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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

近年のICTの進歩、グローバル化の進展等により、多くの企業が企業内情報の取り扱いやコミュニケー
ションのあり方の見直しを迫られており、ワークスタイル変革が注目されている。しかし、一言で「ワー
クスタイル変革」と言っても、その定義は各人によって異なる。「変革のイメージを共有できていない」、
または「ICTを単純に導入するだけで十分と認識している」状況で取り組み、効果が得られなかったりプ
ロジェクトが頓挫してしまうことも多い。
本稿では、ワークスタイル変革を我々なりに定義した上で、富士通グループ内やお客様支援で得ら
れた知見により考案した、ワークスタイル変革を成功に導く独自アプローチについて述べる。また、
このアプローチによって得られた効果やその有効性について、事例を通じて紹介する。

豊田哲平（とよだ　てっぺい）

（株）富士通総研
コーポレート基盤事業部 所属
現在、製造業を中心としたワークス
タイル変革などのコンサルティング
に従事。

ワークスタイル変革成功の勘所
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ま　え　が　き

近年ICTは急激な進歩を遂げており、「モバイル」
「スマートデバイス」「ソーシャルメディア」「クラウ
ド」といったトレンドからも分かるように、一般生
活の中にICTを活用した新しいコミュニケーション
形態が普及している。これは、企業における情報の
取り扱いやコミュニケーションのあり方を見直す
ことを不可欠としている。
また、企業を取り巻く外部環境は大きく変化し
ており、グローバル化、多拠点化に伴い「アジアの
台頭」「事業の複雑化」「新興企業や提携先との協力」
「グローバル人材の確保」等への対応が求められて
いる。これらに加え、時代の変遷とともに、「ワー
クライフバランス」「ダイバーシティ」への対応も求
められている。
本稿では、今注目されているワークスタイル変革
の特徴および、企業が抱える課題に対して富士通総
研独自のアプローチを適用することで得られた効
果を紹介する。

ワークスタイル変革とは

ワークスタイル変革の定義は、各人によって様々
である。座席のフリーアドレス化、在宅勤務、スマー
トデバイス活用等をイメージされる方も多いので
はないだろうか。また、BPR（Business Process 
Re-engineering）との違いについても様々な解釈が
存在する。そこで、我々はワークスタイル変革と
BPRについて次のように定義した（図-1）。

BPRは、業務を構成するプロセスに分解し、標
準化可能な定型的プロセスを標準化した上で、最
終的にプロセスの統廃合や組み換えを行い（Re-
engineering）、最適化を図る。
一方でワークスタイル変革は、業務を構成するプ
ロセスに着目するのは同様であるが、プロセス起点
でICT活用度を高め、when（いつ）、where（どこで）、
who（だれが／だれと）、how（どのように）を変更
することで、結果的に業務の効率化等を実現するも
のと捉える。その過程でプロセス整理を伴う場合も
ある。すなわち、BPRではプロセスを統廃合するこ
とが発想の起点であるのに対して、ワークスタイル
変革は最新技術の利活用によりいかに業務を高度

化できるかを起点とした業務改革への取組みであ
ると考える。
図-1ではワークスタイル変革の2つのタイプを示

している。タイプ1は標準化され形式化されたプロ
セスの割合が多い定型業務（購買業務等）、タイプ2
は標準化が難しいプロセスが多い非定型業務（企
画、事業開発等）の変革を指す。タイプ1はプロセ
スの整理が進んでいるため、モバイル活用等により
when／where／whoを変更する議論となる傾向が
強いが、タイプ2ではプロセスが主として属人的で
あるため、コミュニケーション基盤活用や会議の高
度化、情報共有促進等の議論になる傾向にある。

