Spotlight ❷

社内ソーシャルを根付かせる方法

─Webマーケティングを活用したイノベーション基盤への道のり─
IBM 社 内 では、「w3 Connections」と呼 ば れる、
全世界の IBM で共通のソーシャルウェア（企業向けの

ソーシャルウェアの暗い過去と現在のソーシャル環境

社内版ソーシャル・メディア）が広く利用されています。

「ソーシャルウェア」という言葉は比較的最近使われ始

ソーシャルウェアが「あふれるようにイノベーションが

めたものですが、「社内ソーシャル・ネットワーキング・サー

生み出されるイノベーション・エンジンとなる」という最終

ビス（以下、SNS）」 や「社内 mixi」と呼ばれた動き

目標から見れば、まだまだこれからが本番というとらえ方

が 2000 年代後半にあったことを覚えている方も多いので

もできますが、社内での実験的スタートからはすでに 10

はないでしょうか。

年以上、社内の公式なサービスとして推進するようになっ

当時、有志社員による招待制を基本とした、「友だち

てから 3 年が経過し、今では欠かせないツールとして定

機能」と「日記機能」を中心とした社内 mixi の取り組

着しています。

みをテスト的に実施する企業が、わたしの周りでも相当数

本稿では、これから社内にソーシャルウェアを根付か

ありました。しかし、その多くが自然消滅やテストのみで

せるための取り組みを始めようとしている方、あるいはそ

終了となりました。多くの関係者が口にする理由は「期待

の可能性や方向性に興味をお持ちの方へ、「半歩先を

されていた効果がもたらされなかった」というものです。

行くもの」から何かヒントや手掛かりとなるものをお伝え

では、なぜ期待された効果がもたらされなかったのでしょ

できればと思います。

うか。ここでは、
2 つの視点から考えてみたいと思います。
・ソーシャルを取り巻く環境
今、これをお読みの皆さんの中で、ソーシャル・メディ
アを個人として使われている方はどれくらいいらっしゃるで
しょうか。
2012 年 8 月にインプレス R&D 社が発表した日本のソー
シャル・メディア人口データ ※1 から推測すれば、おそらく
約半数の人がソーシャル・メディアを使用されていることに
なります。「個人として」だけではなく、業務としても使用
しているという方もかなりたくさんいらっしゃるのかもしれま

日本アイ・ビー・エム株式会社
BT/IT統合企画 Web & Sales 統合企画
コラボレーション・エナジャイザー

八木橋 Pachi 昌也
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【プロフィール】
B to B 企業向けの Web サイトのコンテンツ企画や制作業務に
従事した後、 2008 年に日本 IBM に入社。 社外向け Web サ
イトのディレクターを経て、より深いソーシャル・メディアの可能
性を探求して社内のソーシャルウェア推進役に。コラボレーショ
ン全般に強い関心を持っており、 社内外でソーシャル・メディア
を駆使している。
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せん。本誌 32 ページ以下に掲載されているSpotlight ①
「IBM のソーシャル・メディア活用」で書かれているように、
一般向けのソーシャル・メディアの社員による使用を積極
的に推進する企業は今や珍しくありませんし、とりわけマー
ケティングやセールスなどの部門での取り組みは広がり続
けています。
では、
ここで5 年前を思い出してください。皆さんは当時、
ソーシャル・メディアを個人として使われていたでしょうか。
あるいは業務として使われていたでしょうか。

