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働き方の大転換を生き抜くには はじめに

はじめに

今、何が起こって 
いるのか？
パンデミックによる衝撃の 1 つは、これまで想像も
しなかったことがあっという間に避けられなくなっ
たことです。

世界で最も伝統的な企業でさえ、72 時間も経たな
いうちにオフィスでの勤務から在宅体制へと移行し
ました。「仕事をする」という言葉の定義が変わりつ
つあることを誰もが目の当たりにしているのです。

移行はとても目まぐるしいものでした。あらゆる業
界の企業が、数時間、数日、数週間で、新たなシナ
リオのようなものに足を踏み入れました（パンデミ
ックのシナリオがあればよいのですが！）。

その後自体が急変するなか、企業の焦点は「事業を
継続する」ことから、まったく新しいビジネスモデル
を描くことへと移りました。多くのビジネスではまず
基本を確立し、その後マズローの心理的欲求のピラ
ミッド（5 ページ目を参照）を駆け上がっていくよう
にニーズのヒエラルキーが見直されました。

そうこうしているうちに、チームの働き方があまりに
も根本的に変わったため、ノーマルに戻るという考
えはあっという間に捨て去られたのです。
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みんなで、一緒に
突然訪れた非常事態のなか、評価の高い企業の多
くが新たな優先事項に対処すべく似たような取り組
みを始めました。それら取り組みのスタート地点は
企業によってバラバラであったものの、Slack では
そこに共通するテーマや課題があることに気づいた
のです。 

私たちはこれまで「一緒に働く方法」をずっと考え
てきたこともあり、それら企業のリーダーと話すよう
になりました。そして Slack 社内で起こっている変
化にも気づくようになったのです。

そこでの話には、最高のビジネスリーダーが備えて
いる困難からの回復力（そして誠実さと思いやり）
が表れていました。それはとても興味深く勇気づけ
られるもので、今後の参考になる内容でした。

そしてこれをきっかけに、今後働き方がどう変わる
のかや、なぜ変わるのか、そしてその変化に対して
企業やチームのリーダーができることについて、私
たちは会話を続けることにしたのです。

皆さんの組織がこのガイドを活用し、新しいアイデ
アを出すきっかけになると嬉しいです。

加速する変化
パンデミックが始まって以来、私たちは仕事の世界
であらゆる変化を目にしてきました。その根底にあ
るテーマを 1 つ選ぶとしたら、「加速」でしょう。

この状況で登場した働き方のアイデアは、根本的な
変革や急な方向転換を迫るものではありません（も
ちろんそうした例も多くありますが）。すでにあった
ものが、以前に比べてとても速いスピードで実現し
ているのです。

私たちが目にしているのは、まったく新しい働き方
ではなく、すでに起きていた変化が急激に加速して
いる様子です。

まずは、ここに至るまでの移行期間に隠れていた教
訓から見ていきましょう。
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企業の危機とマズローのピラミッド
企業が大きな危機に陥ると、心理学者アブラハム・マズロ
ーの「欲求の 5 段階」とよく似たステージを辿ります。

世界でパンデミックが起きた最初の数週間で、私たちはこ
のパターンがとても速く進むのを目にしました。

マズローによると人間の欲求は、下から生理的欲求（食料
や住居など）、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実
現欲求という順で積み上がります。

これが危機に直面した企業の場合、次のようになります。

多くの企業では、これらの段階を進むなかで回復力、アジ
リティ（機敏性）、準備を重視するようになります。そうす
ることで次に危機が起こったときに、ピラミッドの一番下
から始めずに済み、よりよい形で仕事をピークの状態にす
ばやく戻すことができるのです。

では、ここからは仕事における変革がどのようにスピード
アップしているのかを掘り下げていきましょう。私たちが
考える、あらゆる企業が今重点を置くべき 5 つの大事なポ
イントについても見ていきます。

事業継続

仕事効率化

企業文化

創造性

脱却

事業継続
つながり、コミュニケーション、顧客にサー
ビスを提供する能力 

仕事効率化
目標、方向合わせ、プロジェクトの継続、コラ
ボレーション

企業文化
従業員体験、健康で安心できる生活、価値観、
リーダーシップ、エンゲージメント

創造性
新しいソリューション、回避策、方向転換  

脱却
イノベーション、新しいビジネスモデル、新たな
機会
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5 つの加速
加速 1

オフィスの時代の終焉
ナレッジワーカー（知識労働者）の時代は、仕事と
はオフィスでするものでした。

これは理にかなっています。やるべき仕事があり、そ
のためにほかの人（や物）が必要な場合、それらの
人（や物）を 1 か所に集めるというのはいい考え方
です。そうして町が都市へと発展し、だだっ広いオ
フィスが細かく仕切られていきました。

その後、仕事は進化します（インターネット、メー
ル）。

そして進化はさらに続きます（クラウド、SaaS）。

それでも私たちは、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車や
交通渋滞に耐えてオフィスに通勤していました。

新しくコラボレーションツールが登場した時、その
どれもがリモートワークでも「オフィスにいるかの
ような生産性をリモートワークで実現！」と謳って
いました。 まるでオフィスがチームワークにとって
理想的であるかのように考えられていたのです。こ
れは、オフィスのなかで起こっていることになんと
かついていくという従来の考え方に代わるものでし
た。