ワークスタイル変革の特徴と進め方

ワークスタイル変革を検討する過程で特徴的な
留意点は、以下の3点である。
●ICT活用が起点
 技術進歩に伴い進化する一般生活環境に追いつ
き追い越すためには、ICT活用が必要不可欠で
ある。
●前例の無いスタイルを支える仕組みが必要
 ワークスタイルの変化に伴い、法規制や社内規
則、情報セキュリティ等の新たな考慮点が生じ
る。これらに対応する必要がある。
●変革の必要性や効果が不明確
 変革後の姿をイメージすることが難しく、従来の
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図-1　ワークスタイル変革の定義
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慣れていたやり方を変えることへの不安や抵抗
感が払拭できない。また、事前に定量的な効果を
示すことも困難である。
上記より、ワークスタイル変革を進める上でのポ
イントは、「ICTソリューションの充実」「企業の制
度／ルールの策定・改定」「変革の必要性や効果の
明確化」の3点と考える。この中で最初に取り組む
必要があるのは、関係者の意識を統一するための
「変革の必要性や効果の明確化」である。

経営層／利用部門／情報システム部門の思い

ワークスタイル変革を進める上での関係者は、
「経営層」「利用部門」「情報システム部門」に大別さ
れる。しかし、各々のワークスタイル変革に対する
思いには大きな差があることが多い。
●経営層
• ワークスタイル変革にICT活用は必要不可欠だと
認識しており、情報システム部門に具体的な検討
を指示している。

• 経営層自身は、変革後のイメージが漠然としてお
り、具体的な定量効果を知りたい。
●利用部門
• コミュニケーションに関して、課題意識はあるが、
漠然としている。どこに要望をあげるべきか分か
らない。

• 慣れた既存ツールを使えればよく、新規ツールの
活用意欲が湧きにくい。
●情報システム部門
• 現行システムを変更する必要性を感じない。
• 利用者からの明確な要望がない限り、システムの
見直しには着手しづらい。

• 現状業務運用できているコミュニケーションツー
ルに比べて優先して導入すべきシステムが他に
ある。

• ワークスタイル変革推進における中心部門に任命
されても、何から検討し、どう進めればよいか分
からない。
ワークスタイル変革は、情報システム部門が推進
役となることが多い。しかし、ICTを導入するだけで、
ワークスタイル変革が進むわけではない。明確な業
務定義が難しいプロセスを対象とすることも多く、
BPRの取組み以上に意識して利用部門を巻き込まな

ければ、運用・定着に至らないという結果を招きが
ちである。「変革前後の姿」「経営層／利用部門／情
報システム部門にとっての効果」「ICT導入だけでな
く、展開・定着化を見据えたロードマップ」等を示
すことで、早期に利用部門も巻き込み、推進部門
を明確化した上で、全社的な取組みとする必要が
ある。

ワークスタイル変革のアプローチ

先に挙げたワークスタイル変革を進める上での
3つのポイントに対し、富士通総研は以下のノウハ
ウを有している。
●ICTソリューションの充実
• 富士通グループが実践しているグローバルコミュ
ニケーション基盤構築における知見を活用・提供
できる。

• 富士通グループであることを背景に、テクノロ
ジートレンドを把握した上で、最適なICTソリュー
ションの選定・提供を一貫して支援できる。
●企業の制度／ルールの策定・改定
• グループ・グローバルにおける情報共有の進め
方・留意点整理等において、内部統制やグローバ
ルICTガバナンス推進、情報セキュリティ等に関
するコンサルティングで培った知見を活用・提供
できる。
●変革の必要性や効果の明確化
• 利用シーンやワークタイプの整理手法を保有して
いる。

• 変革コンセプト事例集・テンプレートを保有して
いる。

• 変革効果を測定するためのKPI（Key Performance 
Indicator）テンプレートを保有している。

• 普及・定着化を考慮した導入・展開の考え方を整
理している。
一方前述のように、ワークスタイル変革にはま
ず経営層への適切なアプローチが必須である。ワー
クスタイル変革は、変革後の姿や効果が不明確と
いう特徴を有するため、よりビジュアル化した成果
物を作成・提示することで、関係者のイメージアッ
プを促し、社内他者に強く訴求することも考慮する
必要がある。
そこで、富士通総研が有する強みおよび筆者のこ
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想を促す。
• デザイナーとの協働により、ワークショップで
出た意見を短時間でビジュアル化する。

