば経緯が容易に確認できます」

Slack によって非同期コミュニケーションが促進されたことで、
時間や場所の制約もなく同時に複数のテーマが議論できるよう
になり、意思決定にかかるプロセスは大幅に効率化されました。
村田さんは「新しいサービスに関するアイデアも、発案してか
らすぐに執行役員クラスのメンバーをはじめとしたステークホ
ルダーが参加するチャンネルを作成できます。そこへ関係者を
巻き込んでいくことで、あっという間に話が進むようになりま
した」と、Slack 導入の効果を語ります。

例えば、コロナ禍で一斉休校となって需要が激減した酪農家の
支援プロジェクトや、医療従事者への食品物資支援プラット
フォームである We Support の立ち上げにはわずか数日、在
宅期間中の冷凍食品需要に応える新プロダクト「パッと Oisix」
の構想からローンチまでは 3 ヶ月と、いずれも短期間でのサー
ビスインを実現。同期コミュニケーションだけでは難しかった
スピード感のある業務プロセスが構築され、リモートワーク下
でも社会のニーズに合わせた新しいサービスを次々と世に送り
出すことができました。

Slack を活用した Remote & Talk への移行によって、世の中の
速い変化にもスピーディに対応することができました。
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ミッション達成に向け、全ブランド・子会社が Slack をハブと
してつながることで、単体では成し得ない価値の創出を目指し
ていきます」

同社が取り組む Remote & Talk での場所や時間を問わないつ
ながりが、グループ全体へと浸透することで、それぞれの事業
の可能性が一段と広がり、これからも時代のニーズに応える新
しい価値が続々と生み出されることでしょう。

「食に関する社会問題を解決するというミッション達
成に向け、全ブランド・子会社が Slack をハブとして
つながることで、単体では成し得ない価値の創出を目
指していきます」

オイシックス・ラ・大地株式会社
システム本部 システム基盤部 グループ IT 企画セクション
村田 龍星 氏
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クレディセゾンが目指す
「バイモーダル経営」実現を
支えた Slack
「Slack では"現場の生の声”をチャンネルにいる誰もがそのまま見
ることができます。これによって小さな改善のアイデアが集積され、
経営判断や意思決定にも役立てられる重要な場とすることができ
ています」

株式会社クレディセゾン 
取締役 （兼）専務執行役員 　CTO（兼）CIO
小野 和俊 氏

「デジタル技術の活用無くして今後の生き残りはない」という
考えのもと、株式会社クレディセゾンでは独自の DX（デジタ
ル変革）戦略「CSDX VISION」を推進しています。その要とな
るのが「バイモーダル戦略」です。

従来の基幹システムに代表される安定性を重視した「モード 1」、
スピードや柔軟性を重視した「モード 2」という異なる開発手
法を協調させることで、既存の文化や資産を生かしながら変革
に取り組んでいくことを目的としており、同社ではテクノロ
ジーセンターが中心となって推進しています。

しかし、モード 1 とモード 2 では志向も業務の進め方も異なる
ため、それぞれのメンバー間に文化的な壁ができがちです。推
進当初、クレディセゾンで特に問題となったのが、コミュニケー
ションの領域でした。

クレディセゾンは Slack をコミュニ―ション基盤として積極的
に活用し、このコミュニケーションにおける問題を解決すると
ともに、経営戦略に即した全社的な DX を推進しています。同
社の専務執行役員兼テクノロジーセンター長の小野さん、同セ
ンター課長の井上さん、雨澤さんに、具体的な Slack 活用のポ
イントや導入効果についてお話を聞きました。

2019 年 3 月に小野さんが CTO として入社してから、テクノロ
ジーセンターは全社的なデジタル化を推進し社内の DX を先導
しています。バイモーダル戦略を円滑に効果的に推し進めるた
めには、部門やポジションを超えた活発な議論や意見交換が重
要ですが、そこで顕在化したのが、異なる部門間に存在する壁
でした。従来型のメールや電話などのツールでは、そうした壁
を乗り越えるコミュニケーションが困難だったのです。

小野さんは当時の状況について「挨拶などの定型文から始まる
メールでは、どうしても冗長なやり取りが発生しますし、所属
部署が明示されるので部門間のセクショナリズムにもつながり
ます。また、電話でのやり取りは同一内容の問合せ対応が繰り
返し発生し、ナレッジが蓄積されないことが多く、効率的なや
り方とは言えませんでした」と振り返ります。

当時のコミュニケーション基盤ではこれらの解決が難しいと判
断した小野さんは Slack を活用することで、業務効率化だけで
はなく、部門や役職を超えて多様性を重視するコミュニケー
ションが実現できると考え、以前の勤務先でも使用していた 
Slack をクレディセゾンでも全社規模に展開することを決断し
ます。

1951 年の会社設立以来、クレジットカード事業を中心に「サー
ビス先端企業」として幅広く事業を展開するクレディセゾン。

クレディセゾンを悩ませた
部門間の文化の壁
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「ファーストペンギンとなる社員の存在も重要ですが、
彼らの行動を許容・後押ししてくれるリーダーがいた
ことも大きかったと思います」
株式会社クレディセゾン
テクノロジーセンター 課長
井上 洋平 氏

社内に Slack が浸透した結果、Slack 上で部門横断型のやり取
りが生まれていき、風通しの良い組織へと変化していったクレ
ディセゾン 。

「部門を越えてフィードバックやアドバイスを従業員それぞれ
が少しずつでも受けとることで、それが自社の業務やサービス
の改善につながっていく良いサイクルが生まれました」と話す
小野さんが、Slack を使って業務やサービスを改善した例とし
て紹介するのが「セゾンのふるさと納税」のエピソードです。

「セゾンのふるさと納税」では、従来は外注していたテストサ
イトを自社のデジタルサービス部が作成しました。このサイト
の中に、ふるさと納税の返礼品を自動でおすすめしてくれる「お
まかせガチャ」というコーナーがありました。そのリリースが
あと 1 週間というところで、UI / UX やデザインについて、テ
クノロジーセンターに最終レビューの依頼が舞い込みます。

突然の依頼ではありましたが、Slack を使って意見を募集した
ところ、瞬く間にチェックボタンの大きさや UX に関する改善
などの提案が全部で 382 件も投稿されました。これを受けて開
発チームは改善できるポイントを改善し、より完成度を上げて
リリースを迎えることができたといいます。