しかし、オフィスは生産的に仕事をするために欠か
せないものではなくなりました。効率や費用対効果
が悪く、ワークライフバランスも実現しづらいから
です。

「寝室は 1 日のうち 3 分 
の 2 の時間使われていま 
せん。リビングは 8 分の 7 の
時間、オフィスビルは 2 分 
の 1 の時間空いているので
す。今回はそのことを考えさ 
せられました」
R. Buckminster Fuller 氏
アーキテクト、システム理論家、作家、デザイナー、
発明家
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「本社から離れること 
＝リモート」ではない

この 10 年間、3 つの大きな力によって、オフィスは
仕事を効果的に進めるのに理想的な場所だという
前提が揺らぎ始めました。

 – モバイルネットワーク、スマートフォン、ノートパ
ソコンによって、建物に縛られずに仕事ができる
ようになりました。

 – クラウドコンピューティングと VPN によって、
仕事に不可欠なアプリケーションやデータはす
べて、どこからでも認証を使って安全に利用で
きるようになりました。

 – コラボレーションプラットフォームによって、場
所を問わずにあらゆる仲間とつながり、会話に 
アクセスできるようになりました。

これら 3 つの力によって、仕事をする場がオフィス
である必要はなくなっていました。これまで私たち
はただ、そのことに気づいていなかっただけです。

今回のパンデミックをきっかけに、その変化は 5 
～10 年前倒しで起こり、わずか数か月で成し遂げら
れました。そしてこのことが仕事のあらゆる面、特に
企業文化（5 つ目の加速）に影響を与えています。
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ニューノーマル :  
ハイブリッドな働き方
パンデミックにより、いくつかの説得力のある事実
が注目されるようになりました。それらの事実はす
でに多くの企業が気づいていたことで、次のような
ものです。

多くの従業員は在宅勤務の柔軟性と自律性を気に
入っている。親は子どもと過ごす時間が増えます。
介護をしている人は、必要に応じて柔軟に対応でき
ます。さらに、通勤している人はその時間の人生を
取り戻すことも…。
80% の従業員が、少なくとも一部の時間は在宅勤
務をしたいと考えています。
出典 : State of Remote Work 2019、Owl Labs

多くの場合、在宅勤務で生産性が上がる。生産性
が失われるのではないかという懸念は、多くの企業
にとって杞憂であることがわかっています。それどこ
ろか、リモートワークでは仕事の生産性が大幅に高
まる場合が多いことがわかりました。
Prodoscore の調査では、コロナ禍でのロックダウ
ンにもかかわらず、生産性が 2020 年に 47% 向上し
たことが示されています。
出典 : Prodoscore

自宅以外でも仕事はできる。つまり、どこからでも
働けるということです。空港、カフェ、顧客のオフィ
ス、祖父母の家の裏庭、ホテルのロビー…。
顧客や従業員の自宅に近いサテライトオフィスやテ
レワークハブが、本社という 1 つの場所に代わる選
択肢として利用されるようになっています。

リモートワークはコストを大きく減らす。オフィス
の費用や交通費、駐車場代、さらに食事や移動の
時間は実質のコストですが、これらは顧客に届ける
価値とは直接関係がありません。
「従業員が実働時間の半分をリモートワークに切
り替えると、一般的な雇用主は従業員 1 人あたり年
間で平均 11,000 ドルを削減できます。その主な要因
は、生産性の向上、不動産コストの削減、常習的な
欠勤や離職率の低下、そして災害対策の改善です」

出典 : Global Workplace Analytics :  
Telework Savings Calculator

オフィスは大量の二酸化炭素を排出している。 
建物だけでなく、多数のオフィスにおける冷暖房、
そして通勤などが気候温暖化の原因となってい 
ます。
「在宅でできる仕事を担当していてリモートワーク
を希望している人が、今の半分の時間でも在宅勤務
をすれば、ニューヨーク州の全労働者が自動車通
勤をやめた場合と同じくらいの温室効果ガスが削減
できるでしょう」
出典 : Global Workplace Analytics :  
Telework Savings Calculator

すべて合わせると、これは強力なビジネスケースで
す。そして多くの企業がこのことに気づいています。

https://www.owllabs.com/state-of-remote-work/2019
https://www.businesswire.com/news/home/20200519005295/en/
https://globalworkplaceanalytics.com/roi
https://globalworkplaceanalytics.com/roi


9

働き方の大転換を生き抜くには 加速 1 : オフィスの時代の終焉

世界のリーダーの声

「職場が許すのであれば、希望者全員が在宅勤
務できるようにするべきです。新型コロナウイル
スのパンデミックが終わった後も、です」
Hubertus Heil 氏

ドイツ労働大臣
Reuters、2020 年 4 月 26日

Groupe PSA では、リモートワークを定期的ある
いは時々行う従業員の数が 18,000 人に増えま
した（2016 年では 2,500 人）。テレワークによる
勤務時間は 300 万時間を超え、約 50 万時間の
通勤時間を節約できたことになります。
Groupe PSA、2020 年 5 月 6 日

「本日をもって、Shopify はデフォルトでデジタ
ルの企業になりました。新しい現実に向けてオ
フィスを再編するため、2021 年までオフィスを閉
鎖します。それ以後は、ほとんどの従業員が恒久
的にリモートワークとなります。オフィスを中心
とする考え方は終わったのです」
Tobi Lutke 氏
Shopify、CEO
Twitter、2020 年 5 月 21 日

「（ロックダウンによって）これまで計画にあっ
た構想を加速させることができました。そのなか
には『エキスパートの在宅勤務』構想も含まれま
す。これは、サポートセンターのスタッフがオフィ
ス以外の場所で働けるようにするものです」
Mark Baylis 氏
Optus、VP of Customer Care
The Australian Financial Review、2020 年 4 月 17 日