 富士通デザインは、そのデザイン力によりワーク
ショップにビジュアルを最大限に活用し、富士通
総研はワークスタイル変革の必要性を訴え、より
実現性を意識した視点での整理を担当する。
●検討の進め方
①ワークショップによるビジョン策定
 事前に参加者が、理想のワークスタイルイメー
ジに近い写真を撮影し、持ち寄る。それらに加
え、我々がストックしている未来のワークスタイ
ル例をビジュアル化したアイデア・ノウハウカー
ドを用い、各自で理想とする働き方像をキーワー
ド化、自分が大切にしたい価値を明確化する。そ
の後、価値観が近い者同士のグループごとに検
討テーマを設定、そこで抽出された重要キーワー
ドに基づいてビジョンを策定する。ビジョン策定
後、他グループとの交流により、さらにアイデア
を膨らませ、再度グループごとにビジョンを検
討・修正する。
②ビジョンを具体化したコンセプトの策定
 ICTを活用した利用シーン等を定義し、変革後の
姿や効果を明確化したコンセプトを策定する。
③アクションプラン策定
 コンセプトをもとに、アクションプランを策定
する。
●効果
• 事前に自主的な写真撮影を依頼することにより、
ワークスタイル変革への関心が低かった関係者の
変革意識を喚起し、潜在的ニーズの顕在化に成功

れまでのコンサルティング経験をもとに、ワーク
スタイル変革プロジェクトを開始する段階での利
用を想定し、お客様の課題（企業が直面している状
況）別にワークスタイル変革を成功に導くアプロー
チ手法を整理した（表-1）。
以降、その適用事例を紹介する。

変革事例 ①

●取組み概要
 製造業A社では、本社移転をきっかけに新しい
ワークスタイルを検討していた。そこで、「新オ
フィスへの移転を契機とした中長期の視点での
ワークスタイル・ビジョンの早期策定」と「ワー
クスタイル・ビジョンを具体化した、実現に向け
てのコンセプトおよびアクションプランの策定」
を行う必要があった。
●課題・要望
 自社の理想とするワークスタイルを描き、現ワー
クスタイルのさらなる改善を目指す。
• 現状の働き方を積極的に変えるための斬新なア
イデアを、利用部門とともに考える。

• 社内他者の望む働き方を共有し、ビジョンの早
期策定を行う。

●適用アプローチ
 未来志向型アプローチ
●役割分担
 未来志向型アプローチは、富士通総研と富士通
デザインが協働するワークショップ中心のアプ
ローチであり、以下が特徴である。
• アイデア・ノウハウカードを活用し、斬新な発

表-1　想定課題別アプローチ一覧

想定課題 アプローチ 概要 
経営層から指示があったが、企
業の理想とするワークスタイル
が描けない

未来志向型アプローチ 
将来的にどうなりたいかに着目し、「ありたい姿」に関するア
イデアを関係者を巻き込んで広く募り、そこから現在とのFit 
& Gap分析を行い、施策を洗い出し、コンセプトを策定する。 

導入・展開・定着化を見据えた
現実的な計画が立案できない 課題解決型アプローチ 過去および現状の課題に着目し、不足部分を補い、更なる改善を行うための施策を洗い出し、コンセプトを策定する。 

最新のコミュニケーションツー
ルを導入したが、使用されてい
ない

利用状況分析型 
アプローチ 

導入したツールの利用状況を把握後、使用されていない理由
の調査や過去の展開・定着化施策を評価し、コンセプトを策
定する。

現行グループウェアから脱却し
たいが、進め方が分からない

現行グループウェア 
分析型アプローチ 

資産移行に伴う影響度を分析後、移行時の施策や方針を明確
化し、コンセプトを策定する。
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③コンセプト策定
 中長期計画実現に向けた方向性からB社が考える
企業内の変化要素を明確化し、テクノロジートレ
ンドを踏まえたコンセプトを策定した。
④会社特性等を踏まえたコミュニケーション基盤
共通化方針策定