リリース直前の「セゾンのふるさと納税」
をスピーディーに改善

現在、クレディセゾンでは 3,000 アカウントの Slack をさまざ
まな部署やメンバーが活用しています。

導入当初は切り替えに後ろ向きなメンバーもいたそうですが、
Slack を気軽に使い始められるようなアカウント付与フロー
を整備したことによって、最初にアクティブに行動を起こす

「ファーストペンギン」となるメンバーが出現。彼らが周りを
巻き込み、徐々に各部署に浸透しているそうです。

この流れについて、テクノロジーセンターでクラウドツールの
管理などに携わる雨澤さんは「強制的に Slack の利用を促すの
ではなく、部門から要望があった際にアカウントを配布してい
ます。Slack の便利さが口コミで広がり、『自分もぜひ使いたい』
という問い合わせからユーザーが増えてきました」と語ります。

小野さんは、自然発生的に利用を希望するユーザーが増えた経
緯についてを「好奇心のある人が Slack を使ってどんどん周り
を巻き込みながら仕事を進めていくことで利用が広がっていき
ました。ファーストペンギンたちのムーブメントに乗って、さ
らに拡大しています」と説明します。

これに対し、井上さんはマネジメントの重要性を強調します。

「積極的に利用するインターナルエバンジェリストとなる人た
ちがつながることで、部門を超えたコミュニケーションへ自然
に発展することを実感しました。ファーストペンギンとなる社
員の存在も重要ですが、彼らの行動を許容・後押ししてくれる
リーダーがいたことも大きかったと思います」（井上さん）。

また、同社では現在 API を経由してさまざまなツールと Slack 
の連携を進めています。たとえば、テクノロジーセンターでは、
ソースコード管理ツール GitHub との連携や、ポータルサイト
の情報通知として SharePoint Online との連携も活用していま
す。

垣根の無いプラットフォームで部署や
役職を超えたコミュニケーションを実現

外部とのコミュニケーションには Slack コネクトを活用。
「複数の企業と 1 つのチャンネルで繋がって仕事を進めて
いるユーザーもいます。電話や会議と違って時間に縛られ
ない。電話と違って 1 回で複数に伝えることができる。メー
ルと比べても意思決定やアクションのスピードが格段に上
がったと感じます」と井上さんは従来のコミュニケーショ
ンと比べた違いを説明します。
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部門を越えてフィードバックやアドバイスを従業員そ
れぞれが少しずつでも受けとることで、それが自社の
業務やサービスの改善につながっていく良いサイクル
が生まれました」

株式会社クレディセゾン
取締役 （兼）専務執行役員 　CTO（兼）CIO
小野 和俊 氏

小野さんは Slack の導入効果について、1 日で 1 人あたり 2 分
程度コミュニケーション効率が改善すればペイできると試算し
ています。

実際に同社の従業員に Slack の導入効果についてのアンケート
を行ったところ、「Slack が利用できなくなったら、どれくらい
不便になるか」という項目に対して、「以前の状態に戻ってしま
うと 10 分以上も不便になる」と回答した従業員が 84 ％ もい
たそうで、小野さんは「定量的な効果が出ていると言える」と
手応えを話します。
しかし、小野さんが最も効果を感じていると強調するのは定性
的な部分だといいます。 4,000 名以上の従業員がそれぞれ関わ
り合いながら業務に従事しているクレディセゾン。大規模な組
織ではチームや部署内で現場の声や要望をまとめてエスカレー
ションすると、ヒエラルキーを経由するなかで、対応が本質か
ら外れてしまうこともあったそうです。

その他にも、戦略人事部では内定者をゲストアカウントで 
Slack に招待し、入社前の内定者のフォローアップに活用して
います。同社の CEO である林野さんが雑談チャンネルに「皆
さんの意見を聞かせてください」とカジュアルな投稿をし、そ
のリアクションとして社員がちょっとした冗談を投稿するな
ど、部門や役職を超えて、新しい業務の形や組織風土が生まれ
てきているといいます。

クレディセゾンにおけるバイモーダル戦略を円滑に効果的に推
し進めるためには、部門やポジションを超えた活発な議論や意
見交換が重要です。Slack はその根幹部分を支える重要な役割
を担っています。従業員が多い組織だからこそ、テクノロジー
に明るくない人でも馴染みやすいようにあえて複雑なコマンド
を使用しすぎず、コミュニケーションや情報の蓄積元となるよ
うな形で運用していると語る小野さん。

同社では今後も、社員同士がその強みを活かし合うことで「よ
り強い組織」になるべく取り組みを進めていく予定です。

" 現場の生の声 " がダイレクトに
意思決定につながる

Slack によるコラボレーションで、
強みを活かし合う「より強い組織」へ

小野さんは「業務やサービスの改善に関するアイデアを思いつ
けば、モード 2 のメンバーは、主管部門以外のプロジェクト
やチャンネルにも自分の意見を積極的に投稿します。モード 1 
のメンバーには土足で踏み込まれたように受け取り、返答に戸
惑った人もいると思いますが、『反応は必須ではなく、既読ス
ルーでもいい』と言葉をかけることで、自分と異なる価値観も
改善を願っての提案だと受け入れる素地を作れるようにしまし
た。結果として、400 近い投稿がつくほど議論が活発になりま
した」と当時を振り返ります。

これに対して、「Slack では” 現場の生の声” をチャンネルにい
る誰もがそのまま見ることができます。これによって小さな改
善のアイデアが集積され、経営判断や意思決定にも役立てられ
る重要な場とすることができています。このポイントに関して
は、経営陣からもポジティブなフィードバックがありました」
と小野さんはその効果を語ります。
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自律的に動く組織へ。
Slack 活用で目指すコクヨ式
ハイブリッドワーク
「Slack でつながるほど、そこへ情報が集まるほど価値が高まりま
す。多様な新規事業を自律的に生み出すためにこうしたプラットフ
ォームが必要でした」

コクヨ株式会社
代表取締役社長
黒田 英邦 氏

日本を代表する文具やオフィス家具・事務器メーカーのコクヨ。
創業から 116 年目の 2021 年に、社会の変化に対応するべく新
たな長期ビジョンを策定し、社会における自社の役割を「WORK 
＆ LIFE STYLE Company」と再定義しました。文具や家具だけ
にとらわれない「働く」「学ぶ・暮らす」の領域で、多様な新
事業を生み出し、2030 年には売上高 5,000 億円規模となるこ
とを目指しています。