「1 つのビルに 7,000 人を集めるという考えはも
う過去のものかもしれません」 
Jes Staley 氏
Barclays、CEO
BBC News、2020 年 4 月20 日

「従業員が分散することでスピードが落ちると
いう心配はしていません。本社に全面的に依存
しない企業になる必要があると考えています」
Jack Dorsey 氏
Twitter、CEO
The Telegraph、2020 年 5 月 12 日
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「従来のオフィスで働く場合と比べて、リモートワー
カーは生産性が低いというのが一般的な想定でし
た。しかし、当社で職場データを収集、統合、分析
したところ、そうではないとわかったのです」 
Crisantos Hajibrahim 氏
Prodoscore、Chief Product Officer
BusinessWire、2020 年 5 月 19 日

「社会人の 82% が週に 1 日以上は在宅勤務した
いと考えており、57% は週 3 日以上の在宅勤務を希
望しています」
LinkedIn、Censuswide Survey、2019 年 9 月

「外出が制限される前は、一
般的に在宅勤務はキャリア
を重視していない人の選択肢
だと見られていました。しか
し、調査ではそうしたイメー
ジとは正反対の結果が出まし
た。オフィスに毎日通勤する
よりも、柔軟な働き方の方が
生産性が高いことがわかった
のです。

これまで柔軟な働き方を選
んだ従業員を一線から外して
いたマネージャーも、現在は
在宅勤務でどれほど生産性
が上がるか身をもって体験し

ているほか、テクノロジーのお
かげで常にオフィスにいる必
要がなくなり、出張もさほど
必要がなくなることも実感し

ているでしょう」
Jennifer Petriglieri 氏
INSEAD、Associate Professor
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次にやること :  
リモートワークをどう進めるか
学ぶ
完全リモート体制に移行できる準備が整った企業
はほとんどないかもしれません。ただ、オフィスワ
ークとリモートワークを組み合わせることを真剣に
検討する企業はますます増えています。

その理由は、人材の確保、生産性の向上、コスト削
減、環境への配慮などです。

今こそハイブリッドな働き方モデルについて、少なく
とも検討すべき時です。そのなかには在宅勤務だけ
でなく「働く場所を問わない」という選択肢も含ま
れます。つまり、1 か所に集まらない働き方をよりう
まく推進していくということです。

• 従業員の希望を調査する : 在宅勤務または混合
モデルを歓迎する従業員の数と、オフィス以外で
働きたい日数を確認します。

• ほかの雇用主を見る : より柔軟な働き方のモデ
ルがあれば、採用競争で大きな利点になるかも
しれません。あるいは競合他社に追いつく手段
になることも！

• 突然のリモート移行を試験導入だと考える : 全
員が在宅勤務となった数か月間に、うまくいった
ことといかなかったことを洗い出します。そこか
ら学んだことをまとめて共有し、新しいガイドラ
インにしましょう。

• 新しいイベントを作る : 「経営層に何でも聞こ
う」の時間やバーチャルコーヒーアワーなど、従
業員をつなげる新しい取り組みを導入し、1 か所
にいないことのマイナス面を補います。

「どんな場所にいても、移動
中でも、タブレットやモバイ
ルデバイスで生産的に仕事を
進められるようになりました。
これは勤務時間がより流動
的になってきたということで
もあります」
Tom Price 氏
Man Group、CTO
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加速 2

新しい指標、アジリティ（機敏性）
ここ数世紀の間、規模の経済が市場を支配してい
ました。最初に大きくなった企業が、最小のコスト
で最高のリソースを総取りし、市場シェアを食い尽
くしていたのです。またそれらの企業は堀を巡ら
せ、新規参入を阻むことで現状を維持していまし
た。

現在も、規模が大きいことは優位であるものの、デ
メリットとなる可能性もあります（例えば、900 か所
もの支店を抱える銀行は、完全デジタルのモバイル
バンキングのスタートアップに対して苦戦を強いら
れるかもしれません）。

パンデミック以前から、アジリティが新しい指標に
なったことは明らかでした。どの市場でも、顧客の
最も近くに留まり、よりよいサービスのために最も
すばやく方向転換できた企業が勝者となるからで
す。

現在はどの市場でも、アジリティを高めるための取
り組みが大幅に加速しています。そのなかでもいい
ニュースは、レガシーに縛られていたグローバル企
業でさえ、自社のアジリティが思っていたよりもずっ
と高いと気づいたことです。

1983 年に S&P 500 だった金融業以外の
企業のうち、2013 年もなお上位層に残っ
ていたのは 10 社に 1 社もありませんで 
した。

出典 : McKinsey & Company

「大きく変化する世界のなか
で、ビジネスにおいて根本的
な強みとなるのが組織のアジ
リティです。アジリティとは、
個人やチーム、組織があらゆ
る課題に対応できるように変
革を続けながら、目指す方向
を揃えられる能力のことです」
Stewart Butterfield
Slack、CEO 兼共同創業者

「不確実な世界へようこそ！」
Philippe Silberzahn 氏
リヨン大学

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations
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ニューノーマル :  
すばやい成功
状況が流動的で不確実であるほど、組織のアジリ
ティがいっそう価値あるものになります。アジリテ
ィがビジネスの強みだということはずっと以前から
理解されていたものの、方法論や行動方式として登
場したのは最近のことです。