※1 『ソーシャルメディア調査報告書2012』
http://www.impressrd.jp/news/120822/socialmedia2012

前述の日本のソーシャル・メディア人口データにもあるよ

フレームワーク」を作成しました。コラボレーション・フレー

うに、ソーシャル・メディアの使用者はここ 2 年で優に 2

ムワークは、「社会と企業と人がテクノロジーを通じてつな

倍を超え、加速度的に増えている状況です。そして使用

がっている世界において、コラボレーション・ツールの役割

者数だけではなく、一人当たりのソーシャル・メディアへの

を包括的にとらえよう」という取り組みでした。これは、
ソー

接触頻度も増え続けています。

シャルウェアにより何が達成されるべきなのか、そしてそれ

これは単に「使用時間の増加」を意味するものではあ

をどのように実現していくのか、それによりどのようなメリッ

りません。個人のソーシャル・メディアに対して持たれる

トがもたらされるのかを明確にする枠組みでした。

意識や興味の量も増え続けていることを意味しているので

図 1 の一番上にある「What?」の部分では、ソーシャ

す。それに伴い、ソーシャル・メディア・リテラシーとも呼

ルウェアにより「達成されるべきこと」がそれぞれ書き出さ

ばれる適応能力や使用スキルも増していきます。これらの

れています。例えば、各社員がより早く「専門家を見つ

事柄が本質的に意味するのは、今や多くの個人が、ソー

けられ」「コンテンツを見つけ再利用できる」ようになるに

シャル・メディアへのスタンスを「自分とは縁遠いもの」「職

は、情報がオープンに共有され、より簡単に組織をまたが

場にはなじまないもの」から、
「日常的に自分が使用してメ

るコミュニケーションが取れる必要があります。つまり、社

リットを受けられるもの」へと変容させているということです。

内 mixi 時代の「タバコ部屋」「風通し」といった漠然
とした目的を、解決あるいは改善すべき問題として明確

・どのような効果を期待していたのか

化し、それらが達成されることにより具体的にどの程度の

「現代版タバコ部屋として非公式なコミュニケーション

業績向上につながるかといった点にまで落とし込んでいま

が活性化する」「社員一人一人の人柄が分かるように

す。そのため、これらの What の達成度合いが、社内

なる」「部門間の風通しが良くなる」など、どれも社内

へどれだけの価値をもたらしているかの指標すなわち重要

mixi 全盛時代によく聞かれた「期待された効果」です。

業績評価指標となるわけです。

いずれも重要な効果ですが、「効果が達成されているか

「Where?」はフレームワークの適用範囲を示していま

をどのように測るのか」という点と、「これらが達成され

す。実は、このコラボレーション・フレームワークは、社内

ることにより、具体的に何がどう良くなるのか」という点

ソーシャルウェアに限定して作られたものではありません。

について関係者間で十分理解・合意されていなければ、

お客様やパートナーとのコラボレーションのために IBM が

おのおのの期待値のズレやブレから「結局意味がなかっ

保有している Web サイト（オウンド・メディア）やソーシャ

た」「十分な効果とはいえない」という結論になってしま

ル・メディア（アーンド・メディア）
、あるいはインターネット

いがちです。

全般での IBM のコラボレーション活動など、複数のプラッ
トフォームにおけるコミュニケーションやコラボレーションを踏
まえて作られています ※2。

何のためのソーシャルウェアか
当然のことですが、ビジネスの現場で

Identify an expert
Connect and work

導入されるツールには、業績を良くするこ

Find and reuse content

と、もしくはそれを支援することが求めら

Start and join communities

れます。
ン」や「部門間の風通し」は、業績を
良くするためやそれを支援する上でどの
ような役割を果たすのでしょうか。
同じものに対しても、人はそれぞれ業
務内容や役職などにより異なるものを求め
るものです。ここでは、職場にもたらすメ
リットをもう少し詳細に見ていきます。
IBM では 2010 年、「コラボレーション・

strategy

それでは、「非公式なコミュニケーショ

What?
Capabilities

Build teams
Share activities and views
Manag your personal information
Measure your participation
manage increased information

→ Where?
Participation domains
Change Management, Adoption, Education, Support
internal

IBM External

non-IBM

How?
Enablers

Governance
Corporate Guidance
Technology and Integration

IBM社内資料「CIO Collaboration Strategy 2010」より

図1.コラボレーション・フレームワーク
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ただし本稿では、社内ソーシャルウェアに絞って話を進
めていきます。
そして一番下の「How?」の部分が、社内での推進
方法やアプローチにおける考え方となります。
IBM では、新たな技術やプロセスを社内に展開する際