次々と事業を生み出す組織となるためには、サイロ化しやすい
ヒエラルキー型の組織を脱し、組織を横断したコラボレーショ
ンや自律的活動が重要と考え、その基盤となるプラットフォー
ムとして Slack を導入しています。そんなコクヨ社の新たな事
業戦略における Slack の価値についてコクヨ株式会社 代表取締
役社長 黒田 英邦さんがお話しくださいました。

新しい戦略策定の背景には、デジタル化の加速によって「働く」
「学ぶ」といった体験が多様化してきたことにあると黒田さんは
言います。「現在、オフィス家具や文房具は非常に高いシェア
を占めることができており、収益性も常に改善を図っています。
しかし、長い目で見ると、我々の将来性には課題を感じてます。
そこで、これからは文房具やオフィス家具を作る会社から、働
き方・学び方・暮らし方といった、ワークスタイル・ライフス
タイルを提案する会社に変革していくことを決断しました」（黒
田さん）

長期ビジョンでは、現状 3,000 億円の売上規模を 2030 年には 
5,000 億円に拡大していくと設定し、その実現のために「森林
経営モデル」へシフトしていくとしています。これまでのコク
ヨは、従来の流通基盤の上で、オフィス家具や文具・事務用品
を 1 本の樹木の枝葉や果実と見立て、その 1 本の樹木を育てる
ようなビジネスモデルを展開してきました。しかし今回取り入
れた森林経営モデルでは、人材・データ・事業創出基盤など、
グループ全体が有する共通資産を活用して、さまざまな顧客体
験を提供する複数の新規事業を生み出します。そして、それら
の事業ひとつひとつを樹木に見立て、将来的にその集合体であ
る大きな森林となることを目指しているのです。

新しい成長戦略のもとで、次世代への挑戦を迎えたコクヨは、
組織やコミュニケーションの在り方、働き方も含めた大規模な
変革へ向けて、社内体制の見直しや環境整備への取り組みを始
めました。

学習や仕事で誰もが親しむ文具メーカー、コクヨ。現在その売
上 3,000 億円のうち、一般消費者向けの文具の領域は 1 割ほど。
主な売上はオフィス空間作りやオフィスで利用される消耗品が
大半を占めています。2021 年 2 月には 2030 年へ向けた長期
ビジョンを策定し、企業理念も 1905 年の創業以来掲げてきた

「商品を通じて世の中の役に立つ」から「be Unique.」に刷新
しました。この理念には、「未来へ向けたさらなる成長のために、
1 人ひとりの多様性を活かした独創的なアイデアで社会に貢献
していく」という決意が込められています。

新たな企業理念「be Unique.」のもと、
さらなる成長を目指して
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「与えられたツールをただ使うのではなく、それを使っ
て何ができるのか、何を成し遂げたいのか。Slack は
自分たちで考えて自律的に働くことを叶えてくれるプ
ラットフォームです」

コクヨ株式会社
代表取締役社長
黒田 英邦 氏

Slack には、リアク字、オープンチャンネル、メンバーディレ
クトリ、高い検索性、外部組織とつながる Slack コネクト、外
部アプリ連携など、スムーズなコラボレーションのためのさま
ざまな仕組みがあります。コクヨでは、双方向コミュニケーショ
ンによって経営の考えを社内に浸透させたり、オープンな情報
交換によってグループ内ノウハウの質を向上したり、バリュー
チェーンにおいて密な協業体制を取ることで業務効率化を図る
といったことに Slack を活用していく考えです。

「オープンなコミュニケーションをもっと活発にし、仕事におけ
るそれぞれの役割をつないで協業できるようなバリューチェー
ンを作っていきたいと思っています。Slack は使えば使うほど、
つながればつながるほど、情報共有すればするほど価値が高く
なっていく仕組みになっていると感じています」（黒田さん）

コクヨには、顧客の立場で実験をして「共感」を探し出し、「共
創」していく社風があります。たとえば、中学生向けの文具を
作る際には、Slack のチャンネルで社内アンケートを行い、社
員の家族からも意見を募るなどの取り組みも行っているといい
ます。

黒田さんは Slack について「与えられたツールをただ使うので
はなく、それを使って何ができるのか、何を成し遂げたいのか。
Slack は自分たちで考えて自律的に働くことを叶えてくれるプ
ラットフォームです」とその魅力を語ります。

こうした取り組みをさらに促進していくために、コクヨでは現
在自社オフィスの一角を一般に開放した「THE CAMPUS」も
展開しています。新しい働き方、暮らし方を社員自らが実験し
ながら「コクヨ式ハイブリッドワーク」を模索する場所でもあ
るというこの場所は、楽しみながら実験を行うことで、人が集
まり、人のやりとりがさらに人を呼ぶという考えによって作ら
れています。

使うほどに価値が高まる
Slack で協業を生む組織を実現

コクヨの森林経営モデルでは、顧客接点を強化し、「働く」「学ぶ・
暮らす」の新しい体験価値を創造することで、事業領域の拡大
と成長を実現します。そのために重視しているのが、デジタル
技術やデータの活用です。それらによって顧客のニーズを掘り
下げ、新しい市場を見出し、多くの新規事業を生み出そうとし
ています。

森林経営モデルにおいて、より多くの樹木（事業）を増やす改
革を遂行するには、基盤となるプラットフォームが必要でした。
数ある選択肢の中から社内でも検討を重ねた結果、組織の壁を
超えたオープンなコミュニケーションを可能にする Slack が、
社員の自律性の高い働き方につながると考えました。

長く続く日本の大手企業では、ヒエラルキー型の組織構造であ
る場合が多く、コクヨも従来はこの形式でした。こうした組織
構造では、責任や権限の所在が明確になり、トップダウンで意
思を伝えられるなどのメリットはあるものの、新しい価値を生
み出す際には部門間の障壁が生じやすく、複数の事業をスピー
ディに生み出しづらいというデメリットもあります。

黒田さんはこのポイントについて、「森林経営モデルでは、上
から言われたことをただやるのではなく、プロジェクトごとに
テーマを決めて権限を移譲し、各メンバーが自律的に仮説・検
証をしながら答えを導き出す働き方が求められます。そのため
には、たくさんのプロジェクト創出を支えるための基盤が必要
でした」と説明します。

