
日本の働き方の未来
変革に立ち向かう、
レジリエンスの高い組織のつくり方
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リモートワークこそ情報共有が肝心！ 信頼感と生産性を高める仕組みづくり

めまぐるしく変化する環境において、企業が目指すべき新しい働き方とは？   
日本文学研究者・東京大学名誉教授のロバート キャンベルさんと、働き方改
革の第一人者である株式会社ワーク・ライフバランスの代表取締役社長 小室
淑恵さんとの対談に、そのヒントを探ります。

顔が見えないからこそ
信頼を深めるコミュニケーションが大切

キャンベルさん　コロナ禍で働く環境は大きく変わりました。小室さんはどうお過ごしでし
たか。

小室さん　リアルでの対面や移動が減って、ものすごく仕事がしやすくなりましたね。オンラ
インのおかげで日本全国を瞬間移動ができるようになり、講演会の回数も増えました。

キャンベルさん　同感です。でも、経営層の中には「リモートワークとオフィス勤務の従業員
間で不公平が生じるのでは？」と危惧される方も多いようです（次ページ 図 1 ）。

小室さん　当初は私のコンサル先でもよく言われていました。ところが、現場の方に聞いて
みると、まったく気にしてないんですね。むしろ「内勤の通勤コストを減らして、現場の待遇
を上げてほしい」と。さらに、「社長室にこもらず、どこからでも指示を出せるような経営者
の方が有事の際も安心」という声もありました。

キャンベルさん　なるほど。一方で、リモートワークでは社員が本当に働いているのかどう
かわからないという懸念もあります。

小室さん　そこで提案したいのが、「朝メール」「夜メール」（朝メール.com ）の活用です。
これは私たちが起業当初に作った仕組みで、朝にその日の仕事を 30 分単位で報告し、夜
は終わらなかった要因を振り返るというもの。
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小室さん　朝と夜、互いにコメントしあうことで情報や相談の共有、優先順位の見直しが行
え、時間自律性のトレーニングにもつながります。

キャンベルさん　リモートワークだとなかなか自分の状況を伝えきれないところがありま
すが、朝メールで報告しておけば、「今ミーティング中だからメールに返信できないんだな」
ということもわかって安心できますね。

小室さん　お互い疑心暗鬼にならずに済み、信頼関係も深まります。また夜メールでは、 
「今日何千万受注しました！」みたいな報告をすると、みんなからお祝いのコメントが届く。
営業から戻ったその場にいなくても、時間差で喜びを共有できるんですよね。

キャンベルさん　まるで Slack の雑談チャンネルみたいですね。仕事を楽しく円滑に回す
ためにも、リモートワークに雑談を採り入れる仕組みづくりは重要だと思います。

仕事の優先順位と所要時間をみんなで共有できれば、
横槍が入りづらく、すごく仕事に集中できます。（小室さん）

会議で顔を合わせたり、廊下ですれ違う時にかわす言
葉や雑談。それが心配事や嬉しい出来事を共有できる
潤滑油だったわけです。（キャンベルさん）

図 1
「リモートワークとオフィス勤務の従業員間で不公平が生じる」

と懸念する経営幹部の割合

前四半期の 33% より増加

出典： 2021 年 11 月 1 日～ 11 月 30 日に実施した Future Forum Pulse のウェーブ  5  。
回答数＝ 10,737 件



3

リモートワークこそ情報共有が肝心！ 信頼感と生産性を高める仕組みづくり

顔を合わせないリモートだからこそ
自由でクリエイティブな意見を交し合える

小室さん　メールと Slack の大きな違いは、機動力とオープン性。 Slack なら宛名や挨拶
抜きですぐ本題に入れるし、気軽にコメントできる。その上で文章の履歴がそのまま残るか
ら、不適切な発言が減るという利点もあります。

キャンベルさん　実際、メールに代わるコミュニケーションツールの活用は増えていて、
ビジネスパーソンの 42 ％が 6 つ以上のアプリを使用しているようです（図 2 ）。

小室さん　ビジネスコミュニケーションでのチャット機能は社内ブレストにも重宝します。
誰もが思いついたことをポンポン挙げられるのでアイディアも集まりやすいし、コメントや
絵文字の数で良案も可視化できる。何より、メールのような送り間違いも起こらないので安
心です。

キャンベルさん　こうしたコミュニケーションプラットフォームの進化により、ハイブリッド
ワークで仕事を進めるナレッジワーカーの割合も増加しています（図 3 ）。

小室さん　実際に、当社でも2割の社員が移住しました。働く場所と知識を提供する場所
が一緒である必要は全くないんだと実感しています。

子育てや介護など多様な背景を持つ人々が働く現場で
は、誰か一人が最後まで走り切るのではなく、チームでパ
スを回しながら仕事をしていくことが重要。情報やスケジ
ュールを共有し、全体で成果を積み上げられるチームワ
ークを目指しましょう。（小室さん）

図 2

図 3

出典： Slack 「はたらき場所改革に関する調査レポート」より（ 2011 年 11 月実施）。

出典： 2021 年 11 月 1 日～ 11 月 30 日に実施した Future Forum Pulse のウェーブ 5 。回答数＝ 10,737 件。
（* オフィス勤務とリモートワークを組み合わせた働き方）

