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近年の厳しいビジネス環境下では、従来のようなコストも時間もかかる大規模な
改革ではなく、短期間に効果創出が可能な業務改革が求められている。その中でも、
新たな業務改革領域として、組織コミュニケーションを対象とした改革のニーズが
高まっている。特に、VC（ビジュアルコミュニケーション）と呼ばれるICTツールを
活用した改革のニーズは増大しており、3. 11の東日本大震災をきっかけとして、災
害時のコミュニケーション手段の確保や、在宅勤務での活用などで、注目を浴びて
いる。しかしながら、VCツールを活用した組織コミュニケーション改革には様々な
課題があり、業務に定着化できている企業は少ない。

富士通総研（FRI）では、組織コミュニケーションのあり方を策定し、新たな業務
とVCツールを定着化させ、効果創出するまでの一連のコンサルティングサービスを
提供している。本論文では、組織コミュニケーション改革における成功のポイント
を小売専門店B社様での導入事例と合わせて紹介する。
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新たな改革領域として注目を浴びる組織コミュニケーション改革

ま　え　が　き

日本の企業は、昨今の厳しいビジネス環境を勝
ち抜くために、競争力強化に向けた改革を盛んに
取り組んでいる。しかしながら、国や経済への不
安による市場低迷、グローバル化による競争激化、
円高による輸出企業の利益圧迫など、利益が出に
くい環境下にあるため、改革の原資が捻出し難い
状況にある。そのため、従来のような、コストも
時間もかかる大規模な改革（例えば、全社BPR、
SCMなど）ではなく、短期間に効果が創出できる
業務改革が求められている。その中でも、新たな
改革領域として“組織コミュニケーション改革”の
ニーズが高まっている。

組織コミュニケーション改革には、VC（ビジュ
アルコミュニケーション）と呼ばれるICTツールが
有効に機能するため、単にVCツールを導入すれば
良いと考えられているお客様が多い。しかし、導
入には様々な課題があり、業務に定着化できてい
る企業は少ない。

我々は、そこに注目し、組織力向上とコスト削
減の観点から現状の組織コミュニケーションを見
直し、VCツールを業務に定着化させ、効果を創出
するまでの一連のコンサルティングサービスを開
発して提供を始めた。

今回は、改革における成功のポイント及び適用
事例について紹介したい。組織コミュニケーショ
ン改革というテーマは、どの企業でも抱えている
共通のテーマであるため適用範囲は広く、今後多
くの企業で取り組まれ効果を上げていくと考えて
いる。

今、“組織コミュニケーション改革”が
脚光を浴びている理由

3. 11の東日本大震災で経験したとおり、災害時
には経営層による迅速な状況把握や対策指示が必
要となるが、災害時には電話が繋がらない、交通
手段を絶たれ集まることができないといった状況
になり、対策が後手に回ってしまった企業は少な
くない。また、震災後の電力不足から、政府の節
電要請を受け、在宅勤務を推進している企業も多
い。以上の理由から、3. 11以降、企業におけるコミュ

ニケーション改革の重要性は増し、脚光を浴びて
いる。

しかし、組織コミュニケーション改革の本質は、
災害時のコミュニケーション対策だけでなく、企
業の組織力向上とコミュニケーションコスト削減
を同時に実現することにあり、その2つの観点で以
前から注目されていた。
（1）競争力強化に必要な組織力向上
① 組織横断的なコミュニケーションの実現

企業活動が複雑化（グローバル化、M&A、多事
業展開、働き方の多様化）する中、従来に比べて組
織的なコミュニケーションが取り難くなっている。
個々の組織の強さだけでなく、組織を横串につな
ぎ合わせてグループ全体のシナジー効果を出して
いく取り組みが、現在の環境下では重要性を増し
てきている。
② 社員のモチベーション向上

企業活動の複雑化に伴い、業務も複雑化し、仕
事やキャリアに対する不安や悩みを抱えている社
員は非常に多い。その社員達の声に耳を傾け、不
安を取り除き、社員のモチベーションを高めて、
売上・利益向上につなげていくことが、人材マネ
ジメントでは重要な施策であり、そのニーズは高
まっている。
（2）求められる短期間でのコスト削減
① コミュニケーションコストの削減