1905 年に創業して以来、文具事業やオフィス家具事業、オフィ
ス通販、海外展開など、時代の流れに従って発展してきたコク
ヨ。100 年以上前から変わらないのは、顧客の課題に共感し、
新たな商品やサービスを作ることです。プロジェクト型の働き
方も、Slack のようなデジタルツールを活用し、メンバー自ら
が自律的により多くの顧客の共感を拾い上げ、新たな価値を創
造していくことを目的としています。

また、ツール選定時のエピソードについて黒田さんは「プロジェ
クト型の働き方に何が必要なのかを社内のみんなで議論をし
て、様々な選択肢の中から Slack を選びました。情報システム
部門の社員から『Slack で会社を改革したい！』という強い要
望があったこともあり、最終的に採用を承認したという背景も
あります」と振り返りました。

脱サイロで自律的に動く
プロジェクト型の働き方へ
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「自分たちで実験と実証を重ねて、これからの新しい
ワークスタイルを提案できるように、日本一 Slack 
を使いこなせる企業を目指します」
コクヨ株式会社
代表取締役社長
黒田 英邦 氏

「社会の変化の中でも次々と新しい価値を提供できる事業体」
を目指す姿として掲げるコクヨは、Slack の導入によって、自
律的に組織の壁を超えて新しい顧客体験価値を生み出す「プロ
ジェクト型の働き方」と「コクヨ式ハイブリッドワーク」の確
立を実践しています。

黒田さんは今後の展望について「新しいハイブリッドワークと
は何なのかを、Slack を使って自らが実験し、さらなる Slack 
の活用にもつなげていきたいと考えています。日本的な経営
の企業は、古く・大きく・動かない、といったイメージがあ
りますが、多様な事業を次々と生み出すためにも、我々自身が 
Slack を日本で一番使いこなしている会社となり、世の中に多
様な提案をできるよう取り組んでいきたいと思います」とその
意気込みを語ります。

創業 100 年を超えてなお、時代に合わせた変革を続ける大手老
舗メーカーの姿は、これからの時代を生き抜く企業にとっても
ベストプラクティスとなりそうです。

目指すのは Slack を
日本一使いこなす企業
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ココネのビジネス発展を支える 
Slack Enterprise Grid
「ビジネスプラスプランでは実現できなかった利便性や、管理・セ
キュリティに関する機能が、Enterprise Grid で可能になりまし
た。Slack 全体の管理についても、体制が整えやすくスムーズな運
用ができています」

ココネ株式会社
開発本部 インフラ室長
ユン ソンウォン 氏

お客さまの感性を自由に形にできるデジタルワールドを提供
し、感性のメタバースを実現しようと、キャラクター着せ替え
アプリ「ポケコロ」をはじめとするソーシャルネットワーク事
業やアプリ開発を行うココネ株式会社。Slack を使ってオープ
ンなコミュニケーションや情報共有を実現してきた同社です
が、事業の急成長に伴って、さらなる利便性の向上や、ユーザー
数の拡大による管理体制、およびセキュリティ強化の必要性を
感じていました。

そこで、ココネが決断したのが既存プランの見直しです。2018 
年 2 月に 350 名で利用開始をしたビジネスプラスプランから、
2021 年 12 月に、1,000 名規模の Slack Enterprise Grid へ
と移行しました。同社でサービスインフラと社内システムを
担当する、開発本部 インフラ室長のユン ソンウォンさんが、
Enterprise Grid への切り替えを決定付けた理由や導入に至る
までの背景と、導入後のワークスペース管理やセキュリティの
向上がもたらす利点について語ってくれました。

担う子会社も展開するなど、その規模は年々拡大しています。

同社は 2018 年から Slack を活用し、オープン＆フラットな働
き方の実践に役立ててきましたが、近年コミュニケーションで
の新たな課題が浮上していました。

事業数は倍以上に増加し、多い時では 10 以上の事業が同時期
に存在。子会社も 1 社 から 11 社に、社員数は 330 名が 3 倍
を超える 1,000 名以上の規模になるなど、急速なビジネスの拡
大と既存プランでの Slack の利用環境にギャップが生じていた
のです。

例えば、事業や社員の増加に伴ってチャンネル数が急増し、ひ
とつのワークスペースを複数の組織が共有することで視認性が
落ち始めていたり、子会社側とは Slack コネクトによってグルー
プ間のコミュニケーションや情報共有に対応していましたが、
公開できる情報が限定的になるなど、十分なコミュニケーショ
ンが行えなくなっていたと言います。さらに、この体制では各
社が独自のワークスペースを運用することになるため、グルー
プを横断して役割を持っている役員やリーダーなどは、複数の 
Slack アカウントを使い分けなければならず、大きな手間になっ
ていました。「そもそも 1 つのアカウントではないため、グルー
プ会社は別のコミュニケーションツールを導入するという選択
も残っています。グループ会社の設立や分離、合併の度に、そ
の議論が繰り返されてしまうことも課題でした」とユンさんは
言います。

加えて、セキュリティ面の問題もありました。社員数の急激な
増加により、組織内で個人が独自に利用する無償プランやトラ

数々の賞を受賞し、2,200 万人以上のお客さまに愛される人気
アプリやアバターアプリなど、2008 年の設立以来、ココネは
ソーシャルネットワーク事業やアプリ開発で豊富な実績を上げ
ています。デジタルコンテンツ制作以外にも、英語学習・幼稚
園経営などの教育事業、ブロックチェーン開発事業なども手掛
けており、福岡や韓国のソウル、シンガポールには、各事業を

事業の急拡大に伴うコミュニケーション
の課題をどう解決するか



19

「事業の拡大により生じている課題をどのように解決
すべきか。機能性がさらに高く、データ移行やログ
収集、監査機能などにおいてセキュリティ面でも充
実している Enterprise Grid プランへの切り替えに
論点が絞られました」

「全員がそれぞれのワークスペースを横断して情報を
検索・共有できるようになり、同一アカウント内で
の迅速な連携と、グループ間での情報の有効活用に
も繋がりました」

ココネ株式会社
開発本部 インフラ室長
ユン ソンウォン 氏

ココネ株式会社
開発本部 インフラ室長
ユン ソンウォン 氏

Slack を最初に導入して以来、Slack 側のサポート担当者と常
により良い使い方を模索していたというユンさん。その中で、
Enterprise Grid への移行という選択肢に自ずと導かれていっ
たそうです。

