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近年、業種や規模を問わず、多くの企業がワークスタイルの変革を模索している。社員が働く環境を改善しながら、企
業としての競争力を維持・向上させるには、社員1人ひとりの、そして組織全体の業務効率を従来以上に高める必要が
ある。そこで期待されるのが、社内チャットツールや Web 会議ツール、ファイル共有ツールなどの活用だ。今回の特集
では、これら組織内の情報共有を効率化する ICT ツールを「情報共有ツール」と総称し、最適なツール選定や有効活用
のためのポイントを解説しよう。

基礎講座

2019年に働き方改革関連法が施行されて以来、社員
の働き方を見直す動きが多くの企業に広がっている。
一口に「働き方改革」と言っても、そこには「長時間
労働の是正」や「多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形
態を問わない公正な待遇」など、幅広いテーマが含ま
れている。そのすべてに対応しつつ、かつ企業とし 
ての競争力を維持・向上させるのは容易なことでは 
ない。

労働環境の改善と生産性の向上を両立させるには、
就業ルールの改訂や評価制度の見直しといった体制 
整備に加えて、日々の仕事の進め方、すなわちワーク
スタイルにもメスを入れる必要がある。そこでポイン
トとなるのが、業務効率を低下させる原因を究明し、
その解決に最適な情報共有ツールを導入・活用するこ
とだ。各種ツールによって非効率な業務から解放され
ることで、業務効率が改善されるのはもちろん、社員
のストレスも軽減され、さらに生産性が向上するはず
だ。具体的にイメージしやすいよう、特に顕著な課題
について、情報共有ツールによる解決策とともに見て
いこう。

1．非効率な移動
遠隔地への出張や、他の事業所での会議に参加する

ための移動時間を、もっと有効に活用できないかと考
えている人は少なくないだろう。Web会議ツールなど
を積極的に活用することで、場所や距離に左右されな
い効率的な働き方が実現できる。

なぜワークスタイル変革に情報共有ツールが 
必要か

2．非効率な情報検索
業務上必要な資料や書類を探して、膨大なフォルダ

を1つひとつ開き続けたり、メールの履歴を延々と追
い続けたり。そうした経験は、多くの人が思い当たる
のではないだろうか。ドキュメント管理ツールなどを
活用し、こうした非効率を削減することで、より本質
的・生産的な業務に注力することが可能になる。

3．業務の重複による非効率
異なる部署の社員が、同じような資料をそれぞれ別

個に作成していたというケースは、気付いていないだ
けで、多くの企業で生じているもの。個々の社員に
とっては重要な業務だろうが、組織全体で見れば、ど
ちらか一方に任せて、もう一方は他の業務にあたった
方が、はるかに効率的だ。個々の業務内容を把握する
タスク管理ツールや、既存資料を全社で共有するファ
イル共有ツールなどを活用することで、こうした組織
的な非効率を削減できる。

このように、社員1人ひとりの、ひいては組織全体
の生産性向上に寄与する情報共有ツールだが、メリッ
トはそれだけではない。新たな価値創造を導きやすい
環境づくりも期待できる。

効率化によって生み出された時間を、より創造的な
仕事に向けられるのはもちろん、情報共有ツールに
よって必要な知見・情報を社内各部署からタイムリー
に、しかもより多く収集できるため、高付加価値な成
果をスピーディーに導くことが可能になる。さらに、
それら成果を容易に検索・再活用することも可能であ
り、規模の大きな業務であれば効率的な分業・連携も
可能だ。

ワークスタイル変革を支える情報共有ツールワークスタイル変革を支える情報共有ツール
～生産性の高い組織作りに寄与するツール選定・導入のポイント～～生産性の高い組織作りに寄与するツール選定・導入のポイント～
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基礎講座

「人材確保のため」「法対応のため」といった“守り
の姿勢”ではなく、「組織全体の生産性を高め、競争力
や価値創造力を強化するため」といった“攻めの姿勢”
で取り組むことに、ワークスタイル変革の真の意義が
ある。情報共有ツールはその実現に向けた大きな武器
となり得ることが、ご理解いただけただろう。

情報共有ツールには多種多様な機能があり、近年で
は、複数の機能をパッケージしてグループによる協業
を支援する「グループウェア」と呼ばれる商品も普及
している。提供するベンダーや商品によって呼び方が
異なる場合もあるが、情報共有ツールで何ができるの
か、その機能を実用例とともに紹介していこう。

