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はじめに1
　近年、社員旅行やイベントを復活させる企業も増え
ているなど、懇親会やイベント、さらには職場横断の
プロジェクトや、部活動、社内勉強会などさまざまな
形で社員同士の接点を設ける取組みが目立つように
なってきた。こうした取組みの目的としてあげられる
のが「職場の風通しをよくする」といった表現であ
る。風通しのよい職場という言葉は、非常に抽象度が
高い言葉で、なんとなくよい職場の環境を表現するた
めに使われている。まず、言葉の意味から考えてみたい。

「風通しのよさ」とは何か2
　そもそも「風通しのよい」という言葉は、「新しい
風が常に吹き抜けている」という意味を指している。
つまり、人を介して何かが職場の外から中へ、そして

中から外へ流れていく状態を表すことになるだろう。
では、具体的に職場に何が常に流れているのだろう
か。また、何が流れていないと風通しのよくない職場
になってしまうのだろうか。
　試しに図表１にあるチェックリストをチェックして
みてもらいたい。このリストは、これまでみてきた
「風通しがよくない」といわれる職場に共通してみら
れた項目からリストアップしたものである。半分以上
チェックがつくようであれば要注意かもしれない。筆
者はここから風通しのよい職場に流れる要素を以下の
３つに分類してみた。

①　情報
②　感情
③　智慧

　本稿では、この「風通しのよい職場」に必要な３つ
の要素の重要性と、よい流れを作るためには何が必要
か、またそれが事業の成果にどう結びつくものなのか
について説明する。

①風通しのよさ×情報

　情報とは一般的に、ある状況に対する知識をもたら
したり、適切な判断を助けたりするもののことを指
す。仕事をするうえで欠かせないし、情報の交流のう
えで仕事が成り立っているといえる。さらに踏み込ん
で考えてみたい。いま、職場において交流が求められ
ている情報とは何だろうか。
　一般的に職場において情報というと、営業情報、顧
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客情報、経営層からのメッセージ、総務・経理の情報
など、業務に直結した内部情報をイメージするだろ
う。そして、こうした情報がうまく行き届いていない
という話は職場の問題としてよく耳にする。しかし、
変化が速く、多様性にあふれ、次々と新しいアイデア
が生み出されている時代のなかで、内部情報だけを職
場で扱う情報と定義すると、少々狭いように思う。ラ
イフスタイル、学び、文化、アートなど、昨今、巷に
はグローバルレベルでさまざまな情報があふれてい
る。こうした業務外の情報の交流がきっかけとなりビ
ジネスチャンスにつながるというのも、いまの時代の
特徴ともいえる。つまり、こうした社内外の情報がう
まく交流していくことが理想である。
　では、うまく交流するためには何が必要だろうか。
人は何かしらの意図をもち、だれかに何かを伝えたく
て情報を提供している。つまり情報が流れる背景には
こうした人の意図や思いにまつわる感情が欠かせない
のだ。無機質に情報を並べているだけでは交流するこ
とができないのである。

②風通しのよさ×感情

　上述のように人は対話をするなかで、情報だけでな
く、そこに感情を乗せている。感情は言語化されなく
ても態度や振舞い、あるいは職場全体の空気感から感
じることができる。そして、その空気感が一人ひとり
の行動に影響を与えているのである。
　「新しいことを始めてみよう」「みんなでこのビジョ
ンを実現しよう」、そんな前向きな感情が交流すると
職場全体が活気づいていく。逆に「相手が自分の思う
とおりに動いてくれない」「だれにもかかわらないで
いよう」、そんな後ろ向きの感情が交流すると、職場
全体が活気を失っていく。こうした感情の交流が職場
全体の活気を左右する。
　「新しいことを始めてみよう」という気持ちの強い
職場であれば、チャレンジに必要な情報が流れるよう
になる。逆にだれにもかかわらないでいようとする職
場であれば、必要最低限の情報は提示されるかもしれ
ないが、組織としてめざす目標達成に本当に必要な情
報や、一人ひとりの挑戦に必要な情報はうまく届いて