「大きなきっかけとなったのは、Slack から届く利用状況を分析
した定期レポートです。図式的にビジュアル化されているため、
本社を中心とするグループ体制の中で、どの会社とどの会社の
やりとりが多いかなどが一目で把握できました。そこで、この
状況に合わせて利便性を高めるには、グループ企業を 1 つのプ
ランに統合すべきと考えました」（ユンさん）

Enterprise Grid には、ワークスペースのさらに上の階層に、
オーガナイゼーションの略称である Org（オルグ）という管
理単位があり、ユーザーは Org を通じて、1 つのアカウント
の中に複数のワークスペースを設けることができます。これに
よって、それまではココネのグループ内で会社ごとに別々だっ
た Slack のアカウントを統合することが可能になり、複数のア
カウントを切り替えながら仕事をしていた役員やリーダーたち
も、1 つのアカウントでグループ内の様々なワークスペースや
チャンネルに参加できるようになります。

こうした理由で Slack のアップグレードを検討する中、2021 
年 9 月に開催された Slack のイベントに参加したココネは、セ
キュリティの専門家の事例や他社とのディスカッションで得た

組織を 1 つにまとめるため
Enterprise Grid に移行

Enterprise Grid への移行により、管理面でも改善された点は
多いとユンさんは言います。

「それまでのビジネスプランでは、別々のアカウントで各ワー
クスペースが孤立し、切り替えの手間やワークスペースの肥大
化が生じていましたが、Enterprise Grid では Org での一括管
理の下、全員がそれぞれのワークスペースを横断して情報を検
索・共有できるようになり、同一アカウント内での迅速な連携
と、グループ間での情報の有効活用に繋がりました。それぞれ
のワークスペースで増え続けていたチャンネル数も整理するこ
とができ、よりオープンで使いやすい環境が構築されています」

（ユンさん）

分散することができなかった管理権限も細分化することがで
き、全ての Slack チャンネルの管理やログ出力、デバイス紛失
時などの端末からの強制サインアウト、監査ログの収集も行え
るようになったため、管理者の負担を軽減すると同時に、シャ
ドー IT の防止や情報漏洩の抑止といったセキュリティ面での強
化も図ることができます。

「ビジネスプランでは実現できなかった利便性や、管理・セキュ
リティに関する機能が、Enterprise Grid で可能になりました。
Slack 全体の管理についても、Org 管理は本社、ワークスペー
スは子会社に委譲して分けることができ、体制が整えやすくス
ムーズな運用ができています」と、ユンさんはその効果を説明
します。

豊富な機能を駆使して
管理の効率化とセキュリティ強化を実現

イアルなどのワークスペースが増えたことに対して、全ての把
握がむずかしくなり、管理の一部を現場に委譲するにも、限ら
れた権限設定により一定の管理者への負担が大きくなってしま
うといったことが懸念されました。

「事業の拡大により生じている課題をどのように解決すべきか。
現状の問題と要望の多い機能について洗い出しを行いました。
その結果、既存の Slack ビジネスプラスプランよりも機能性が
さらに高く、データ移行やログ収集、監査機能などにおいてセ
キュリティ面でも充実している、Enterprise Grid プランへの
切り替えに論点が絞られました」とユンさんは続けます。

知見を基に、Enterprise Grid 導入に向けての動きを本格化さ
せました。それからおよそ 3 ヵ月後、当初からプラン更新に対
して肯定的だった役員やリーダーたちの賛同も得て、グループ
各社が違うアカウントで運用されていた Slack ビジネスプラン
から、ココネ全体を 1 つのアカウントで管理できる Enterprise 
Grid プランへの移行を開始しました。
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Enterprise Grid プランの導入から 5 ヵ月を経て、元々本社と
同じアカウントを使用していたソウル支社は、ワークスペース
の分離を全て完了。プランの移行にあたっての作業や、別のア
カウントを使用していた子会社のワークスペースのアカウント
統合も、大きな問題なく順調に行われました。

「今後は、ソウル支社以外に本社のワークスペースを利用してい
る各子会社のワークスペースの最適な分離、そのための各拠点
におけるワークスペース管理者の育成をすることが課題となっ
ています。そして、複数の Slack 組織、監査ログ、Data Loss 
Prevention（DLP）連携などの整備を完了させ、より強固なセ
キュリティ対策を進めていきます」（ユンさん）

ビジネスの急成長に合わせて Slack Enterprise Grid プランへ
の切り替えを実行し、利便性の向上と管理機能の統制、セキュ
リティ強化を図ったココネ。「わたしたちの取り組みが、他の
企業にとってもより良いツール活用のヒントになればと思って
います。これからも Enterprise Grid の特性を活かして、さら
なる Slack の有効活用をしていきたいです」と、ユンさんは締
めくくりました。

事業の規模や体制の変化に合わせて Slack の最適化を実現した
ココネの進化とビジネスの発展は、多くの企業の成長にとって
も、役立つ要素に溢れています。

Slack をさらに有効活用し、
ビジネスの発展に役立てていく
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Slack を業務の中心に置き、
価値ある仕事を生み出す
シンプレクス

「Slack という“ねぐら”の中で、情報収集を楽にすることにより、浮
いた時間と労力を別の仕事に使うことができ、メリハリをつけて仕
事をすることができます」

シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン グループヘッド
張替 鷹介 氏

シンプレクスグループは、ビジネスを成功に導くテクノロジー
パートナーとして、コンサルティングやシステム開発、運用保
守、改善提案まで一気通貫でサービスを提供しています。また、
創業以来、金融領域でビジネスを展開してきましたが、近年は
金融機関だけではなく、多岐にわたる業種へと事業領域を拡大
しています。

業務範囲はもちろん、チームや拠点も増えていた同グループ。
拡大する組織内での情報の共有や浸透という課題を解決するた
めに Slack を導入した結果、導入から 1 年もかからず、情報や
コミュニケーションの流れが整理され、組織全体の生産性を高
めることに成功しています。

同グループで経営企画と広報を担当する張替 鷹介さんに、
Slack の導入プロセスはどのようなものだったのか、その活用
方法や利点についてお話を伺いました。

進むという問題も発生していました。これらの状況を打破する
ためには、メンバー間でのスムーズな情報共有を行える環境構
築が急務でしたが、その一方、金融機関へのサービス提供も多
い同グループでは、高いセキュリティを確保することも必須
だったといいます。