1．社内SNS、チャット、掲示板
メールアドレスやIDなどを介してつながったメン

バー同士が、ネットワークを通じてタイムリーに情報
交換できるコミュニケーションツール。ほとんどのツー
ルがモバイル端末にも対応しているため、外出先や出
張中でもタイムリーな情報交換が可能だ。

それぞれの違いは曖昧なところもあるが、社員のみ
を対象としたものがSNS、取引先やパートナーなど社
外関係者も含めるものがチャット、双方向でのやり取
りよりも情報発信を主体としたものが掲示板、という
のが大まかな定義だ。いずれも「部署のみ」「プロジェ
クト関係者のみ」などメンバーを自由に設定でき、セ
キュリティに配慮しながら情報交換できるとともに、
テーマや案件ごとにスレッドが別れているため、過去
の経緯も容易に確認できるメリットがある。メールが
1対1、もしくは1対複数のコミュニケーションなのに

情報共有ツールの機能と種類

対し、社内SNSやチャットは複数間での迅速な対話が
魅力で、音声会議や画面共有、メッセージ配信などの
機能も充実している。

社員全員を対象にできるツールもあり、メールアド
レスを知らない、さらには直接顔を合わせたこともな
い社員同士が情報や意見を交換できるため、社内の情
報共有を活性化させる効果も期待できる。

2．Web会議
ネットワーク経由で距離の制約を受けずに意見交換

を行えるWeb会議は、コロナ禍による移動制限を受け
て一挙に広まったので、ほとんどの読者が一度は利用
したことがあるだろう。

会議に出席するための移動が省けるのはもちろん、
拘束時間も少ないのでスケジュール調整も容易になる。
会議室の予約などの準備に要する負担も削減でき、交
通費の削減などコスト面でのメリットも大きい。資料
共有機能を備えているため、必要な書類を事前に配布
する手間もなく、ペーパーレス化も促進できる。

また、海外など遠隔地からも容易に参加できるため、
従来は参加が難しかったメンバーとも意見交換ができ
るのも大きなメリットだ。

実際に使用して「必要な会議をタイムリーに開催で
きるので、意思決定のスピードが上がった」との感想
も聞かれるように、その利便性と効率改善効果の大き
さから、テレワーク環境にとどまらず、アフターコロ
ナでも積極的に活用しようという企業が増えている。

3．ファイル（ドキュメント／動画）共有
ドキュメント（文書）から動画まで、多種多様なファ

イルを案件別、テーマ別など検索しやすい形式で一元
管理するのがファイル共有ツール。ファイルにタグ付
けすることで半自動的に分類・整理されるため、ス

コラム１ 情報共有ツールの普及を加速させた4つの要因

近年、情報共有ツールが急速に普及し
ている要因として、まず挙げられるの
が、本文でも触れた働き方改革や、そ
の背景にある労働人口の減少といった

「社会的要因」だ。テレワークを一気に
普及させた新型コロナウイルスの感染
拡大もここに含まれるだろう。
一方で、「経営的要因」も普及を後押し
している。定型業務の効率化がほぼ限
界まで進んでいる中、さらに競争力を高
めるには、非定型業務の生産性を高め
るほかない。情報共有ツールをいち早
く導入した企業からは、こうした危機意
識が顕著に感じられる。 
また、クラウドによるSaaS形式での提供
や低価格化など、ツールを開発・提供す

る側の技術革新によって、より導入しや
すくなっていること、すなわち「技術的
要因」も挙げられる。機能の強化・拡
充も含めて、今後もさらなる進化が期待
できる。
最後に挙げられるのが「環境的要因」。
情報共有ツールを活用できるのも、PC
やモバイル端末が1人1台レベルで行き
わたり、高度なセキュリティを施された
大容量ネットワークで情報をやり取りで
きる環境が整備されていればこそだ。
これら4つの要因を踏まえると、情報共
有ツールの普及は“時代の必然”であ
り、今後はいかに使いこなすかが問われ
るだろう。

情報共有ツールの普及要因
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ピーディーな検索が可能。また、ファイルの内容に 
応じて閲覧者を制限できるため、セキュリティに配慮
しながらスムーズでタイムリーな情報共有が可能に 
なる。
「関係者への一斉メールにファイルを添付するのとど