 グループ会社個々の特性やツールの機能別にコ
ミュニケーション基盤のグループ・グローバルで
の共通化方針を策定した。この方針に基づき、共
通化パターンを定義し、機能別の共通化範囲やそ
の根拠を明確化した（図-2）。
⑤導入・展開のためのロードマップ作成
 導入・展開のためのステップを明確化し、各ス
テップでの取組み方針やグループ各社が享受す
るメリットを示し、それらを考慮したロードマッ
プや詳細タスクを提示した。
●効果
• 複数の利用部門へのヒアリングにより、情報シス
テム部門以外の様々な観点でワークスタイル変革
に対する課題を把握し、中長期計画実現の方向性
を明確化した。

• B社が考える変化要素と、富士通グループである
からこそ提供できる今後のテクノロジートレンド
を踏まえ、現実的なコンセプトを作成できた。

• 富士通グループにおける実践ノウハウを活用し、
グループ内企業間でのコミュニケーション基盤共
通化範囲を定義し、グループ各社に対する説明根
拠とした。

• 他社での支援経験に基づいて、普及・定着化を考
慮した導入・展開の考え方を整理し、海外拠点の
増加や国内グループ会社再編時に対応したロード
マップや詳細タスクを明確化した。

課題別アプローチの有効性検証

A社の課題に対しては、未来志向型アプローチを
適用した。ワークスタイル変革に関心の低いメン
バーに対しても気付きを与え、各自の思いを早期に
共有でき、新たな発想を引き出すことができたと
考えている。これらのアイデアをもとにしたビジョ
ンやコンセプトを迅速にビジュアル化したものは、
経営層に強く訴求できた。A社からは、「成果物を
活用し、社内ワーキンググループでも有意義な議論

した。
• ワークショップにより、関係者の早期巻き込み
（当事者化）に成功した。また、討議結果をその
場または短期間でビジュアル化し共有することに
より、共通認識が強まり参加者のモチベーション
アップにも貢献した。

• 利用シーンやワークタイプ整理手法、変革コンセ
プト事例集を用い、ビジュアル化されたビジョン
を具体的な変革コンセプトへとシームレスに繋
げ、新オフィスへの移転を前提とした詳細タスク
や今後の進め方を早期に整理できた。

変革事例 ②

●取組み概要
 製造業B社では、中長期計画の実現に向けて、今
後急速な海外拠点の増加や国内グループ会社再
編などが想定される中、スピーディかつ柔軟な対
応を可能とするコミュニケーション基盤の構築
が急務となっていた。そこで、「B社内で整合性
の取れたコンセプトの作成」「グループとして最
適な次世代コミュニケーション基盤の定義」「ア
クションプラン策定」を行う必要があった。
●課題・要望
 実現性と普及・定着化を考慮した具体的な計画を
策定する必要がある。
• 中長期計画を支えるコミュニケーション基盤
として、どの機能をどの範囲でグループ・グ
ローバルの共通基盤として提供すべきか明確に
する。

• 普及・定着化のための施策・進め方を整理する。
●適用アプローチ
 課題解決型アプローチ
●検討の進め方
①利用部門へのヒアリング
 現行コミュニケーション基盤の利用実態を把握
するために、情報システム部門だけでなく、複数
の利用部門に対してもヒアリングを実施した。
②課題整理および実現の方向性検討
 ヒアリングから得られた現行コミュニケーショ
ン基盤の利用実態をもとに、ワークスタイル変革
に関する課題を抽出・整理し、中長期計画実現に
向けた方向性を検討した。
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ワークスタイル変革の効果

ワークスタイル変革の効果として、関係者がそれ
ぞれの立場で考える効果は、以下の通りに整理でき
る（表-2）。しかし、これらは定性的な効果もしく
は効果測定に多大な時間を要するものが多い。
富士通総研では、施策ごとにKPIテンプレートと
フィールドワーク手法も活用した効果測定モデル
を有しており、これらの活用が期待できる。今後こ
の実績を重ねることで、お客様のベンチマークを可
能とするようにしていきたい。