図表１　風通しのよい職場チェックリスト

風通しのよい職場チェックリスト チェック

１ 社内の情報共有は会議の場だけである

２ 業務上必要な情報がどこにあるのか毎回迷う人たちが多い

３ 業務上必要な情報が更新されておらず、最新情報の理解にばらつきがある

４ 業務に直接関係をもたない情報はほとんど共有されていない

５ 情報発信はされているが発信者の意図が伝わらない

６ 何かを自由に発言する雰囲気がない

７ お互いがどんな思いをもって仕事に取り組んでいるかよくわからない

８ そもそもお互いどんな人なのかよく知らない

９ 成果をみんなで共有する機会がない

10 成果を振り返り学習する習慣がない

11 成功体験や失敗体験が活かされず同じような過ちを繰り返すことが多い

12 職場以外（社外含む）の人たちと智慧を交流する場がない

ご自身の職場を思い浮かべてチェックしてみましょう
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こないかもしれない。
　人が働いているかぎり何らかの感情が流れている。
よりよい職場をつくるためには、よりよい感情が交流
することが必要なのである。

③風通しのよさ×智慧

　「智慧」をシンプルに表現するならば、それは人が
思いを込めて行ったことから生まれた産物である。思
いを込めて行動したからこそ、そこに苦悩や喜びが生
まれる。その取組みと感情を振り返ったとき、そこに
何かを乗り越え、得たからこそ生まれた智慧がみえて
くる。それは、他のメンバーが同じようなチャレンジ
を行う際や同じような苦労を乗り越えていく際に糧と
なるリソースにもなる。こうした智慧が職場内で交流
することで職場全体が学習を進めていくことができ
る。前向きでよい感情の交流があり、そこに必要な情
報が流れ、行動した結果として生まれた智慧が組織を
成長させていくのである。

　このように風通しのよい職場づくりとは、この３つ
の要素がうまく循環するように支援することである。
では、この３つの要素は職場にどのような循環を生み
だしているのだろうか。
　これまで述べてきたことを踏まえると、この３つの
要素が循環するためには、まずよい感情の交流が必要
である。しかし、このよい感情の交流が起こるために
は、職場に感情を表現しても大丈夫であるという心理
的安全性が欠かせない。こうした土壌があるから職場
への安心感が生まれ、前向きな感情が流れ始める。そ
して、前向きな感情が流れ始めると今度は一人ひとり
の主体感が生まれ、さまざまな情報が飛び交う機運が
生まれる。こうした過程で生まれた新しいアイデア
が、組織の「創造性」を刺激する。そして、智慧が交
流することで組織の「学習」と「成長」が促される。
すなわち３つの要素が循環し、「相互に支え合い、学
び合いながら新しい価値を生み出し続ける組織風土」

ができ上がるのである（図表２）。
　近年「イノベーション」が叫ばれ久しいが、職場の
風通しをよくすることはイノベーションを起こすため
の土台となるべく組織風土を醸成することにつながる
のである。

風通しのよい職場実現のために3
　それでは「風通しのよい職場」を実現していくため
に、実際に何をどのように進めていけばよいのだろう
か。ここでは、①よい感情を交流させる、②情報発信
を促進する、③智慧を生み出す仕組みや場を作るとい
う、３つのステップを紹介していきたい。

◆STEP１　よい感情を交流させる

　まずよい感情を交流していくためには大前提である
職場の「安心感」を作り出すことが最大の要である。
職場でうまく情報を発信できなかったり、智慧が生ま
れてこないのは、そもそもお互いへの信頼が大きく影
響していると思われる。このような情報を提供するこ
とで他者からどう思われるのか、またどう評価される
のか、「業務上関係ない」といわれてせっかく提供し
た情報が無にならないだろうか。きちんと受け止めて
もらえるのかどうかわからない。こうした思いを抱い
ていたら、せっかく得た貴重な情報を気持ちよくシェ
アする気持ちにはならないだろう。また、知恵に関し
ても同様である。こうしたアイデアを伝えたらどう扱
われるのだろうか。きちんと前に進むための議論に活
かしてもらえるのだろうか。だれかの役に立つのだろ
うか。そもそも関心をもたれないのではないか。
　周囲が何を思い、どのような考えをもち自分の存在
についてどう感じてくれているのかわからないなか
で、自ら得たものを自由に提供していくことは容易で
はない。だからこそ、安心感醸成の勘所はお互いの仕
事や気持ちが「見える」ことである。具体的な事例は
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ことで一人ひとりの感情と情報が交流できる機会をう
まく作っていくと効果的である。