う違うのか？」といった声も聞こえるが、日々、膨大な
メールをやり取りする状況下では、数日後に当該メー
ルを探そうとしても容易に見つからないといったケー
スも起こりがちだ。また、メールに添付したファイル
は送信された関係者全員の端末に残るため、改竄や情
報漏洩のリスクも高くなる。その点、ファイル共有ツー
ルであれば、データ自体は管理元のサーバにあり、必
要に応じて参照するため（ダウンロードには権限を設
定可能）、こうしたリスクも軽減できる。

4．タスク・スケジュール管理
社員個々のタスクやスケジュールはもちろん、参加

するチームやプロジェクトのスケジュールも同時進行
で管理できるので、優先順位を確認しながら、より効
率的な働き方が可能になる。終了確認もできる「ToDo
リスト」機能があれば、やり忘れや伝達ミスなどの防
止にも効果的だ。

関係者全員のスケジュールを一目で把握できるため、
ミーティングなどの時間調整も容易なうえに、予定と
現状を比較してスケジュール遅延などのトラブルを事
前に察知することも可能。さらに、蓄積したデータを
社員の評価や経営分析にも活用するなど、様々な使い
方ができる。

5．その他
このほかにも、上司の承認や関係者への確認といっ

た申請・決済の流れを迅速化する「ワークフロー管理
機能」や、あるテーマについて社員の意見を募り、回
答を収集・分析する「アンケート機能」など、多種多
様な機能を持ったツールが登場している。

今後も業務上のムダ・非効率の改善に寄与する新た
な機能が次々と登場することが期待されるので、ツー
ル導入時には搭載する機能の全体像を把握し、宝の持
ち腐れにならないよう注意したい。

情報共有ツールは多種多様な商品が登場しており、
どれを選べばよいかわからないという人も少なくない
だろう。ここからは、最適な情報共有ツールを選定・
導入し、社内にしっかり定着させるためのポイントを
解説しよう。

まず、情報共有ツールの選定にあたっては、どのよ
うな点に留意すべきだろうか。社員数や拠点数などの
企業規模、社内の管理体制、社員のICTリテラシー、
さらには予算・コストも含め、検討すべきポイントは
多岐にわたるが、何よりも重要なのが導入目的を明確
にすることだ。

実際、情報共有ツールについて相談を受ける際、そ
の動機を聞くと、「既存のツール・システムが更新時期
を迎えて使えなくなるから」といった消極的な理由や、

「情報共有ツールを導入すれば便利になると聞いた」と
いった曖昧な理由も少なくない。あるいは「情報共有
を効率化／活性化したい」との目的はあっても、どん
な情報を、どのように共有したいのか、現状の情報共

情報共有ツールの 
選定・導入にあたっての留意点

コラム２ 情報共有ツールの定着に欠かせない、
トップダウンとボトムアップの好循環

情報共有ツールを導入する際の重要テー
マの1つに、「いかに定着させるか」があ
る。新しいツールを使い始める際の心理
的ハードルは意外に高いため、しっかりし
た目的意識が社員に共有されていなけれ
ば、容易に定着しないものだ。せっかく
導入した情報共有ツールを「宝の持ち腐
れ」にしないよう、経営層には、達成すべ
き目標や改善すべき課題を社員と共有し、
「なぜ、このツールを使うのか」、ひいては
「なぜ、ワークスタイルを変革しないとい
けないのか」を社内に浸透させる必要が
ある。そのプロセスを詳しく見ていこう。
本文でも触れたように、経営層に求めら
れるのは「1人あたりの売上高10％アップ」
「残業時間を30％削減」といった経営目
標を示すこと。その達成には何が必要か、
社員1人ひとりが日々の仕事の進め方を

検証し、その結果を経営層にフィードバッ
クすることで、改善すべき課題や必要な
ツールが明確になる。社員にとっては、自
ら考え、発信した内容がツール導入につ
ながったことが実感できるため、業務上の
変化も受け入れやすくなるわけだ。
さらに、実際にツールを使用した感想や意
見を吸い上げ、分析することで、より使い
やすくするためのルールや環境を整備した
り、一部の社員による先進的な活用法を、
まだ使いこなせていない部署に展開したり
できる。
このように、トップダウンによる方針・ビ
ジョンの共有と、社員1人ひとりの改善意
欲が1つとなり、両者の意見交換によって
PDCAサイクルを回すことができれば、情
報共有ツールを社内に定着させ、業務改
善の成果を導くことができるはずだ。