2021 年 5 月 2021 年 11 月

ハイブリッドワーク の環境で仕事を進めるナレッジワーカーの割合*

使用するアプリの数

 効果的な社外コミュニケーションには、メールに代わるプラットフォームが必要
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キャンベルさん　にもかかわらず、完全オフィス勤務を望む人の割合は、経営層と従業員で
大きく乖離しています（図 4 ）。

小室さん　経営層と従業員の間のズレは色々なところで生じていて、例えば透明性の欠如
もその一つ（図 5 ）。以前、いくつかの企業で匿名参加のオンライン会議を実施したとこ
ろ、若手社員たちからたくさんの意見が集まったんですね。しかも面白い意見にはどんど
ん「いいね！」が付く。経営層や管理職はそこで初めて、社員はこんなことを考えていたん
だと気づいたわけです。

キャンベルさん　リアルでは上司に遠慮して言えなかったことが、オンラインで浮き彫りに
なったと。

小室さん このギャップを埋めるためにも、見えない本音をしっかり引き出して、それに応え
る仕組みづくりを進めていくことが重要だと思います。

キャンベルさん　透明性を高めるデバイスやツールを整備していくことは、これからの働き
方を考える上で必須と言えそうですね。

空間に縛られなければ、人材を募集するときに関東一
円、九州や北海道からでも OK 、あるいは海外だって視
野に入れられます。今一番優秀な戦力を獲りこめるので
す。（キャンベルさん）

図 4

図 5

経営層 従業員

出典： 2021 年 7 月 28 日～ 8 月 10 日に実施した Future Forum Pulse 。回答者数 10,569 人。

出典： 2021 年 7 月 28 日～ 8 月 10 日に実施した Future Forum Pulse 。回答者数 10,569 人。

リモートで働く経営層／従業員のうち完全オフィス勤務を望む人の割合

経営層と従業員の間の大きなズレ：透明性の欠如

コロナ後のリモートワーク方針に
ついて「透明性が非常に高い」と
考える経営層の割合

それに同意する従業員は
半数もいない
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柔軟な働き方と生産性は両立できる！

コロナ禍でリモートワークが普及したことに
より、仕事効率が上がったというキャンベル
さんと小室さん。時間と空間に縛られない働
き方は、個人のポテンシャルを引き出すのみ
ならず、組織全体の底上げにもつながったよ
うです。

これからの企業に求められるのは、誰がどこ
で働いても、いつ働いても、仕事ができる職
場環境づくり。子育てや介護といった個々の
事情があっても、能力のある人が力を発揮で
きるような柔軟な職場環境が求められます。

オフィスでも、自宅でも。朝でも夜でも。ハ
イブリッドに働く人々をつなぐ「Digital HQ」
が、レジリエントな組織を実現します。さあ、
新しい働き方へ！

リモートワークは
組織全体の底上げにもつながる

柔軟な働き方で
多様な人材を登用可能に

Digital HQ で
ハイブリッドな働き方を実現

経営会議の場を会議室からオープ
ンチャットに移したら、従業員のエ
ンゲージメントが向上したんです。
（キャンベルさん）

「これまで時短勤務で働いていた
女性社員が、リモートワークのおか
げで勤務時間を延ばせた」という
声が！（小室さん）
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Slack の Digital HQ がもたらす 3 つのポイント

詳しいお問い合わせはこちら　https://slack.com/https://slack.com/

Point 1  組織の壁を越えた協業を促進
Slack は、部署や拠点、さらには会社を越えたコミュニケーションにも最適。“メール”は 
To や CC など宛先に入っている人しか見られないのに対し、 Slack の「チャンネル」な
らメンバー全員に情報共有でき、組織をまたいだプロジェクトの立ち上げやブレストも
スムーズです。

Point 2  働く場所や時間をもっと柔軟に
Slack をバーチャルオフィスにすれば、どこにいても同じ仕事環境にアクセス可能です。
リアルタイムはもちろん、働く時間を柔軟にする非同期型の情報共有にも適しているの
で、自分のペースで業務を進められます。働き方の常識をアップデートし、ハイブリッド
ワークを推進しましょう。

Point 3  業務の自動化で生産性アップ
Slack なら、日々の定型業務もプログラミングいらずで自動化が可能。また、業務でよ
く使うアプリと連携することで、画面を切り替えることなく幅広いタスクを Slack 上で
完結でき、現在進行中の目の前の仕事にしっかりと集中できます。

で実現する“ ハイブリッドな働き方 ”とは？

Slack を活用した新しい働き方

“ハイブリッドな働き方”を可能にするには、時間や場所にとらわれず、業務の
質を高めながら、社内外の多様な人 と々スムーズにコラボレーションできる環
境が必要です。

そんな環境を目指して生まれたのが、Slack の提唱する「Digital HQ」。いつ
でもどこでも、一人ひとりが自分らしく働けるデジタルな職場環境です。

仕事のコミュニケーションを Slack 上で行うことで、オフィス勤務とリモート
を組み合わせた「ハイブリッドワーク」を実現します。

https://slack.com/