従来の業務改革では、ICT活用により、業務効率
化や時間創出などに一定の効果を生んできた。し
かし、効率化できたものの人員削減には手をつけ
られず、財務的なインパクトは限定的であった。
組織コミュニケーション改革では、出張旅費や通
信コストの削減など、財務に直接インパクトを与
える効果を創出することができるため、新たな改
革領域として注目を浴びている。
② SaaSを活用した即効性のある業務改革

業務改革時にはICTが有効に機能することは周知
の事実であるが、システム構築には時間もコスト
も人材も多大に費やし、投資効果を得るまでには
時間がかかる。そこで、近年、システムを構築せ
ずに、すぐに、安価に、利用できるSaaSが注目を
浴びている。組織コミュニケーション改革に活用
するVCツールは、SaaS形式で各ICTベンダーから
多種提供されており、需要が高まっている。
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コミュニケーション改革を支えるICT

従来、コミュニケーション改革の主流は、音声
通話を主体としたIP電話や、テレビ会議の導入で
あった。しかし、資料が共有できない、初期費用
が高い、設置場所や接続先が限定的などの課題が
あった。それらを解決できるツールとしてVCツー
ルと呼ばれるWeb会議の仕組みが、1990年台後半
ごろから登場した。しかし、当時は、回線の細さや、
PC性能の低さから、音声が途切れて聞き取り難い、
資料共有がスムーズに動かないといった課題があ
り、普及に至らなかった。

しかし、近年のICT進化により、現実的に使える
レベルになってきたため、今改めて需要が増して
いる。また、一般コンシューマ向けには、Skypeや
メッセンジャー、FaceTimeなど、無償のVCツー
ルが提供され、その使い勝手の良さが認知された
ことも追い風となった。その市場規模は、シード・
プランニングの調査によると、2008年は約60億円
であるが、2014年には約180億円、2020年には約1,000
億円となっており、12年間で約17倍に拡大するこ
とが見込まれている（図-1）。

【ご参考】
VCツールとは、PCやタブレットPC、スマート

フォンなどの端末を利用して、遠隔にいる複数の
相手と同時に、音声だけでなく、Webカメラによ
る映像や、資料共有などのビジュアルを活かした
コミュニケーションができるICTツールを意味する

（図-2）。

組織コミュニケーション改革、成功のポイント

（1）組織コミュニケーション改革推進上の課題と解
決施策
これまで述べてきたように、VCツールを活用し

た組織コミュニケーション改革は、現在、多くの
企業で取り組まれ、今後更に増加すると考えられ
る。しかしながら、多くの企業では単なるツール
導入に留まり、本来のあるべき組織コミュニケー
ション改革まで踏み込んで実施できていないのが
実態である。本章では、組織コミュニケーション
改革を推進する上での課題と、解決施策（成功のポ
イント）について紹介する。
① 組織力向上まで踏み込んだ改革

【課題】
組織コミュニケーション改革は、組織力向上と

コスト削減の両面から取り組まれなければ、本来
のあるべき効果は創出できない。しかしながら、
出張旅費削減など、効果の分かり易さから、コス
ト削減の観点でしか取り組んでない企業が多く、
売上・利益向上の効果につながる組織力向上の観
点まで踏み込んだ改革ができていない。

【解決施策】
FRIでは、組織力向上とコスト削減の両面からコ

ミュニケーション改革を実施する進め方を推進し
ている。

組織力向上に向けたコミュニケーション施策を
立案するに当たっては、単に部門間の会議を新た
に作るという安易な施策では、逆に会議自体が目

図-1 国内ビジュアルコミュニケーション市場 図-2 VC（ビジュアルコミュニケーション）

（単位：億円）

出典：シードプランニング 2011年調査「映像・音声会議システム市場動向
　　　と将来予測」を基に弊社作成
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的になってしまいコストアップに陥る。そうなら
ないためには、何のために、何を目標として、部
門間の会議を実施するのかといったテーマ決めが
重要である。企業によって選ぶべきテーマは異な
るため、経営課題分析を行い、テーマを設定する
ことで、その実施の必要性は裏づけされる。
テーマ例としては、在庫適正化を目的とした
SCM組織連携会議、売上向上を目的とした店舗連
携会議、ES向上を目的とした社員の悩み相談会な
ど、様々である。
さらに、新たに設計した会議が形骸化しないた
めには、実施効果をモニタリングするKPI設定が重
要で、一定の効果を生んだ段階で見直しすること
がポイントとなる。
② 現場に踏み込んだ会議体の改革
【課題】
a）	時間の流れとともに会議本来の目的を見失い、
開催することが目的となってしまったムダな会
議は、意外と存在する。しかし、多くの企業では、
会議体の必要性精査など、現場業務にまで踏み
込んだ改革はできていない。