アジャイルの方法論は、製造業からソフトウェアエ
ンジニアリングまで、さまざまな分野にすでに大き
な影響を与えてきました。今や幅広い仕事に、スク
ラム、カンバン方式、DevOps、デザイン思考、アジ
ャイルプロジェクト管理などから取り出された考え
方が広がっています。そして、その結果がすべてを物
語っています。

ビジネスリーダーは以前の方法に急いで戻ろうとす
る代わりに、仕事をもっと無駄なく、アジャイルに、
回復力と「反脆弱性」を備えたものにする方法を求
めて、アジリティを強化しているのです。

「反脆弱性は回復力や強さを
超えます。回復力があれば、
衝撃に耐えて元に戻ることが

できるでしょう。でも、反脆弱
性があれば、よりよい状態を
生むことができるのです」
Nassim Nicholas Taleb 氏

『反脆弱性 : 不確実な世界を生き延び 
る唯一の考え方』著者



14

働き方の大転換を生き抜くには 加速 2 : 新しい指標、アジリティ（機敏性）

次にやること :  
ビジネスを再考し、アジリティに合わせて最適化する
これからの 10 年間は、アジリティが最も高く、反応
速度の速い企業が最高の企業となるでしょう。しか
し、たまたまそうなれるわけではありません。その
ような企業は、アジリティを高めるためにすでに積
極的に行動しているのです。

そこで、今こそアジリティを加速させる次の要素に最
適化するときです。

 – より速い意思決定。スピーディに動けるよう、組
織からヒエラルキーと官僚主義を取り除きます。

 – 現場の権限を強化。本社の仕事はすべての意思
決定を下すことではありません。仕事を進める従
業員が適切な意思決定をできるよう、必要な 
データを渡してサポートすることです。

 – 戦略的アラインメント。アジリティが機能する
のは、安定した場所から方向転換する時だけで
す。そのためには、アラインメント、つまり組織全
体で同じ価値観やミッション、戦略を共有し、目
指す方向が揃っている必要があります。

 – アジャイルなマインドセット。回復力やアジリ 
ティを養うトレーニングは、生産性や効率向上
のトレーニングとは別物です。新しいスキルのほ
かに、継続的な改善に向けた新たな姿勢が必要
です。

アジリティは常に組織の強みとなるものでした。 
それが今では体系化された方法論になり、あらゆ 
る場所の開発チームで活用されています。

McKinsey Agile Tribe は、影響力の大 
きかった記事のなかで、会社とは説明 
責任と行動指向を中心に作られた有機 
的組織だという考えを紹介しています。

出典 : McKinsey、Five Trademarks  
of Agile Organizations（2017 年）

アジャイル型組織は、機械としての組織ではなく、有機体です。

「機械」としての組織
から...

...「有機体」としての
組織へ

トップダウ
ンの階層

官僚主義

詳細な指示 サイロ

すばやく変
革、柔軟な
リソース

「垣根や系列」は重要
ではなく、アクション
にフォーカス

チームは全面的な説
明責任を中心に構築

リーダーシップが方向
性を示し、アクション
を起こせるようにする

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 3 : 組織はますますオープンに

加速 3

組織はますますオープンに
多くの国において、現代の仕事は産業革命から引き
継がれた伝統的なトップダウン式のビジネス文化が
発達したものです。

 – 意思決定は密室においてほぼ上級管理職だけで
行われていました。

 – 情報へのアクセスは厳しく管理されており、公開
も慎重でした。従業員が高度かつ専門的な仕事
を進めるのに、背景となる情報が必要だとは思
われていなかったのです。

 – 新入社員には、手間や設備などコストのかかる
方法（ミーティングや電話など）で入社手続きや
研修を受けてもらう必要がありました。

メールにはこうした仕事のスタイルが自然と引き継
がれ、それを実現する手段となりました。送信者に
よって始まり優先順位が決められる 1 対 1 の閉じ
たスレッドのメッセージは、情報を厳しく管理して
従業員に意思決定に関わらせないようにするには
いい方法でした。

現在、多くの国でボトムアップの企業文化が登場
し、パンデミックがその傾向を加速しています。こ
の文化では、オープンであることが基本です。多く
の意思決定が公開フォーラムで行われるため、その
媒体としてメールが選ばれることはめったにありま
せん。

この新しいオープンな文化が加速している主な背景
として挙げられるのが、優れた顧客体験の提供が迫
られていることです。もし、カスタマーサービス担当
者が顧客に返金するだけのために 5 段階の承認を
得なければならないと、単に顧客を逃すことになる
でしょう。

HubSpot はオープンで透明性のある企
業文化を大規模に実現した事例としてよ
く紹介されています。その成功の理由は、
その文化が顧客を中心に築かれたことで
す。HubSpot の企業文化について詳しく
は、カスタマーストーリーを参照してくだ
さい。

「良い企業文化作りの一環と
して、世界中のすべてのチーム
で透明性と自律性が常に重
視される環境作りを目指して
きました」
Jeetu Mahtani 氏
HubSpot、SVP of International Operations

https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/hubspot
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 3 : 組織はますますオープンに

ニューノーマル :
仕事がますますオープンに
今後、従業員がもっと権限を持って主体的にビジネ
スに関わっていくという流れは避けられないでしょ
う。そこから期待される効果は非常に大きく、次の
ようなものがあります。

