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ニューノーマルで変わる

「組織の情報共有」とは

ユーザーの声をヒントに考える
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ニューノーマルで企業に迫られる変化

ニューノーマル（新常態）に直面する私たちは今、日々の働き方にも大きな変化が求められています。
組織で働くビジネスパーソンにとって象徴的なキーワードとして挙げられるのは、次の３つの取り組みです。

これらの働き方が進み、オフィスでの対面コミュニケーションを取る機会が減る中では、日本企業が強みとしてきた
「組織力」を発揮することが難しくなりつつあります。日本流の「以心伝心」「あうんの呼吸」は通用しないといっても過言では
ないでしょう。そして、組織力の発揮を困難にさせる最大の原因に挙げられるのが「情報共有の不足」です。

テレワーク 時差出勤 オンライン会議

AM 
8:00

AM 
10:00

場所や時間にとらわれないワークス
タイル。柔軟に働ける半面、お互い
の状況を知ることは難しい。

通勤ラッシュのストレスを緩和でき
るが、コミュニケーションや会議の
運営に工夫が求められる。

離れた場所からも参加できて便利。
しかし、一人ずつしか発言できない
ため、事前の情報共有が大切。
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テレワーク環境下で発生する課題「情報共有の不足」

新たな働き方がスタンダードになり、情報共有が不足し続けると、次のような課題が徐々に顕在化してきます。いずれの
課題も生産性の低下・業務効率の悪化につながり、中長期的には業績への悪影響を招く恐れがあるため、注意が必要です。

これら課題を解決策するためには、どのような取り組みが有効なのでしょうか。
そこでご紹介したいのが、ニューノーマルに対応した「新たな情報共有の指針」です。

業務ノウハウの属人化 コラボレーションの減少 人材育成の遅れ

ナレッジの共有方法が決まって
おらず暗黙知化が進み、結果として

特定の人物に業務が集中する

協力体制の構築やチーム内での
フォローがしづらくなり、相乗的に
価値を生み出すことが難しくなる。

対面指導やOJTが難しいため、
状況を踏まえた指導法が通用しづらくなり、

人材育成に遅れが生じる。
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ニューノーマルに対応した「新たな情報共有の指針」

必ずしも皆がオフィスで知を共有し合えるとは限らないからこそ、情報共有のあり方にも新たな指針が必要です。
そこで考えたいのが、次のキーワードです。

“以心伝心・あうんの呼吸”

“頭ではなく体で覚える”

“先輩の背中から学ぶ”

ビジネス環境の変化前

共有文化を醸成し
透明性の高い企業風土に

人を介さずに業務手順を
伝えられる仕組みづくりを

管理の仕組みを整備し
ナレッジの共有を習慣化

かつては次のような常識が存在していた

ビジネス環境の変化後

次の取り組みが求められるようになる

情報共有を促す一過性の取り組みではなく、
組織の文化にまで昇華させることが必要

対面での指導ができなくても、
現場の人材が自ら学べる仕組みが欠かせない

まずは組織として日々活用できる
情報共有の基盤を整えることが重要

環境の変化に合わせて、ビジネスの現場で求められる指針や考え方も変えなければいけません。
では、これらを実践するためにはどのような仕組みの活用が有効なのでしょうか。



4

組織に新たな情報共有の文化を根付かせる「Confluence（コンフルエンス）」

今回ご紹介した「新たな情報共有の指針」は、ナレッジやコラボレーションの共有ツールを活用することで実現できます。
これらの仕組みが整備されれば、チームの情報とナレッジを共有して生産性向上・業務の効率化を実現することも
可能になります。

ITreview に集まった口コミから見る
「チームコラボレーションツール」の利用メリット

2018年10月1日にオープンした、法人向けソフトウェア・クラウド
サービスの口コミ(レビュー)サイト「ITreview」。今回ご紹介した
解決アプローチへの理解を深めるために、 ITreviewのチームコラボ
レーションツールカテゴリで「Leader」ポジションを獲得している
Confluence のユーザーレビューを観点別に読み解いてみましょう。

【ITreview Gridとは】
本サイトに集まったレビュアーによる満足度評価と市場の認知度を、
独自のアルゴリズム掛け合わせた四象限のマップです。

詳細の算出方法について
https://www.itreview.jp/statics/itreview_grid

本
サ
イ
ト
の
レ
ビ
ュ
ー
数
、

公
に
入
手
可
能
な
情
報
の
組
み
合
わ
せ
で
評
価

本サイトに集まったレビューのうちユーザーの
「おすすめ度（10段階）」の平均値にて算出

2020年6月度Grid
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管理の仕組みを整備しナレッジの共有を習慣化

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/24651

Pickup!

散らばっている情報共有方法を一箇
所に統一することによって、知りた
いことを調べやすくなった。
個人や部署毎に共有方法も違ってい
たため、部署異動が起きてもスムー
ズな業務を遂行出来た。

社内情報システム
（企画・計画・調達）
ユーザー（利用者）
情報通信・インターネット
300-1000人未満

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/30405

Pickup!