そこで、同グループでは 2018 年 5 月ごろから、一部門で試
験的に Slack 導入を行います。スモールスタートで開始した 
Slack でしたが、現場のプロジェクトで利用されはじめ、翌年
の 1 月には 1 日の投稿が 1 万を超えるなど、着実に浸透して
いったといいます。

「さらに浸透が進んだのが 2020 年の 2 月 です。新型コロナウ
イルスへの対応として 1 つのプロジェクトのメンバーを複数の
拠点に分散させたり、リモート勤務を行ったりしたことによっ
て、社内での Slack の利用が大きく伸びました。そして 2021 
年にはコーポレート部門も含めて全社で Slack を導入すること
が決定しました」（張替さん）

シンプレクスが安心して Slack の推進を進められた背景には、
セキュリティ面での安心感もあったと言います。様々なツール
の中でも世界的なコンプライアンス認証を取得し、高いデータ
プライバシー基準を満たしていたことは、情報漏洩などのリス
ク担保を最も求められる金融業界に必要な要素でした。また、
ワークスペースやチャンネルごとに細かい設定ができる機能を
持つことから、求めるセキュリティポリシーを実現できること
も大きな理由でした。

金融機関を中心に多様な業種の顧客にサービスを提供する同グ
ループでは、現場で扱うプロダクトは多岐にわたり、担当する
顧客の業種によって、必要とされる知識もチームの文化も異な
ります。そのため、同グループでは社内での情報の蓄積や共有
を効率的に行うことに課題を感じていました。

また、事業の拡大に伴って従業員数も増加し、拠点が増設され
たことにより、さらに情報やコミュニケーションのサイロ化が

事業や拠点の拡大に伴い、
効率的な情報の蓄積・共有が課題に
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「Slack がコミュニケーションの中心になると、情報が 
Slack 上に集まります。色々な方向へ発信することも、色々
な方向から見てもらうこともできるようになりました」
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン グループヘッド
張替 鷹介 氏

Slack 導入の当初の目的はコミュニケーションの手段とするこ
とにありましたが、使っているうちに、単なるコミュニケーショ
ンとしてだけではなく、快適にコミュニケーションができる環
境や文化を醸成していることに気づいたといいます。

「従来の電話やメールを中心としたコミュニケーションは、電話
をかける、メールを送るなど、情報を伝えるためだけの動作で
した。一方通行あるいは双方向であり、他のチームなどの第三
者も参加した多方向のやりとりという観点は抜けていました。
しかし、Slack がコミュニケーションの中心になると、情報が 
Slack 上に集まります。色々な方向へ発信することも、色々な
方向から見てもらうこともできるようになりました」と張替さ
んは語ります。

また、やりとり自体もメールのように形式張る必要がなく、絵
文字によって気軽に意思表示を行うことができます。これによ
り時間の短縮だけではなく、肩肘を張らないコミュニケーショ
ンが可能になったと感じたそうです。さまざまなチャンネルを
パブリックで運用していることもあり、所属しているチーム外
のメンバーと、物理的距離を超えてコミュニケーションをとる
ことも可能になったといいます。

張替さんは、この状態を「Slack の ”ねぐら” 化」と名付けてい
るそうです。人と情報が Slack 上に自然と集まることで、無駄
を減らしつつも心理的安全性を保ってコミュニケーションがで
きる。そんな心地の良い“ねぐら”としての Slack をコミュニケー
ションの核にすることで、業務も働き方も大きく変わったので
す。

シンプレクスが取り組む Slack の
”ねぐら”化とは？

Slack を使って小さな効率化を積み重ねているという同グルー
プ。簡単に真似ができるものとして、張替さんはいくつかの例
を紹介してくれました。
そのひとつが、会議の効率化です。同グループでは、「昨日やっ
たこと」「今日の予定」「困っていること」を共有する会議を毎
朝実施しているチームもあります。口頭で行うとつい長くなり
がちですが、Slack 上で、各メンバーが事前に自らのトピック

小さな効率化を重ねて、業務に必要な
タスクや情報を Slack 内に整理

を投稿しておくことで、内容が整理されます。また、投稿自体
が各メンバーのその日の ToDo リストにもなるほか、文字で残
るため議事メモを取る必要もありません。参加できない人も後
から簡単に内容を把握することが可能です。

また、その日新しく入ったタスクや、メッセージの管理にはリ
マインダー機能も活用しているといいます。アクションが必要
だけれども、今しなければならないわけではないタスクや依頼
については、投稿別にリマインダーを設定しておけば自分で覚
えておく必要はないと張替さんは言います。

「私は社内での依頼は必ず Slack で受けるようにしていて、この
リマインダー機能を使ってタスク管理をしています。タスク以
外にも、後で見る投稿もリマインダーに登録しています。そう
すれば、覚えておかなければ、という心理的な負担が減ります
し、自分の脳のスペースを他のことに使うことができます」。

また、限られたメンバーで共有したい内容については、ワーク
フロービルダーを活用していると言います。全体に公開するべ
きではないけれども、担当者個人のみが取り扱うと対応漏れが
起こるリスクもあるといった、センシティブな情報を取り扱う
経営関連の業務などが当てはまります。

「経営企画関連の問い合わせ対応には、一次窓口として、誰でも
閲覧や投稿可能なパブリックのチャンネルを用意しています。
質問者は、チャンネル内でワークフローを立ち上げ、テンプレー
トに沿って内容を記入し、投稿します。このとき、このチャン
ネルには問い合わせ内容は表示されません。問い合わせ内容は、
経営企画チームだけが参加しているプライベートチャンネルに
投稿され、経営企画チーム内で共有されます。その後、その問
い合わせを担当するメンバーが、『担当する』ボタンを押すと、
一次窓口であるパブリックチャンネル上で、問い合わせをした
人に対して担当者が誰であるのかが通知される仕組みです。こ
れによって、問い合わせをした人は、自分の問い合わせが届い
たことと、今後のやりとりの担当者を知ることができます」（張
替さん）

顧客とのプロジェクト管理も Slack を活用して効率化していま
す。顧客との課題管理表をオンラインストレージ上のスプレッ
ドシートでやりとりすることが多いという同グループ。複数の
ツールや API を使って変更を定期的にチェックする仕組みを構
築し、差分が発生した場合や更新期限が切れた場合には、自動
で Slack に通知がくるように設定しています。
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IT ツールやサービスはそれぞれのもつ特長を見極めて適切に使
うことが必要だと話す張替さん。Slack の特長は人や情報を集
め、繋げることであり、Slack 上に自動的に情報が集まるシス
テムを構築することで効率化を実現できるといいます。