 – 十分に情報があることでよりよい意思決定がで
きます。

 – 自分たちの仕事が自社のミッションの一部だと
感じられ、従業員のエンゲージメントが向上し
ます。

 – 全員が自社の戦略とチームの優先事項を理解
し、チームの目指す方向がしっかり揃います。

 – 顧客や市場の変化に対応してすばやい方向転換
が可能になります。

 – 関連するすべての会話を 1 か所で確認できるた
め、新しいメンバーへの研修をより低コストで
効率的に実施できます。

 – 部門や企業の間でスムーズなコラボレーション
が可能になります。データや知識、プロセスがサ
イロ化して仕事を妨げてしまうことはありませ
ん。

昔ながらの指揮統制型のリーダーシップスタイルは
この先もしばらく続くでしょう。環境によってはそれ
が欠かせない場合もあります（例えば海底油田掘
削など）。しかしここでも、トレンドはオープンに誰
でも参加できる方向へと加速しています。

「人々をつなぎ、スピーディに
動き、エンゲージメントを高
めたいなら、会話をオープン
にしてください。メールの中 
に閉じ込めていてはいけま 
せん」
Andrew Walsh 氏
Iress、CEO

「一番現場に近い人が情報を
持つことが組織のスピードを
高めます」
田中離有氏
株式会社カクイチ、代表取締役社長兼 CEO

企業の垣根を越えてチャンネル
を共有する
1 つの企業だけでなくエコシステムで価値
を提供する「拡張された企業体」の登場
で、パートナー、サプライヤー、顧客の組織
間で安全にコラボレーションすることが求
められています。（これを実現する最もシ
ンプルな方法は、チャンネルを共有するこ
とです）。

https://slackhq.com/slack-connect
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 3 : 組織はますますオープンに

次にやること : 
社内の風通しを良くする
高く評価されている企業の多くは、従業員が経営チ
ームのために働くものだと思っていません。特に優
れたリーダー層は、自分たちこそ従業員のために働
いていると思っています。Robert K. Greenleaf 氏
が提唱したサーバントリーダーシップと、 
Simon Sinek 氏の『リーダーは最後に食べな 
さい！ ―最強チームをつくる絶対法則』で示さ 
れた影響力のある内容はどちらもこの考え方に 
基づいています。

従業員に尽くすためにまずやりたいのは、彼らが仕
事を進めるのに必要な情報を提供すること、そして
ナレッジ共有を促進するオープンな職場環境を作
ることです。

 – 働く場所にかかわらず、誰でも参加できるよう
にする : 本社で働いている人だけをひいきしな
いようにします。

 – 社内コミュニケーションを見直す : コラボレー
ションに使うツールによって、仕事をどう進める
かが必然的に決まります。

 – 全員参加のコミュニケーションを増やす : そし
てあとから参照できるように保存しておきます。
（「Twitter がバーチャル全社会議に Slack を
活用」を参照）。

 – 「話す」と「聞く」を同じくらい簡単にする : 双
方向にオープンであることが大切です。

「新入社員を短期間で生
産的にする鍵は、同僚との
情報ネットワークをすばや

く作れるようサポートする
ことです」
MIT Sloan Management Review

50 年の歴史を持つメール
メールはこれまでよく使われてきまし
た。今後もある種のコミュニケーショ
ンには役立つでしょう。しかし最近は
部門の垣根を越えたスピーディなコ
ラボレーションが求められており、メ
ールがそれに向いているツールだとは
言えません。

ここで私たちが伝えたいのは、オープ
ンな全員参加の文化を目指す企業で
は、メールに代わってチャンネルベー
スのメッセージ（Slack でできるよう
なもの）が急速に広がっているという
ことです。

Slack の CEO 兼共同創業者である 
Stewart Butterfield は次のように考
えています。「すべてのコミュニケーシ
ョンをチャンネルに移行すれば、どこ
に質問すればよいか、誰に進捗を共
有すればよいか、どこで最新情報が
把握できるのか、誰でもわかるように
なります。その効果はかつてないほど
のものです」。

https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
https://simonsinek.com/product/leaders-eat-last/
https://simonsinek.com/product/leaders-eat-last/
https://slackhq.com/twitter-goes-remote-with-slack
https://slackhq.com/twitter-goes-remote-with-slack
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 3 : 組織はますますオープンに

「経営層と現場の従業員との間に
物理的な壁はありません。あえてそ
うしています。当社では、従業員が 
CTO や共同創業者に文字どおり直
接連絡し、自分が進めているプロジ
ェクトについてさくっと質問すること
ができるのです」
Katie Burke 氏
HubSpot、Chief People Officer

「ロックダウンが始まってから、毎
日 2 分間の動画を撮り始め、それを 
8 週間続けました。さらに Slack で 
#CEO チャンネルを始め、そこで毎日
その動画をシェアし、ちょっとした報
告や今起こっていること、当社の対
応、計画に対する進捗などを伝えて
いったのです。きっかけはパンデミッ
クでしたが、このようなオープンなコ
ミュニケーションのメリットはあらゆ
る場面に応用できると思っています」

Didier Elzinga 氏
Culture Amp、創業者兼 CEO
オーストラリア版 Slack セッションより、2020 年 5 月

誰もがつながりを求め
ている
Slack の 「ナレッジワーカー意識調
査」 では、ビジネスの全体像を把握
することはもはや経営層だけの領域
ではないことが明らかになりました。
企業戦略を定期的に共有すること
と、従業員が自社を高く評価するこ
とには直接的な相関があるとわかっ
たのです。その評価は「キャリアアッ
プ」「コラボレーション」「コミュニ
ケーション」「テクノロジーの有効利
用」「生産性」「従業員の士気・満足
度」「従業員教育」「ワークライフバ
ランス」「職場文化」「フィードバック
に対するオープンさ」などさまざまな
項目に上りました。

https://slackleaderspanel.splashthat.com/Slack
https://slack.com/intl/en-gb/state-of-work
https://slack.com/intl/en-gb/state-of-work
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 4 : 息切れを迎えたアナログ業務