◆STEP３　智慧を生み出す仕組みや場を作る

　情報発信も盛んになり、それぞれが思いをもって行
動し始めると、そこに何らかの経験が生まれる。その
経験を振り返るとそこに智慧がみえてくる。こうした
経験を智慧に変える意図的な場、仕組みを作ることが
必要である。ヤフーやクックパットの取組みとしても
注目されている１対１の面談など、管理職が経験を智
慧に変えるための内省を促していくための場を作る。
そして、転換された智慧を職場内でシェアする場と貯
蔵しておく場を作る。ジェイフィールでは月に一度、
２時間で３人と限定し、個々の思いを実現するために
行ったアクションについて全員で対話しさらに深めた
り広げたりする場を作っている。また、他職場との智
慧の交流の場をもつことで新たな智慧を外から運ぶこ
ともできる。近年注目されているオープンイノベー
ションはこうした智慧の交流の１つの方法ととらえる
こともできるのである（図表３）。
　重点は職場の安心感の醸成に軸足をおくことになる
が、このようなステップを経ていくことで３つの要素
の循環が徐々に促進され、真に風通しのよい職場が作
られていく。あとは具体策を職場に合わせてどのよう

後述することにするが、ポイントは①すべての意見が
平等に扱われる場を作ること、②ランダムにコミュニ
ケーションの導線を変える工夫をすること、③互いを
知るために肩の力を抜ける機会を作っていくことにあ
る。そして、職場に安心感が広がったと感じたら、一
人ひとりが前向きな思いを表現できる場を作るとよい
感情の交流が起こりやすくなる。

◆STEP２　情報発信を促進する

　STEP１を通じて信頼が形成され、場に安心感が生
まれると、この場にさまざまな情報を提供しやすくな
る。まずは管理職がメンバーに情報発信を促し、発信
ツールや場を設定していくとよい。同時にどんな情報
でもそれぞれが必要と感じたら気軽に共有できる雰囲
気を作っていくことが推進を後押しする。社内SNS
および社内ブログなどはこの段階になるとよりうまく
機能する。また、ふだん使われていない空きスペース
にコーヒーサーバーなどを置いて気軽にコミュニケー
ションを取れるマグネットスペースと呼ばれる場を設
ける職場があるが、こうした場所に発信者の思いが伝
わるユニークな社内掲示板を設置して、リラックスし
ながらさまざまな情報に触れる工夫をするのも有効で
ある。情報発信というとバーチャルツールに偏りがち
だが、あえてバーチャルとリアルの双方に場を設ける

図表２　風通しのよい職場づくりの３要素とその循環

心理的安全性
（どのような声も受け止めてもらえる）

感 情

情 報

智 慧

創造性

学習と成長

主体感

安心感

３つの要素の循環は相互に支え合い、学び合いながら新しい価値を生み出し続ける組織風土を作る
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に導入していくかが問題である。

身近な対話、仕組みから変え
てみる4

　それでは、まず第一歩として具体的にどのようなこ
とから始めたらよいだろうか。いくつかの具体的な事
例を紹介していこう。

・ケース１：定例会議前に近況を伝え合う

　あるマネジャーは、これまでプレイングマネジャー
として日々の仕事についても多忙であり、メンバーの
仕事の状態がわかりづらかった。ミーティングにおい
ても発言する人は一部に限られ、最後は自分の一声で
事が収まっていくが、メンバーを見ると、なんとも
しっくりこない不満めいた表情を何度も目にしてき
た。「もっといいたいことがあるんじゃないか」そう
思ったマネジャーは、定例会議のはじめの10分に一
人ひとり、いまの仕事の状況と気持ち、および互いが
協力してほしいことを伝え合える場を設けることにし
た。そうすると、みえていなかった仕事の偏りや表情

には映らなかった気持ちが表現され、よりいっそう職
場の課題が明確になった。そして、互いの状況を配慮
し合うコミュニケーションが生まれてきたという。
　ジェイフィールでも、定例会議の際、はじめの15
分は３人組（ランダム）に分かれ、１人５分程度で１
カ月間の内省を伝え、相互にフィードバックし合う場
を設けている。お互い近況と気持ちがわかり合えるこ
とでどんな思いで仕事にのぞんでいて、どんな問題に
直面しているか、だからどんな協力があるとよさそう
かを知ることができる点では同様の効果である。また
会議の工夫においては、われわれはよくポストイット
を使用し、全員が意見をホワイトボードに貼り付け眺
めている。全員が会議に参加している実感と受け止め
合う姿勢を作り上げていくことが安心できるスペース
を作るのに欠かせない。