b）VCツールは、その独特な特性を考慮せずに、全
ての会議にそのまま適用すると現場の不満を
招く。

【解決施策】
a）	FRIでは、新たに新設する会議も含めて全会議体
を一覧化し、現場部門を巻き込みながら、会議
の目的や必要性の精査まで踏み込み、改革を実
施している。会議体の現状調査には、整理フォー
マットを用意しており、短期間に検討のベース
資料が作成できる工夫をしている。

b）VCツールを利用した会議は、音声を集中して聞
くため、疲れやすい特性があり、長時間の会議
には向かない（2時間程度が限度）。そのため、リ
アルを前提として設計された会議体は、VCツー
ルが有効に機能するように再設計が必要となる。
例えば、出張費削減のために月1回8時間と設
計された全社店長会議を、毎週2時間ずつ4回に
分けて、旬な情報を基に機動的な店長会議に変
更するなどである。
a）、b）を踏まえ、会議体の改革に当たっては、
現場部門も巻きこんで取り組むことが必須要件で
ある。業務改革の観点も含めて、あるべき会議体

系について議論し、現場の合意を得ることが重要
なポイントとなる。
③ 現場意識の改革（ネガティブイメージの払拭）
【課題】
現場は、新たなシステムの活用を前提として、
現状の業務や会議体を変えることに、ネガティブ
イメージを少なからず持っている。現場のネガティ
ブイメージを払拭せずにシステムを導入しても使
われないといった状態に陥り、目標とした効果は
創出できずに終わってしまう企業は非常に多い。
【解決施策】
VCツールを活用した会議には、それならではの

“コツ”が存在する。FRIは、VCツール利用や導入
の経験から、その使い方の“コツ”を熟知しており、
ノウハウとして整理している。
例えば、会議参加者が分かるように開始時は顔
を見ながら必ず挨拶を実施する、発言を求める時
は名指しで指名する、発言時は誰が発言したか分
かるように名前を言ってから発言するなど、様々
である。
それらのコツを踏まえて、VCツールならではの
会議シナリオの設計を行い、現場への操作教育や
複数回に渡るトライアルを実施することで、リア
ルと遜色の無い会議を演出し、現場のネガティブ
イメージを払拭することが、現場定着化の重要な
ポイントとなる。
（2）改革の進め方
FRIでは、効果的かつ効率的な組織コミュニケー
ション改革を実施するために、上記の解決施策を
盛り込む形で、Ⅰ.	企画検討、Ⅱ.	トライアル実施、
Ⅲ.	運用設計/フォローの3ステップを標準的な進め
方として設計している（図-3）。また、多くのVCツー
ルの中から企業の要件に合致したVCツールを選定
することも重要なポイントとなる。

小売専門店B社様の導入事例

（1）改革の背景
小売専門店B社様は、4つの事業で全国に約500以
上の店舗が存在し、近年では、チェーンストアオ
ペレーションのノウハウを活かした更なる新規事
業展開をされている企業である。店舗数拡大や新
規事業展開などにより、会議や研修など組織的な

2012コンサル集_09.indd   71 2011/10/21   13:04:35



FRIコンサルティング最前線. Vol.4, （2012）72

特集：みんな、つながる

コミュニケーションが取り難い状況になっており、
出張コストの削減を含めたコミュニケーション改
革の取り組みを検討していた。しかし、B社だけで
は効果的な施策が見つからない状況であり、FRIが
組織コミュニケーションの施策立案と実現に向け
た取り組みを支援した。
（2）B社の課題と解決施策、その効果
① 新規事業における組織コミュニケーション改革