キャンペーン

ポータル・サイト
キャンペーン特設サイト
社内セミナー／セッション

コンテンツ

業務直結型のコミュニティーやWiki
日常生活からの気付きや思い
統制と透明／自由と自律

メッセージング

社長やCxOからのメッセージ
推進部門からのメッセージ
実践者に語ってもらう

情報とつながり方

同期や共通の同僚を介した広がり
職種やプロジェクトを介した広がり
コミュニティーの重なりやつながりを
誘発しメタ･コミュニティーへ

オンライン／対面式

硬いもの／ソフトなもの

に、より早く新たな価値を生み出していく手法として、変
革管理（チェンジ・マネジメント）と呼ばれる手法が頻繁
に使用されています。本稿では詳細は省きますが、変革
管理手法をごく簡単に説明すると、「個人、チーム、組
織が、積極的に自ら関与することで、変革を受け入れや
すい状態とする」ものであり、そのプロセスにおいては、
情報のオープン性やコミュニケーションが成功のための重
要な要素となります。

トップダウン／ボトムアップ

人ベース／興味ベース
フロー／ストック

図2. 推進アプローチのポイントと考慮すべき点

この「オープン」
「コミュニケーション」
「コラボレーション」
はソーシャルウェアの特性でもあることから、社内ソーシャ

進策までオンラインに限定する必要はまったくありません。

ルにおいても変革管理をベースとした推進策との親和性が

むしろ、オフラインの場も積極的に活用していくことをお勧

とても高いことは想像に難くありません。

めします。IBM 社内でも、各事業所を巡回して直接社

※2	企業のメディア戦略や Web マーケティングで使われる「トリプ
ル・メディア」
（媒体費を支払って広告を掲載する「ペイド・メディ
ア［paid media］」、企業が所有する自社サイトなどの「オウ
ンド・メディア［owned media］」、生活者が情報流通の中心
となる SNS などの「アーンド・メディア［earned media］」の
3 つのメディアから成る）の概念をさらに拡大し、社内メディア
とも組み合わせていこうというもの。社内ソーシャルウェアと社
外ソーシャル・メディアの両面を循環させることで、より強い効
果を発揮できるのではないかという考え方は、本誌 8 ページ
以下に掲載されている特別インタビュー（株式会社ループス・
コミュニケーションズ 代表取締役社長 斉藤 徹氏）にある「イ
ンサイドアウト型のイノベーション」と親和性が高そうといえる。

それでは次に、この変革管理手法を基に具体的にどの
ような推進策を取っていったのかを見ていきましょう。

員に語りかけるタイプのセッションをはじめ、社員食堂への
POP 設置やエレベーター内の電子掲示板への掲載など、
従来からある社内タッチ・ポイントを利用しました。しかし、
推進チームが割けるワークロード量の限界を考えると、イン
トラネットを最大限に活用したオンライン・キャンペーンが中
心となりました。
マーケティングにおける定番フレームワークの AIDMA
や SIPS をベース ※3 に、ユーザーの意識や行動の変容
を狙ったキャンペーンも実施しました。ツールを認知しても
らうための社内ポータル・サイトや、ソーシャルウェアの使
い方だけではなく、それが業務にもたらす本質的な価値
を訴求するストーリー仕立ての動画などを作成して順次公
開していくうちに、ユーザーの認知が興味へと変わってい

具体的推進策とアプローチ方法

き、実際にソーシャルウェアへのアクセスが大幅に増加し
ていきました。

図 2 が示しているのは、ここ 3 年間に社内推進を進

図 3 は、「カウントダウン・チャレンジ」と名付けられた

める上でわたしがやってきたことと意識してきた点を振り返

10 カ月にわたるシリーズ・キャンペーンです。毎月、社内

り、整理したものです。さまざまな推進施策を考える上で、

ソーシャルウェアの多様な機能の中の 1 つに関して、チャ

どの分野が不足しているのかをチェックするのに使えると
思いますので、IBM での取り組みについて簡単に紹介
します。
なお、これらの要素の必要度合いは企業ごと、あるい
はソーシャルウェアの浸透度合いにより異なります。
・キャンペーン
ソーシャルウェアがオンライン・ツールだからといって推
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※3	消 費 者 向けソーシャル・メディアにおいては、AIDMA や
SIPSと呼ばれる概念の活用は欠かせない。
こちらも本誌 8 ペー
ジ以下、特別インタビューにて解説。なお、著者は社内ソー
シャルウェアには「AIRCSL」という6 つのステップからなるモ
デルが有効なのではないかと考えている。
『社内ソーシャル導入後のステップ／フロー』
http://ibm.co/AIRCSL
※4	司令官の名前は「来楽暮 玲子（こらぼれいこ）」。

カウントダウン・チャレンジ!