・ケース２：ランダムなチームで時間を共有

　また、少しだけ大がかりに行った例として、１つの
部に複数の課が存在する場合のケースを紹介しよう。
　この部は課同士の交流が少なく、うまく連携できて
いなかった。その背景として、職場に安心安全なス

図表３　風通しのよい職場づくりのステップとポイント

よい感情を交流させる

情報発信を促進する

智慧を生み出す仕組みや場を作る

・マネジャーの情報発信の促し
・どんな情報も必要と思ったら気軽に発信できる雰囲気づくり
・情報を提供する場の確保
・人が集まる場を作り、活かす

・経験を智慧に変えるための工夫
・個人の内省を促す機会づくり
・組織全体で智慧を共有し深め合う場の設定
・外の智慧と交流する場づくり

◆POINT

◆POINT

◆POINT

STEP1

STEP2

STEP3

・キーは職場の安心感
・すべての意見が等しく扱われる工夫
・お互いの気持ちや仕事がいかにみえるかが大事
・安心感が広がったら前向きな思いを表現できる場を作る
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ペースが広がっていないことに問題意識を高くもった
部の課長陣は、現状を確認し合った後、社員の声を集
めたうえで１つの施策を決定した。それはくじ引き用
の箱の中に名前を書いたマグネットを入れ、毎週月曜
日に社員全員がその箱からマグネットを引き、ランダ
ムに３人の即席チームが組めるようにしたものだっ
た。そのチームでこの１週間に何らかのコミュニケー
ションを取ることを決め、実行するというミッション
を与えたのである。チームでランチに行ったり、夜に
飲みに行ったり、休憩時に集まって対話したり、何を
するかは自由というもの。たった１つ、これを８カ月
続けたこの職場は課同士の導線ができ上がり、課を通
じて問題意識がいつの間にか共有されていたというの
である。８カ月ぶりに振り返りワークショップを行っ
た際に見かけたチームメンバーの雰囲気はまるで変
わっていた。印象的だったのは、取組み前に産休に
入っていた社員が職場に戻り、この光景を見て「別の
チームみたい」と驚いていたことだった。

ケース３：互いの歴史を紹介し合う

　また、他の職場の例を紹介すると、自分の歩んでき
た歴史をモチベーション曲線とともに示して、週１回
のペースで１人ずつ自己紹介をし続けたというチーム
では、半年で雰囲気が変わってきたという。これはそ
もそもお互いがどんな人なのかよくわからないという
場合に有効だ。職場では、その人の「仕事人」として
の一側面しか現れていない。どのようなキャリアの過
程で、どのような価値観が形成され、何を大切に生き
ている人なのか、そして実はどのような強みをもって
いた人なのかなど、本人の人となりがわかり、互いに
知ってもらえることで職場内に徐々に安心安全なス
ペースが広がる。
　「自分の歩んできた歴史」という切り口のほか、あ
る別の職場では「自分の取扱説明書」として独自の枠
組みを設けて、発表してもらうなどという工夫もあっ
た。ユーモアもあふれ、参加者からは互いにどのよう

にかかわったらよいか、どう教えていくとよいかにつ
いてわかったという声があったそうだ。
　長いこと一緒に仕事をしてきて、それなりに無難に
やってこられているが、あまりお互いを知らないとい
う関係性やチームができたばかりの状況であれば、こ
うした取組みも有効であると思われる。
　上述のように実は「安心感」はちょっとした工夫で
大きな変化を生み出しやすい。しかし、それだけに、
そのプロセスを継続的に実行するための推進者のエネ
ルギーと習慣化による文化醸成が大切なのだ。手間の
かかるような施策やクリエイティビティある施策は一
時的には有効ではあるものの、どうしてもマンネリ化
することがある。だれかがそのように感じられた際
は、いつでも声をあげ、みんなで変えることができる
余白を残しておくことも大切である。