新規事業では、店舗が全国に点在しており（5店
舗）、本社へ店長が移動するコスト・時間がかかる
ため、店長会議が開催できない状況にあった。さ
らに、本部が店舗へ訪問する回数が少ないため、
店長にとってみれば、店舗運営に関わる実務上の
不明点をなかなか聞くこともできず、新しい業務
に対する不安は増大していた。そのため、効果的・
効率的に本部・店舗間のコミュニケーションをと
る手段を模索していた。

そこで、VCツール活用を前提とした、店長同士
が業務課題とその有効な解決方法などのノウハウ
を共有できる店長会議を新たに設計することを提
案し、FRIの改革手法を踏まえてコミュニケーショ
ン改革を実施した。改革の中では、VCツールに対
する現場のネガティブイメージを払拭するために、
リアルでの実施と遜色ない会議の設計、事前のマ
ニュアル配布・操作教育、複数回に渡るトライア
ルを実施し、現場への定着化を図った。

結果として、トライアル後の現場アンケートか
ら、ツールの使い易さが90.5点、ツールを活用し
た会議目的の達成度（リアルと比較した場合の理解
度、意思決定のし易さなど）が88.2点と定量的に評
価され、今後の現場で有効に機能することが実証
された（図-4）。
【改革効果】
• 店長が日々抱く業務の悩み解決によるモチベー

ション向上
• 各店舗の成功事例・ノウハウ共有による売上・利

益向上
• 改革による定量効果

前提条件：5店舗、週1回の店長会議
出張費：約1,000万円の削減/年
移動時間：約2,300時間の短縮/年

② 全社的な組織コミュニケーション改革への展開
新規事業での改革効果報告により、経営層の合

意を得て、全社に展開するまで広がりをみせた。B
社の全4事業で、営業所や店舗、物流センターなど
も含めると約520拠点以上になるため、コミュニ
ケーション改革を全社的に展開すれば、拠点間移
動に関わる出張旅費や移動時間などで、かなりの
コスト削減効果があると見込まれた。さらに、営
業エリアを越えた組織間コミュニケーションや新
任店長の悩み相談などの実施により、社員のモチ
ベーションを向上させれば、さらなる売上・利益
向上につながると目論んだ。しかし、新規事業で
利用したVCツールでは、利用人数の制約から新た
なVCツール選定が必要であった。

環境要件に適したVCツール選定は、使い勝手や
定着化の観点で重要なポイントである。実施に当
たっては、VCツール適用を見据えて、全社の既存
会議体の要件（コミュニケーションの開催頻度、参
加人数など）を整理し、組織力向上とコスト削減の
観点から会議体の再設計に現場部門を巻き込みな
がら実施した。

また、VCツールの全社展開時はICT費用も高額
になるため、経営層が納得するツール選定の根拠
が必要となる。FRIでは、30数社のツール比較/ト
ライアル評価の経験を活かし、新たに定義された
業務要件と既存のシステムインフラ要件から、B社
の要件に合致したツールを数社に絞り込んだ。次

図-3 組織コミュニケーション改革の進め方
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新たな改革領域として注目を浴びる組織コミュニケーション改革

に、RFP作成によりベンダーから提案を受け、現
場のトライアル評価も含めて、ツールを最終決定
した。経営層には、ツール選定の根拠を整理して
報告することで、展開計画に対する合意を得るこ
とができた。

B社における最終的な想定効果は、以下の通りで
あり、現在、優先順位が高い部門や会議体から順
次展開を実施している。
【改革効果】
• 社員の悩み解消によるモチベーション向上
• 営業エリアを越えた成功事例・ノウハウ共有によ

る売上・利益向上
• 改革による定量効果

前提条件：4事業、20会議体を対象
出張費：約5,500万円の削減/年
移動時間：約10,000時間の短縮/年

今後の発展

今までVCツールは、会議に使われその効果を発
揮してきた。しかし、現在では、モバイル通信の
ブロードバンド化や、タブレットPC/スマートフォ

ンなどの様々なモバイル端末が普及したことによ
り、VCツールの適用範囲は、飛躍的に広がった。
会議だけでなく、様々な業務で利用することによ
り、その効果は格段に向上できるため、新たな使
い方の検討は重要であり、今後の更なる発展の可
能性を秘めている。最後に、新たな使い方の一例
を紹介する。
（1）PCによる新たな使い方