今後の取組み

●課題別アプローチテンプレートの拡充
 お客様の業種／職種／部門／ワークスタイル変
革に取り組むきっかけ／現在の検討フェーズ等
に対応したアプローチ方法をきめ細かくするこ
とや各アプローチを融合させることで、ワークス
タイル変革を効率的かつ効果的に行う。

ができる」との声をいただいており、モバイル活用
やペーパーレスに関する取組みに派生した。

B社の課題には、課題解決型アプローチを適用し
た。現実的な落とし所に悩んでいる段階にあるお客
様に対するアプローチである。富士通グループなら
ではの実践経験と技術力を活かすことにより、ツー
ルの共通化範囲を明確化した上で、全社展開・定着
化の考え方や詳細タスクを提示できた。B社からは、
「全社に対する説明根拠や展開・定着化順序が明確
になり、トライアルに進める」との声をいただいて
おり、グループ各社におけるトライアル導入の円滑
化に貢献できた。
課題別のアプローチ整理に基づいてお客様の状
況に最適な進め方を決めるため、作業方針の決定は
迅速であり、的確な成果物例を事前に提示すること
で、プロジェクトの進行を円滑化できる。両事例は、
プロジェクト期間が1～ 2か月と非常に短期間で完
了できたことからも課題別アプローチは有効であ
ると考える。
また、ワークスタイル変革で重要な、関係者を巻
き込んだ全社的な取組み化にも大きな効果をあげ
ることができた。

パターン
本社 拠点 グループ会社

グループ外企業／
仕入先等

部門内 部門間 国内 海外 国内 海外 国内 海外

A

B

C

■共通化範囲パターン

使用用途 機能 パターン 理由

共通アプリ

会議室予約 C

スケジューラー A

ワークフロー C

リアルタイム
コミュニケーション

TV会議
B

Web会議

インスタントメッセージ
A

プレゼンス

■機能ごとの共通化範囲設定理由

全グループ共通

本社＋拠点共通 グループごと

本社共通 各社ごと

適用対象外もしくは
グループ外企業／仕入
先等との調整が必要

各社ごと地域
単位拠点ごと

「理由」は、別途整理しているツール共通化の
基本的な考え方の中から、該当するものを選択する。

図-2　共通化パターンおよび共通化範囲設定理由（例）
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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

タイル変革を支援することで、まだ残されている企
業の生産性向上余地を最大限に活用できるよう貢
献していきたい。
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む　　す　　び

ワークスタイル変革の定着のためには、「ICTソ
リューションの充実」「企業の制度／ルールの策定・
改定」「変革の必要性や効果の明確化」をバランスよ
く進め、特に新たなICTへの抵抗勢力となりがちな
年配者の常識を変革していくことが重要である。そ
のためには、情報システム部門によるツール更改単
独のプロジェクトではなく、全社的な取組みとして
進めなければならない。お客様の課題に則して柔軟
に対応できる課題別アプローチを活用しワークス

表-2　関係者別ワークスタイル変革の期待効果

関係者 期待効果 
経営層 •業務の効率性が高まることによる、ホワイトカラーの生産性向上 

•緊急時の在宅勤務による、業務継続能力の向上 
•遠隔拠点とのコミュニケーションによる、出張コスト削減 
•ペーパーレス化による、紙コスト削減 

利用部門 •外出先からでもWeb会議に参加可能であり、意思決定スピード向上
•様々なニーズや知見を迅速に収集・共有・活用可能
•他部門・他拠点とのスムーズな情報共有の実現
•出張先や在宅での勤務が可能となり、場所の制約を受けない 

情報システム部門 •グループ・グローバルでのICT統合による、ICTガバナンス確立およびセキュリティ強化
•コミュニケーション基盤標準化による、拠点の容易な統廃合 
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