加速 4

息切れを迎えたアナログ業務
「デジタル変革」はパンデミックが起こるずっと前
から進んでいたことです。しかしこの数か月で、完全
リモート体制に突然移行したことで、多くの企業の
変革が一気に何年分も加速しました。

その一因は、「パンデミックによる方向転換」が変
革を最も必要とするプロセスをあぶり出したことで
しょう。それは、紙やホワイトボード、そして判子な
どを使う手動のアナログプロセスのことです。

すでにデジタル化していたプロセスはシームレスに
在宅体制に移行できたものの、紙ベースの手動プロ
セスは移行できないことに多くの企業が直面したの
です。

例えば、「バックエンド」でのプロセスや、より重要
な顧客対応チームの仕事がそうでした。支払い担当
チームは押印作業のために月に 2 回オフィスに出
勤しなければならなかったし、顧客への返金や請
求処理は非常に扱いづらいものでした。

多くのリーダーにとって、解決のスイッチはもう入っ
ていました。しっかりと練られたデジタルプロセス
は回復力があり、アジャイルで透明性が高いもの
です。手動のプロセスではなかなかそうはなりませ
ん。

「優先事項とデジタル変革の
スピードとのバランスが、かつ
て見たことのないものへと変
わっていくでしょう。今回の
危機で、デジタル化している
ことがこうした事態への備え
となることが実証されました。
変革しなければ、世界が変化
したあとも昔ながらの方法か
ら抜け出せなくなり、事業を
続けられなくなるのです」
John Roese 氏
Dell Technologies、CTO、ZDNet より、2020 年 5 月
 

「ビジネスモデルの再考が必
要になるでしょう。どのシステ
ムにもかなりの無駄がありま
す」

Mark Drasutis 氏
IAG、Chief Digital Officer
オンライン Slack セッションより、2020 年 5 月
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 4 : 息切れを迎えたアナログ業務

ニューノーマル : 
全プロセスを例外なく見直す
デジタルワークが加速すると、営業、カスタマーサ
ービス、マーケティング、人事、開発、財務などあら
ゆる部門や分野が変わります。

しかしそれ自体はデジタル化ではありません。それ
らは新しい仕事の現実や顧客と従業員両方からの
新たな期待を考慮して練られた変革戦略です。

具体的には次のような新しいプロセスが次 と々生ま
れます。

 – 自動化 : 人の介入がいらなくなるワークフローが
ますます増えます。

 – 連携 : アプリ間でデータを通信し共有するよう
になります。

 – クラウド対応 : オンプレミスの管理者やオーバー
ヘッドが不要になり、セキュリティリスクがなく
なります。

 – モバイルファースト : デスクトップだけでなくス
マートフォン向けの設計になります。

「OECD による最近の推定に
よると、10 件中約 1 件の仕
事を自動化でき、それ以外 
の 25% も自動化の結果とし
て大きく変わる可能性があり
ます。それと同時に、ほかの
部分でビッグデータスペシャ
リストやアプリ開発者、ソーシ
ャルメディア管理者、IoT アー
キテクトなどの新たな仕事が
登場しています」
OECD、Going digital : Making the 
transformation work for growth and well-
being、2018 年 4 月
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働き方の大転換を生き抜くには 加速 4 : 息切れを迎えたアナログ業務

次にやること : 
バラバラの仕事を連携させる
手動プロセスは見つけるのが簡単です。しかし急に
発生した新たな変革の波もあります。それは、ソフ
トウェアやクラウドサービスの急増で断片化した仕
事をきれいにまとめることです。

各部門がとりあえず目先の問題解決を目指すと、業
務アプリケーションがどんどん増えていきます。そ
れによって各部門で大きな効果を得られる一方、結
局はデータや知識、プロセスがさらにサイロ化して
しまいます。こうした断片化によるコストはすでに目
に見えるものでしたが、パンデミックによってそれ
がさらにはっきりと見えるようになりました。

次の波は、アプリをどんどんつなげてバラバラの仕
事を連携させることです。次のことを実現するため
のアプリの新たな連携方法を考えてみましょう。

 – あるアプリでしきい値を超えると、別のアプリで
アラートがトリガーされる。

 – ステータスが変わると関連するシステムすべてに
自動的に反映される。

 – 今使っているアプリから離れずに関連アプリを
簡単に「覗く」ことができる。

単なるアプリ同士の連携でも効果があるかもしれ
ませんが、規模は拡大できません。多くの企業で
は、バラバラの仕事を連携させるのにチャンネ 
ルベースのメッセージプラットフォームが使わ 
れています。

新たなセキュリティの課題
リモートワークの普及によって、業務アプ
リが急増し新世代のサイバー攻撃も生まれ
たほか、データプライバシー法も相次いで
登場しました。それが重なり、どの企業に
とっても新たな脅威のランドスケープとな
っています。そのため、セキュリティは仕事
を連携させる骨組み部分に組み込んでおく
必要があります。あとからつけ足すのでは
手遅れです。