①オンライン研修、②オンラインセミナー、③
オンラインヘルプデスク
（2）タブレットPCやスマートフォンを活用した新
たな使い方

① 営業支援
現地の営業では説明が難しい専門的な部分を、

本部が遠隔から説明する。
② 現場状況把握、現場指示

本部から店舗につなぎ、混雑度を把握して応援
を送り込み、チャンスロスを防ぐ。

本部から設備保全現場につなぎ、映像を確認し
ながら、現場指示を行う。
（3）震災時における使い方
① 震災時のコミュニケーション手段確保

図-4 トライアル後の現場アンケートの結果

・ツールでは、総合評価で90.5点、使える度85.0点とツール自体の評価は高かった。
但し、事前の設定や操作が難しいという評価もあり、今後の使い込みによる慣れが必要である。
・シナリオでは、総合評価で88.2点、目標達成度も平均87.5点と概ね目的、目標ともに達成できた。
但し、発言時のタイミングがとりづらい、意思決定が難しいという評価があり、今後の使い込みによる慣れが必要である。

・総合的にツールは使えるレベルだが、慣れ
の問題からツールの事前準備や操作に不
安を感じる傾向にあった。

ツールの総合評価
・ツールを使った会議シナリオでは概ね目
的を達成できたが、通常と比較して、発言
のタイミングやディスカッションの意思決
定がしづらい傾向があった。

・参加者の協力もあり、総合的に目標は達成
できたが、複数人での円滑な議論には課題
が残った。

シナリオの目的達成度の総合評価 シナリオの目標達成度の総合評価

議題2 趣旨説明

議題4 ディスカッション

議題3 報告

議題5 議事内容の確認

93.8% 85.0%

85.0% 87.5%

ツール
（90.5%）

理解
（92.1%）

発言
（79.2%）

意思決定
（87.5%）

効率
（91.7%）

88.2点

参加者の
コメント

集計
結果

総評

本部： 実際の会議に適用できて、各店長が意見交換できてよかった。音声もクリアで会議に支障もないため、
 店長同士が積極的にコミュニケーションを図れる環境が構築できたと考えている。
A店長： 各店長の考え（成功事例、悩み事など）を知ることができて有意義だった。次回からも実施していきたい。
B店長： 会議の資料作りが大変だったが、他店長の意見を生で聞き、刺激になった。
C店長： 声だけでなく資料を共有して、各店長の考えを知ることができたため、非常に良かった。
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（100点）

設定
（75点）

影響
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操作
（87.5点）
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（90点）

90.5点

2時間
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特集：みんな、つながる

む　　す　　び

FRIでは、本稿で述べたような組織コミュニケー
ション改革のコンサルティングサービスを提供し
ている。これから飛躍的に拡大する組織コミュニ
ケーション改革の市場を鑑み、更なるレベルアッ
プを図り、お客様ビジネスに貢献する所存である。
今後、組織コミュニケーション改革に取り組み、
単なるツール導入ではなく、あるべき改革とその
効果を創出したいと考えられているお客様に、本
サービスを活用いただければ幸いである。
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（1）シード・プランニング：「2011ビデオ会議/Web会議

の最新動向」2011年3月.

東日本大震災直後の電話は、回線のパンクや、
キャリアの規制によりつながらなかった。その状
況下でもインターネットだけはつながったことも
あり、ネットレイティングス社の調査によると
Skypeの利用は震災前に比べて、707%も拡大して
おり、その効果を発揮した。
また、震災数分後には各経営メンバーが遠隔会
議を実施し、1時間後には被災地を含めた全拠点の
状況を把握して、対策の指示をすることができた
企業もあった。
②	在宅勤務
震災後、各企業は、計画停電や節電対策のために、
在宅勤務を推進しており、自宅から社員同士がコ
ミュニケーションをとる手段としてVCツールはそ
の効果を発揮している。ICTベンダー各社も被災地
支援として、VCツールの無償提供を盛んに行って
いる。

2012コンサル集_09.indd   74 2011/10/27   14:21:44


	最終校_FRIコンサルティング論文集2012_1027
	【確認校】目次_p32