イントラネットのキャンペーン・ページ

チャレンジ司令官「来楽暮 玲子」から毎月出される簡単な
お題をこなしていくと、社内SNSツールの代表的な機能の
使い方や、
そこに見いだされる価値が実感できる、10カ月
連続キャンペーン

す。もちろん、どこまで見
せるのが心地良いか、あ
るいは心地良くないのか
しこう

キャンペーン・キャラクター
からのメッセージ

具体的な使用手順のガイド

は個人の嗜好によるものな
ので無理強いすることはあ
りませんが、趣味や家族
の行事などをオープンにす
ることで、お互いの都合を
気遣い合ってスケジュール
調整などをする風潮が高
まっています。

FAQやTipsなど、もう一歩上を
目指す参加者へのガイド

「それでは不謹慎なこと
社内SNSの機能が体験できる簡単な課題:
ネットワークに5人招待しなさい!
10人にタグを付けなさい!

図3. 社内キャンペーン
「カウントダウン・チャレンジ」

を書く社員や炎上なども絶
えないのではないか ?」と
いう質問もいただくのです
が、実際にはそうした問
題が起こることはほぼあり

レンジ司令官

※4

から「実行司令」が届きます。司令は

ません。Spotlight ①「IBM のソーシャル・メディア活用」

おのおの独立しているものの、順番に少しずつ難易度

で紹介されているガイドラインや研修などが果たしている

が上がるように設計してあります。このキャンペーンによ

役割も大きいのですが、それに加えて上記の「職場の一

り、ユーザーは各機能に慣れていくことはもちろん、案

部」というとらえ方が好影響を与えているのではないかと

内された順に司令に応えていくことで、自身のスキルの

も考えられます。

向上が実感できるゲーミフィケーションの要素を持ったもの
となっています。

つまり、周囲に気心の知れた社員もいれば、あまりよく
知らない社員もいるオープンなオフィス環境で、相手を攻
撃することを目的としたような雑談や話し方をする社員は

・コンテンツ

多くはないでしょう。パワハラやセクハラまがいの言動が

ここではキャンペーンにおけるコンテンツではなく、ソー

職場で日常的に見え隠れしているということであれば、そ

シャルウェア上に実際に置かれるデータをコンテンツとして

れはソーシャルウェアとは関係なく早急に対策を取るべき

紹介していきます。

問題です。

ソーシャルウェアについてのディスカッションで頻繁に話

「社内ソーシャルウェアを導入すると、ネガティブな何か

題になるのが「社内でどこまでユルいコンテンツを認め

が起こるのではないか ?」という質問もよくいただきますが、

るか」というテーマです。企業によりさまざまなルールや

これは企業によりけりでしょう。ただ 1 ついえることは、ほ

事情があり、絶対的な正解があるものではありませんが、

とんどの問題はソーシャルウェアにより起きるのではなく、も

IBM では「ユルい」ものも含めて、ソーシャルウェアへの

ともとあった問題が目に見えるようになっただけにすぎない

書き込みを推奨しています。

ということです。

IBM は、社内ソーシャルを「仕事の道具」というだけ
ではなく「職場の一部」だと考え、仕事をする場所であ
り環境だととらえています。その考えに基づけば、
「ユルい」

・メッセージング
誰のメッセージがソーシャルウェアの推進に効果的かと

書き込みの禁止は、私語や雑談の禁止を意味しているこ

問われれば、経営層や部門長などの「権威を持つ人た

とと同義になります。

ちからのソーシャルウェアの使用を推奨するメッセージ」と

社内での雑談を禁止している企業なら、ソーシャルウェ
ア上でもそうするのが自然なのかもしれませんが、IBM は、
同じ職場で働く仲間がつながりを持つことを奨励していま

いうことになります。やはり企業内における彼らの影響力
は強いです。
ただそこは「個による発信」と「オープンなコミュニケー
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ション」がベースとなるソーシャルウェアなので、気持ちが
入っていないものや矛盾したメッセージ、
あるいは社員（読