「必要な人や情報が集まる環境を整えることによって、情報不
足で発生する本来必要のないコミュニケーションを防ぎ、情報
収集の手間も減らすことができます。Slack という”ねぐら” の
中で、情報収集を楽にすることによって、浮いた時間と労力を
別の仕事に使うことができ、メリハリをつけて仕事をすること
ができます」。

Slack を業務の中心に据えることで、リソースの再配分ができ
ると語る張替さん。時間と労力を本来取り組むべき生産性の高
い価値ある仕事へより集中する。シンプレクスによる Slack の
”ねぐら”化への取り組みはこれからもますます進みそうです。

情報収集を楽にして、
より重要な業務にリソースを再配分
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建設コンサルタントの役割を
再定義。Slack でビジネス変革
をリードする八千代エンジニヤ
リング

「現在、そして将来の社会課題を解決するためには、60 年の間培
ってきたノウハウを応用し、組織体質の変革と、それを実現するため
のツールが必要でした」

八千代エンジニヤリング株式会社 
取締役   副社長執行役員 技術管理本部 本部長
水野 高志 氏

総合建設コンサルタントとして 60 年の歴史を持ち、長い間日
本の社会インフラ整備などを牽引してきた八千代エンジニヤリ
ング株式会社。同社は、従来のインフラ整備だけではなく、さ
まざまな事業マネジメントや総合的なサービスプロバイダーと
してこれからの時代に合わせて業務を多角化していくために、
Slack を活用したオープンなコミュニケーション文化への変革
に挑戦しています。その結果、事業部ごとに分かれていた組織
内での縦割りのコミュニケーションが、部署を超えて積極的に
意見交換をするなど、これまでになかった新しいカルチャーが
築かれようとしています。Slack 導入をリードした 4 名に、全
社導入プロジェクトに当たっての経緯や進め方、その成果や今
後の抱負について話を伺いました。

前面に出していなかった省エネや創エネ、インフラの維持管理
や更新、設備保全などのサービスプロバイダーとしての立ち位
置を確立することも含め、世界中で対応が進んでいるカーボン
ニュートラル、日本が先行して直面する本格的な人口減少など、
社会が抱える課題を理解し、具体的な行動をリードしていかな
くてはならないと考えています」と語ります。

こうした今ある社会課題に向き合うためには、長きにわたり蓄
積してきたノウハウを持つ社内の人材だけではなく社外も含め
た多様なエキスパートが協力し合い、社会インフラの状況、地
域の人々の暮らし、産業の構造などを把握し、解決策を模索し
ていくことが必要です。しかし、同社の組織は「橋梁」「道路」「ダ
ム」など担当するインフラ施設ごとに細分化されており、縦割
りの意識が拭えずにいました。

技術管理本部で組織を横断した DX を推進し、Slack の試行導
入・レビュー・本格導入の指揮をとった 技術管理本部 DX 推進
室 室長 畑 浩太さんはこう振り返ります。「当社は部門間の連携
は取れている方だと思いますが、それでも他の部門の良い取り
組みなどなかなか共有できていない状況でした。専門性を高め
ることを重視してきたこれまではよかったかもしれませんが、
これからは違います。従来の仕事のやり方や考え方が色濃く反
映された組織を変えていくためには、それに相応しいコミュニ
ケーション文化に変革していかなければなりません」

例えば、建設業界では社内ジョイントベンチャーや社外の複数
の企業とのやりとりが必要な場面が多々あります。これまでは
メールを使用していましたが、宛先を指定して送受信をするた
めにコミュニケーションが閉鎖的になり、プロジェクトの途中

1963 年の設立以来、60 年にわたって、道路、橋、ダム、上下
水道、廃棄物処理施設などの社会インフラ整備に関するビジネ
スを展開してきた総合建設コンサルタントの八千代エンジニヤ
リング。同社は「この世界に、新しい解を。」というビジョン
を掲げ、ビジネスの変革を目指しています。

同社で「技術」と名の付くあらゆる部門を統括・管理する、取
締役 副社長執行役員 技術管理本部 本部長の水野 高志さんは
八千代エンジニヤリングが見据える展望について「創業以降の
主たるミッションはインフラに係る調査や計画、設計、施工
管理を行うことでしたが、近年そして今後はそれだけでは不十
分です。培ってきたさまざまなノウハウを応用し、これまでは

ビジネスの進歩に向けた縦割り文化と
コミュニケーションの見直し
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「Slack の導入によりコミュニケーションの質が大幅
に改善しました。全社で 1 日約 200 時間分の業務効
率化が実現できそうです」
八千代エンジニヤリング株式会社
技術管理本部 DX 推進室 室長
畑 浩太 氏

変革を進めるにはオープンなコミュニケーションインフラが必
要と考えた同社は 2021 年 6 月に Slack の導入に踏み出しま
す。事業年度初めとなる 7 月に合わせて事務局が準備され、技
術管理、経営企画、事業開発といった部署が主導して 2021 年 
10 月には全社導入に向けた試行導入が始動しました。9 ヶ月間
の試行運用での効果検証、そして水野さんが Slack のイベント
に参加したことが大きな転機となり、そこから経営層への説明
を行い、採用が決定しました。

まず同社ではオープンにできるプロジェクトは Slack のパブ
リックチャンネルを立ち上げ、誰もが覗くことができるオープ
ンな場とすることを基本としました。すると「どんな人がこの
プロジェクトに携わっているのか」「誰にどんな強みがあるの
か」を知ることができ、進捗共有の面でも、プロジェクトや話
題ごとにチャンネルやスレッドを立てて、ドキュメントなどの
成果物や個々のナレッジを整理しながら蓄積していくことが可
能となり、誰もが共通の情報にアクセスできる状況が生まれま
した。また、外部とのセキュアな連携には Slack コネクトが利
用できる点や、秘匿性の高いチャンネルはプライベートチャン
ネルにするなどの柔軟性も、公的機関や民間企業と協業してさ
まざまな事業を扱う同社にフィットしました。