ナレッジの共有をどのように行うか
について有償無償を問わず色々なツ
ールを使ってきましたが、今のとこ
ろこれが一番有用と感じています。
これらが今まで抱えていた「うまく
ナレッジが管理できていない」とい
う問題を解決しつつあります。

保守・運用管理
ユーザー（利用者）
情報通信・インターネット
100-300人未満

特に年に1回くらいしか発生しない
業務であっても、その手順をコメン
トと画像で詳細にまとめることにし
ており、このコンフルエンスに集約
しています。各種ワークフローの明
文化で、明確化と引き継ぎなどが容
易になっています。ビジネスの安定
化に一役も二役も貢献してくれてい
ます。

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/32228

Pickup!

ＩＰ ＦＯＲＷＡＲＤ
株式会社
法務・知財・渉外
ユーザー（利用者）
会計、税務、法務、労務
20-50人未満

情報共有用の社内掲示板
ナレッジ管理として

十分な機能
情報の蓄積に役立つ
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共有文化を醸成し透明性の高い企業風土に

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/24297

Pickup!

ドキュメント作成や情報共有の敷居
が一気にさがり、一気に組織の風通
しがよくなった。また、単一サイト
に組織の情報が集約されるので、検
索コストも下がった。

社内情報システム
（開発・運用管理）
導入決定者
ソフトウェア・SI
300-1000人未満

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/24323

Pickup!

社内にドキュメント文化が根付いた
ことで、言った言わないの議論がな
くなった。
また、都度ルールを確認する必要が
ないので、コミュニケーションコス
トが削減した。

花久留米
経営・経営企画職
ユーザー（利用者）
情報通信・インターネット
20人未満

過去の知見やガイドラインなど、組
織で残すべき情報をストックし、そ
れらに対して容易に検索し見つけら
れるようになった。ドキュメントを
ファイルで管理していたときよりも
コンテンツの発見や編集のコラボレ
ーションがしやすい。

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/15116

Pickup!

クラスメソッド株式会社
ITアーキテクト
ユーザー（利用者）
ソフトウェア・SI
100-300人未満

最強のナレッジストア
ドキュメントツールの中で

は圧倒的なUX!

編集が容易で、豊富な
マクロにより多彩な

コンテンツを表示できる
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人を介さずに業務手順を伝えられる仕組みづくりを

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/32653

Pickup!

議事録や新規参入者への手順説明で
はかなり使える。人が教えるスタイ
ルだと工数も時間も拘束されるし、
受け手側の質も高くならない。教え
る側はドキュメントを書く力、受け
手側はドキュメントを読む力も育ま
れ双方にメリットがある。

デザイン・クリエイティブ職
ユーザー（利用者）
デザイン・製作
300-1000人未満

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/34912

Pickup!

新任担当者からの質問負荷の低減は
新任者にとっても既存担当にとって
も大きい。
さらに、有識者の日常会話を感じる
ことで、知識も増やせる。

野村総合研究所
開発
ユーザー（利用者）
ソフトウェア・SI
1000人以上
契約タイプ有償利用

社内Wiki必須 電子の文書管理システム

CSの離職が激しくとも、標準化、
ナレッジの蓄積ができるので、新人
でも一定レベルのCSのれべるを提
供する仕組みができた点。
CS体制ができあがっていない会社
におすすめです。

https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/17390

Pickup!

multiply合同会社
経営・経営企画職
ユーザー（利用者）
その他サービス
20人未満

CSのシステムとしては
あるとよい
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チームコラボレーションツール LEADER受賞「Confluence（コンフルエンス）」

ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する
ITreview Grid Award。2020年 Springチームコラボレーション部門において、
アトラシアン株式会社の『Confluence』が「LEADER」選出されています。

Confluence

アトラシアン株式会社

LEADER

チームコラボレーション

●必要な情報を一カ所に集約。
離れたメンバーとディスカッションで協働

●アイデアを各種ページで
簡単に形に
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Confluenceを活用し、ニューノーマルの働き方に即した情報共有を

Confluenceは、情報共有とコミュニケーションを融合させた新しいプラットフォームです。アイデアをすぐ形にし、
必要な情報を集約して、コメントやレビューも残すことが可能。全ての情報と、それに関するやりとりを一カ所に
まとめることができます。担当者しか知らない情報をなくし、新たな日常に最適化したワークスタイルを実現しましょう。

TEL 045-330-9081
受付時間 9:00-18:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

E-Mail japan-sales@atlassian.com

URL https://www.atlassian.com/company/contact/japan
問い合わせ先

Confluenceの特徴 主な機能

社内に点在する情報やナレッジを、
集約して一元管理できる1.

企画書・議事録・稟議書・ブログ
など、各種ページを簡単に作成可能2.

遠方にいるメンバーとも、情報共有は
もちろん、ディスカッションや協働が可能3.

あらゆる情報を一カ所にまとめ、
ナレッジの公開・整理を簡単に行える1.

豊富なテンプレートや直観的なエディターを
使って、あらゆるページを簡単に作成できる2.

いいね！やコメントなどのソーシャル
機能、共同編集機能によって、リモート
ワークでも円滑にコミュニケーションできる

3.