経営層と社員の意見交換によるPDCAサイクル

従業員経営層

①経営目標を社内に発信

③課題解決に適したツールを導入

⑤意見や感想を踏まえた施策を実施

②現場レベルでの改善点を報告

④ツールを積極的に活用し、意見や
感想を報告
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基礎講座

有にどのような課題があるのかなど、具体的なレベル
にまでは落とし込めていない場合がほとんどだ。

目的を具体化するうえで重要なのが、経営層と現場
の社員との意思疎通だ。経営層はまず、達成すべき経
営ビジョンや目標を描き、社内に発信する一方で、そ
の達成を阻害する要因を現場から吸い上げる必要があ
る。それら要因を分析することで、例えば、「情報伝達
ミスによる遅延が多い」のであれば、タスク・スケ
ジュール管理が使いやすいツール、「属人化しがちな
ノウハウを全社で共有したい」のであれば社内 SNS 
やファイル管理などの機能が充実したツールなど、改
善手段として最適なツールを選ぶことができる。

こうしたプロセスを踏むことで、社員にとってもツー
ルの導入目的が明確になるため「導入したけれども現
場が積極的に使いたがらず、定着しなかった」という
事態を避けることにもつながる（コラム2参照）。情報
共有ツールについて検討する際は、ぜひ、このプロセ
スを意識してほしい。

富士通では、約10年前からワークスタイル変革に取
り組み、テレワーク環境の整備やデジタルコミュニ
ケーションの強化、社員の意識改革などを推進。その
一環として、2013年より、グローバル共通のコミュニ
ケーション基盤を統一し、2017年にはマイクロソフト
社のクラウドサービス「Microsoft365（当時はOffice 
365）」へ移行した。

それまでグループ各社でバラバラだったコミュニ
ケーション基盤が統一されたことで、海外も含めたグ
ループ企業間での情報共有がスムーズになるとともに、
組織や国境を超えたコミュニケーションが活性化。異
動や出向などの際も、以前の職場と変わらぬ環境で働
けるため、より柔軟な人材配置が可能になった。さら
に、アカウント数が数倍に拡大したことで単価も下が

富士通の取り組み

り、本社で一括管理することで各社の負担軽減にもつ
ながるなど、多くのメリットを実感している。

このように、富士通はワークスタイル変革に率先し
て取り組む一方で、自らの経験をベースに、お客様の
ワークスタイル変革を支援。情報共有ツールについて
も、目的を明確化するためのコンサルティングから、
最適なツールの選定・提案、導入後の定着化サポート

（図1参照）まで、トータルに支援している。
コンサルティングに際しては、「Microsoft365」をは

じめとしたツール導入ありきではなく、ツール導入以
外の選択肢も含め、課題に応じた最適なソリューショ
ンを提案するなど、お客様本位の姿勢を徹底している。

また、定着化サポートにあたっては、コラム2で述
べたPDCAサイクルに加え、「社内アンバサダー」の存
在を重視。まずは成果が見えやすい部署や社員に使用
法や導入メリットを理解いただき、社内にその魅力を
発信いただくことで、少しずつ全社に波及させていく
という無理のない手法を採用している。

このように、富士通自身の体験を踏まえた実践的な
サポートを提供しているので、情報共有ツールに興味
があるという方は、ぜひ、お気軽に声をかけていただ
きたい。

● 富士通関連サイト

ニューノーマル社会における新たな働き方改革を実現 「FUJITSU Work Life Shift」 
https://www.fujitsu.com/jp/innovation/worklifeshift/

「働き方改革」ソリューション 
https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/
workstyle-solutions/

Microsoft 365/ box定着化・利活用支援サービス 
https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/workstyle-
solutions/digital-global-communication/
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▶図1 富士通の情報共有ツール定着化支援プロセス

 習慣化

継続性を高めるためのアク
ションを促す

施策例：  
　社内事例発表会  
　成功体験の展開

 定着

理解を共有し、ルール化する
ことで行動の強化を促す

施策例：  
　活用コンテスト

 知識の獲得

実践知識を獲得し、小さな
成功体験を積み重ねてもらう

施策例：  
　ハンズオントレーニング

 動機付け

ツール利用に対する自発的
な動機付けを行う

施策例：  
　ワークショップ  
　イベント

 気付きの醸成

ツールに関する情報に触れ、
認知してもらう

施策例：  
　全社説明会  
　トップメッセージ
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このツール
聞いたことある！

使ってみたい！
試してみたい！

使わずにはいられ
ない！

どうやって使うか
わかった！

使いこなせるよう
になった！
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