加えて、同社では Slack は単なるコミュニケーションツールに
留まらず、営業支援、スケジュール、経費精算、Web 会議な
ど、あらゆるアプリケーションやサービスと連携し、業務ポー
タルのような役割を果たすことを目指しています。技術管理本
部 DX 推進室 コンサルタントの宮本 冬馬さんは「コミュニケー
ションだけでなく業務効率化も重要な経営課題です。Slack を
立ち上げておけば、複数のツールの使い分けに煩わされること
なく業務を行え、ムダな工数を削減できます」と Slack の業務
効率化の可能性に太鼓判を押します。
一部の部門で行った試行導入の段階での評価では、少なくとも 
10 分 / 日 ･ 人程度の効果があるとの結果になりました。全社
導入により、このようなコミュニケーション文化の変革と各機
能の有効活用が進めば、全社で 1 日あたり約 200 時間分の業

Slack で育まれているオープンなコミュニケーションは、社内
のメンバーが仕事に向き合う姿勢にも、前向きな変化をもたら
しています。

同社では Slack を全社導入するにあたって、一部の部門で 
Slack を試行導入する期間を 9 ヶ月ほど設けました。その後に
行った社内アンケートでは、次のような回答が寄せられました。

「分からないことがあった時、誰に聞けばよいのか、そもそも
聞いていいのか悩むことが多かったが、Slack なら気兼ねなく
安心して発言できる」「発言してもメールでは誰からも反応が
ないことがよくあったが、Slack は絵文字ですぐにリアクショ
ンがもらえたり、コミュニケーションに参加してもらえるよう
になった」こうして発言に対する心理的安全性が高まったこと
で、社員同士の自由な意見交換にもつながっていると言います。

「全社公開の『＃なんでも相談チャンネル』では、担当者が回答
する前に、部門や役職に関係なく知識や情報を持つ人が質問に
回答したり、業務のチャンネルでは、積極的に業務改善の提案
やアドバイスをする光景が見られるなど、当初想像していた以
上に活発なコミュニケーションが広がっていて、ユーザー数が
多ければ多いほど高い効果があるツールだと実感しました」（宮
本さん）

それ以外にもさまざまなチャンネルが立ち上がっており、部門
を横断した横のコミュニケーションはもちろん、現場とマネジ
メント層など縦のコミュニケーションも活性化しています。「私
自身、あるプロジェクトについて、顔を合わせたことがない他
部門の若手と意見を交換する機会がありました。実際に会わず
とも社内にどんな人がいるのかを知り、その仕事ぶりや個性ま
でを知ることができる。全社を横断したジョイントベンチャー
を構成する際に、今後こうしたつながりが大いに役立つはずで
す」と畑さんは話します。

Slack の使い方については、チーム内のコミュニケーションを 
Slack でやってみようと提案したり、Slack を通じて役員にメッ
セージを発信してもらうなど、事務局からきっかけ作りはした
ものの、利用を強制するようなことは行っていないそうです。

分断されたコミュニケーションから
オープンなコミュニケーションへ

社員 1 人ひとりのエンゲージメントや
新たなつながりが促進

で参加した人はそれまでの経緯を追い、最新の情報を正しく受
け取るのに時間がかかる状態でした。

従業員 1,200 名以上を抱える同社で経営、技術開発、新規市場
開拓の推進を担う経営企画本部 経営戦略室 経営戦略課の後藤 
里花さんは「メールに代わるツールとしてビジネスチャットも
試みましたが、参加メンバーを指定してチャットルームを作成
することが前提で、誰もが自由に参加できるオープンな場の実
現とはなりませんでした」と言います。縦割りの組織編成と同
様に、従来のコミュニケーションツールでは周囲の状況を把握
することが難しく、時代に合わせた新たなビジネスを進める上
での障壁となっていたのです。

務効率化につながることになります。
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「気兼ねなく質問ができ、社内にこんな人がいるのだ
なという発見があります。顔は知らなくても積極的
に意見交換ができる、Slack での新しいコミュニケー
ションが始まっています」

八千代エンジニヤリング株式会社
技術管理本部 DX 推進室 室長
畑 浩太 氏

自然に新しいコミュニケーションの文化が浸透していっている
と言えるでしょう。

そんな状況について畑さんは、「私が入社した頃よく見られた
大机に図面を広げ、そこにみんなが集まって意見を出し合う光
景が Slack 上で展開されているようなイメージです。これまで
は会社に来ないと得られなかった情報が、Slack を使えばどこ
にいても同じように受け取れる。多様で柔軟な働き方を実現す
るうえでも、とても重要なポイントでした」と、Slack でのデ
ジタルコラボレーションの成果に対しての実感を語ってくれま
した。

今後、同社は Slack によるコミュニケーション文化の変革を社
外にも拡大していきたいと考えています。「Slack コネクトを使
えば社外の人たちとも安全にコミュニケーションできるので、
顧客や社外の関係者とつながって業務や新しい事業の情報共有
をスムーズに行うなど、多様な活用の可能性を感じています」
と水野さんは話します。

長い歴史の中で、国内外を問わずに官民さまざまな機関や企業
と事業を行い、社会の基盤となるインフラ整備などを担ってき
た八千代エンジニヤリング。同社は多くのノウハウや知見と
いった貴重な財産を未来にも活かし続けていくため、コミュニ
ケーション文化を変革し、人と人のつながりを見直すことで各
部門が継承してきたノウハウを結集させて新しい価値に変えて
いこうとしています。八千代エンジニヤリングの挑戦は、同社
にとってだけでなく、多くの企業にとって示唆に富んだアイデ
アを与えてくれる、意義のある取り組みといえるでしょう。

社外とつながるハブとして
よりスムーズな協業体制を

「専門的な技術を持った企業や機関との協業をより活
性化していくためにも、Slack にはさまざまな人たち
をつなぐハブの役割を期待しています」
八千代エンジニヤリング株式会社
取締役 副社長執行役員 技術管理本部 本部長
水野 高志 氏
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働き方のさらなるヒント

Future Forum

Slack リソースライブラリ

Slack ブログ
Future Forum は、企業がデジタルファーストな世界での働き
方を見直すサポートを行うために Slack が立ち上げた団体です。

futureforum.com    ( 英語のみ）

特定の業界に向けてカスタマイズされたトレーニングガイドや、
自社で Slack をより効果的に活用するヒントが揃っています。

slack.com/resources

Slack ブログ「Slack 日本語版ブログへようこそ！」では、コラ
ボレーション、生産性、変革にまつわるストーリーやインサイ
トを紹介しています。

slack.com/blog

https://futureforum.com/
https://slack.com/intl/ja-jp/resources
https://slack.com/intl/ja-jp/blog