「企業はものすごいスピード
でデジタル化し、ものすごい
スピードで自動化しています」
Jake Schwartz 氏
General Assembly、共同創業者兼 CEO
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加速 5

優先すべきは企業文化
パンデミックによって誰の目にも明らかになったこ
とがあります。それは、明確な価値観に沿った強い
文化を持つ企業はいち早く方向転換してよりよい形
に進化し、うまくいっているということです。

企業の成功の背景に常に強い文化があることは確
かです。そして企業文化は、劇的に変化する不確実
な世界や分散化した働き方が標準となった世界で
も、ますます重要になっています。

今、リーダーは企業文化の力を目の当たりにしてい
ます。または全員が文化をしっかり共有していな
い、あるいはその文化が機能していないことが足か
せとなることを実感しているかもしれません。そして
これによって文化醸成を加速させるスイッチが入っ
ています。

しかし、リモートワークの世界で強い企業文化を作
って浸透させることは本当に難しく、どのマネージャ
ーも今その答えを求めています。

今や、企業文化は人事部門だけの問題ではありま
せん。役員会、人事部、そしてすべての事業部門の
問題です。

「会社として大事にする行動や
信念を決め、全員にそれに沿
ってもらうこと。たとえ文化だ
と思っていないようなことで
も、そうした行動や信念は会
社のコア部分にとって欠かせ
ないはずです」
Brittany Forsyth 氏
Shopify、SVP of HR

「企業文化とは各自が考えて
行動するときの指針となり 
ます。従業員ハンドブックに
書かれていない部分を拾い 
上げるものなのです」

Frances Frei 氏、Anne Morriss 氏
Harvard Business Review
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ニューノーマル : 
企業文化の醸成は役員が取り組むべき最優先事項
高い評価を得る企業では、良い文化が難なく実現
しているように見えます。それはまるで強力なリー
ダーシップと良い人材を採用したことによる当然の
結果であるかのようです。

しかし水面下を見れば、優れた企業文化は積極的
かつ意識的に作られ、育まれ、維持されていること
がわかります。優れた文化とは、文化に投資するこ
とで生み出されるのです。

多くのリーダーがリモートワークの普及で懸念して
いたのは、企業文化をどう維持し発展させていくか
ということでした。ニューノーマルが台頭するなか、
リーダーたちは文化を作り伝えていく新たな方法を
見つけようとしています。

自社文化の変革を加速するためには、次のような課
題を改善するための具体的なステップを検討してみ
ましょう。

 – 心理的安全性 : アイデアを安心して共有できる
環境を作ります。

 – 実験 : 試して考える文化を作ります。正しい失敗
なら問題なく、間違いさえも褒めるという文化で
す。

 – 自律性 : 中央で行っていた意思決定を現場に任
せます。その際、明確なルールではなく、文化や
価値観に基づいた意思決定ができるようにしま
す。

 – 多様性 : さまざまな経歴、視点、経験を持つ人た
ちをつなげたときに起こる魔法を活かします（後
述の「認知の多様性」参照）。

もちろん企業文化とはこうした課題解決に留まるも
のではありませんが、これらの領域で一層加速する
でしょう。
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次にやること : 
企業文化に投資する
企業の文化はそれぞれであるように、文化の加速方
法も企業によって異なります。

しかし、顧客やビジネスリーダーとの会話でよく出
てくる課題はいくつかに絞られます。

今こそ、次のことに投資するときです。

従業員体験 
以前より従業員体験は成功を促進する大事な要素
ですが、今では全員がオフィスにいることを前提と
しない新しい形に変わりつつあります。また、「ワー
クライフバランス」という理想も実現し始めていま
す。

継続的なフィードバック 
以前は、歩き回ってエンゲージメントを測ったり、
パフォーマンスレビューを年次会合だけで行ったり
することが可能でした。それが今急速に変わりつつ
あり、エンゲージメントアプリや継続的にフィード
バックを集めるプラットフォームもいくつも登場して
います。

従業員自ら行う学習と能力開発 
チームが分散化するなかで、学習プログラムは「実
行手順」を学ぶものから「考え方」を学ぶものへ
と進化しつつあります。そのなかで加速しているの
は、ソフトスキル、非公式のマイクロラーニング、自
律的なキャリア形成などです。

リモート採用とグローバルな人材プール 
物理的に集まって仕事をしなくなると、潜在的な人
材プールの範囲が飛躍的に広がります。しかし、リ
モート採用と、優れた候補者体験を作る方法をマ
スターする必要があるでしょう。

分散チームの文化を育む場 
文化とはミーティングだけで生まれるものではな
く、ランチ中や給湯室でも生まれます。さらに、も
ともと文化的な目的で作られた Slack チャンネル
（#ceo_ama や #自宅での子育て、#lgbt_フォーラ
ム、#podcast_おすすめ、など何でも）でもエンゲ
ージメントの向上が見られます。

「今、企業文化が自然に生ま
れていても、将来はリーダー
が計画的に作ることができま
す。文化や価値観というコア
に基づいて、未来に向けて方
向転換して成果を上げている

リーダーや組織は、今回の危
機を切り抜け前に進んでいく

でしょう」
Rose Gailey 氏
Heidrick Consulting、Global Managing Partner
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明らかになった無意識の偏見
意識の高いリーダーにとって、パンデミッ
クはこれまで気づかなかったたくさんの偏
見に気づくきっかけになりました。フルタイ
ムで勤務しながら子どもの世話をしたり、
看護や介護をしたり、厳しい状況で生活し
たりするなど、従業員が大きなプレッシャ
ーを抱えているとわかっていながら、それ
を従業員体験の問題ではないように無視
することはできません。