施策導入の際の留意点5
　研修やコンサルティングの場でも伝えていることだ
が、いくら上記のように例示をしても同じ施策を行っ
たからといって同じ結果が得られるとは限らないとい
うことである。大事なのはいまの職場の状態にふさわ
しく、全員が意図に納得かつ合意し、全員が意見をあ
げる場に参画したことが大切なのである。このような
プロセスを経ていれば、究極的には何を行ってもよい
のである。とはいうものの、なるべく施策がうまくい
くために、推進者に向けて施策導入のポイントをいく
つか紹介したい。

①チーム（組織）メンバーの意見の反映
②現実性
③継続性
④個々の負担感
⑤魅力
⑥成功プロセス



14 ︱ 人事実務  2017 年 8 月号

解説1

ことがある。それは、「仕事するのに仲良くなる必要
があるんですか？」という質問である。こうした疑問
をもつ方が多いのは不思議ではない。念を押す意味で
お伝えしたいが、職場づくり＝仲良くなることではな
い。こうした誤解をそのままにして、施策を講じた場
合、仲良くならなければならないという同調圧力が働
き始め、拒否反応を示す人たちが現れる。もちろん、
仲がよいことは仲が悪いことよりよいといえる。しか
し、私たちは仲良くなることが真の目的なのではな
い。社員一人ひとりの力が総和以上の力になり、より
よい価値を世の中に提供し続けていくことが最大の目
的なのである。そのために社員はその会社に集ってい
るはずである。風通しのよい職場づくりとは、この目
的にとって欠かせない“社員同士がつながる力”を養
うことにあることを忘れてはならないし、そのメッ
セージを欠いてはならない。
　最後に、職場づくりを推進する際の勘所についてお
伝えしたい。職場の関係性とは生きものである。その
関係を作っているのが人間だからこそ当然である、し
たがってよくなったらそれが永続するとは限らない。
日々変化し続けるのである。だからこそ、よい状態を
保つためにはよくない部分に真正面から向き合った
り、耳障りの悪いことにも耳を傾けたり、非協力的な
社員と向き合わなくてはならないこともある。とても
エネルギーを消耗するし、胆力が要求される。また、
よくなるまでにはそれ相応の時間を要するのである。
だからこそ、確実な方程式や解のようなものは決して
存在しない。
　しかし、唯一欠かすことができないことがある。そ
れは推進者の「あきらめない勇気」ではないだろう
か。こうした勇気をもつ推進者のいる職場には、必ず
変化が訪れていた。それが人と組織に向き合う人たち
にとって共通の礎ではないかと思う。

（はせがわ・あきひろ）

⑦インパクト

　①はすでに示したとおりである。
　②については、プランが合意されたものの、実は実
施不可能な条件があったなどという場合がある。よく
検討することが必要だ。
　③は継続的に実施可能なものであるかどうか。打上
げ花火型にならないかどうか、なったとしてもその場
合のフォローの道筋は考えておくとよい。
　④実施の際に個々に負担感が高いと不満が高まり継
続できなくなる。準備などについてもなるべく負担の
少ないものから始めていくことが大切である。
　⑤はときに注意も必要である。それは施策がこの点
に凝りすぎてもいけないということだ。魅力の本質は
施策そのものよりもむしろめざすべき職場ビジョンで
ある。どんな職場をめざしたら皆が充実するのか、そ
こに向けてどんな意味をもつ施策なのか、聞いたメン
バーがわくわくするよう魅力的に語られる必要がある。
　⑥は、一定期間をおいてどのような変化をしていき
そうか、想定をしておくと安心して施策を進めること
ができる。どこでマンネリ化し、どこで見直しが必要
か。どこで意見を募ろうか。施策の妥当性は現場が教
えてくれるはずである。そのためにも定点でどのよう
に効果が出そうか、検討しておくとよいだろう。
　⑦は結果的にどのようなインパクトを組織にもたら
すものなのか、組織貢献性も考えておけると、達成し
た際にメンバー全員が効力感を得ることができる。ま
た、よい職場づくりは伝播し、組織全体に広がること
が大切である。１つの職場だけでなくその効果を社内
に伝播するとともに職場同士が触発し合える関係に発
展していくことが望ましい。

まとめ：風通しのよい職場づ
くりとは6

　職場づくりの話になると、よく大きな誤解に出会う