さらに「病気でも出勤」したり、リモートメ
ンバーより本社で働く人をひいきしたりす
ることの影響も表面化しています。

優れた従業員体験は利益に 
つながる
Forrester で Principal Analyst を務める 
Samual Stern 氏は、優れた従業員体験に
よる 3 つの大きなメリットを明らかにしま
した。

• ビジネスの成果が高まります。仕事のパ
フォーマンスが上がり、従業員がより自
分で考えて動くようになるからです。

• 従業員の離職率が下がり、採用コスト
を減らせます。Starbucks は離職率を 
1% 下げるごとに 170 万ドルの削減にな
ると推定しています。

• よりよい顧客体験につながります。 
2016 年のイェール大学の調査では、
あるレンタカー会社のネットプロモー
タースコアに、従業員のエンゲージメン
トが大きく影響していたことがわかりま
した。

出典 : 「従業員体験の改善を 
優先しないなら、あなたは方 
法を間違えている」、 
Forrester、2018 年 10 月

「あまりにも長い間、企業はエンゲー
ジメントに重点を置いてきました。し
かしエンゲージメントは原因ではな

く、結果です。92% の従業員が、生
産性が上がった唯一にして最大の
要因は優れた職場体験だったと答
えています。優れた職場体験がエン
ゲージメントを促進し、そうすること
でパフォーマンスが向上するのです」

Paul Burrin 氏
Sage People、VP 

「仕事を探す過程で、より意義のある
職場体験が求められていることは
明らかです。彼らは適正な給与を望
んでいるだけでなく、自分に合った
価値観や、心から支持できるミッシ
ョンのある企業で働きたいとも思っ
ているのです」

Christian Sutherland-Wong 氏
Glassdoor、CEO

「Changing Face of HR」レポートより、2020 年、Sage
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認知の多様性について
考え方は人それぞれです。

パンデミック後の仕事に関する会話では、認知の多
様性がもたらす価値に対する意識が明らかに高ま
ったことがわかります。

私たちはよく「内向型」や「外向型」などとざっくり
単純化しがちですが、実際それらの違いはもっと微
妙です。

大事なのは、急速にチームが分散化したことで、さ
まざまな仕事の進め方が人によって有利にも不利に
もなることが見えてきたことです。

 – 会議の場では目立たない人が、メッセージチャン
ネルでは圧倒的に大活躍するかもしれません。

 – 「ブレインストーミング」を嫌っている人が、「ブ
レインライティング」セッションでは誰よりも貢
献することがあります。

 – Zoom が好きな人が嫌いな人より優れているわ
けではありません。ただ単に違うだけです。

Slack では以前より、チャンネルベースのメッセージ
プラットフォームという環境では内向型の人が活発
になる可能性があることに気づいていました。今、
多くのリーダーがこのことを目の当たりにしていま
す。そして認知的により多様なチームと、そんなチー
ムをサポートする新しいコラボレーションの方法を
求めているのです。

「Twitter で初めて行われたバーチャル全
社会議では、注目すべき成果がありました。
それは、人前ではあまり質問しなかったメン
バーが、積極的に発言するようになったこと
です。『これまでマイクを持って発言するこ
とに自信がなかったメンバーが、積極的に声
を上げるようになったのです』と、Twitter の 
Vice President Of People である Jennifer 
Christie 氏は話します」

「Twitter がリモート移行とバーチャル全社
会議に Slack を活用」からの引用

https://slackhq.com/twitter-goes-remote-with-slack
https://slackhq.com/twitter-goes-remote-with-slack
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最後に

スピーディに、前へ
今回紹介した 5 つの加速は、あらゆる企業が今すぐ
重点を置くべき最重要項目であることは間違いあり
ません。

いずれも Slack がユーザー企業の皆さんや評価の
高いビジネスリーダーから話を聞いて出てきた内容
です。

これらはいずれも、パンデミックによって「生み出さ
れた」わけではありません。

しかし、パンデミックによってそのすべてが劇的に
加速しています。

今回紹介したもののなかで、特に響いたものがある
かもしれません。

変化のスピードについていくため、他社よりも多く
の取り組みが必要になるものもあるかもしれませ
ん。

しかし、明らかなことが 1 つあります。それは、かつ
てない速さで仕事の進め方が変わっているというこ
とです。

業界を問わず勝ち残るのは、変わりゆく仕事の形を
しっかり把握し、古い考え方を手放して、「ニューノ
ーマル」がもたらす新たなチャンスを完全に受け入
れられる企業だと私たちは確信しています。

そして、皆さんもそんな企業の 1 つであると信じて
います。そしてその変化を起こすためのサポートは
お任せください。

Slack メンバー一同



Slack について
Slack は、企業に向けたチャンネルべースのメッセージプラットフォームです。仕
事に必要なメンバーや情報、ツールを 1 か所にまとめることで、皆さんの仕事を
よりシンプルに、より快適に、より有意義にします。FTSE 100 にランクインする
企業から身近な小売店まで、世界中で何百万もの人が Slack を使ってチームを
つなげ、システムを連携させ、ビジネスを加速しています。

本内容は情報提供のみを目的としたものであり、拘束力のある文書ではありません。購入の決
定に際して本内容に依拠しないでください。すべてのプロダクトや機能の開発、リリース、タイミ
ングは 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。