る仕事への向き合い方の問題です。
ソーシャルウェアを「ボトムアップを具現化するツール」

者）に対する信頼や誠実さに欠けるメッセージであれば、

と考える向きもあります。トップダウンやボトムアップという

現場に受け入れられないこともあります。

言葉は個人により認識や定義にばらつきが大きいものです

ところで、透明性の高いコミュニケーションや信頼を軸

が、わたしも基本的にはその考えに同意します。

に、相手の能力ややる気を引き出すとともに目標を目指す

ただし、図 4※6 に示した通り、トップによる支援とボトム

リーダーシップ・スタイルが「オープン・リーダーシップ」と

の責任感が必須であり、経営陣やマネージャー層と現場

呼ばれ、昨今注目を集めていることはご存知でしょうか。

の建設的な関係ができていてこそのものでしょう。

ソーシャル・メディアがビジネスに深く入り込み始め、ソー
シャルウェアへの注目が高まり続けている今の時代にふさ

・情報とつながり方

わしいリーダーシップ像として、米国で 2010 年に同名の

ソーシャルウェアとソーシャル・メディアには高い相似性

書籍が出版 ※5 されて以降、今も高い注目を集め続けて

があります。従ってソーシャル・メディアの推進における分

います。

析や活用法の中には、ソーシャルウェアの推進に取り入れ

なお、「ソーシャルはオープンな場だから」と、ソーシャ

られるものが多数あります。

ルウェア上だけでオープン・リーダーシップを実践するリー

ここでは、ソーシャル・メディアの分析によく用いられる

ダーの話を耳にすることもあるのですが、突然別の人格

情報の性質や流通の仕方をアレンジした 2 軸 4 象限のモ

に豹変し、絵に描いたような美しいことを告げても何の意

デルから、キャンペーンやメッセージを、どこに、どのよう

味もありません。社内ソーシャルはオフラインの職場と地続

なスタイルで流通させることができるかを整理します。

ひょうへん

きの場所です。職場のそこかしこで人格や態度を豹変さ
せるリーダーは信用できませんし、「仕事を一緒にしたくな
い相手」と判断されるでしょう。繰り返しになりますが、社
内ソーシャルだからどうこうという話ではなく、職場におけ

－ フローとストック
情報の種類や状態を表すものとして、ナレッジ・マネジ
メントの世界でも古くからいわれている「フローとストック」
という2 つの性質があります。フローとは、蓄積されない、

※5	2011 年には日本語版も出版されているが、著者シャーリーン・
リーのネームバリューや内容の素晴らしさの割には、あまり話
題にならなかった。
翻訳版のタイトルにある
「フェイスブック時代」
という言葉が、
少々「一時の流行モノ」という感じを与えてしまっ
た可能性がある（原著のフルタイトルは『Open Leadership:
How Social Technology Can Transform the Way You
Lead』）。
※6	トップダウンとボトムアップおよびトップボトム循環については以
下を参照。
『社内ソーシャルはトップダウンかボトムアップか』
http://ibm.co/bottomtop

あるいは蓄積されても後からほとんど参照されることがな
い情報の流れや状態を示します。ソーシャル・メディアで
いえば、Twitter に代表されるタイプです。
ストックは、ある程度フォーマット化され、何らかの規則
性に基づいて情報がためられている状態です。必要なと
きに検索機能などにより発見・参照されるもので、代表的
なソーシャル・メディアに Wikipedia があります。
この 2 つには、それぞれ「瞬発的な拡散力はあるが
長期性や汎用性に欠けるきらいがある」ものと「長期的
に活用できるものではあるが、見つけづらいきらいがある」
という特色・性質があります。

トップボトム循環
信頼と対話をベースにしたトップとボトムの関係
トップによる現場の意見の積極的採用と支援
現場の自律性と責任感による積極性
ボトムから上がってくるアイデアや取り組みをトップが落とす循環型

×統制 ◎透明

－ ソーシャル・グラフとインタレスト・グラフ
ソーシャル・グラフとは、人同士が直接的につながって
いる状態や関係のことで、つながりの中心にあるのは自
分であり、SNS そのものといってもいいかもしれません。
Facebook の「友だち」に代表されるものです。ソーシャ
ルウェアにおいては、同じ部門だとか同期だとかで、直接
的に知っている相手とつながっている状態です。

図4. トップボトム循環型ソーシャルウェアの概念
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一方インタレスト・グラフとは、興味分野や関心事項な

進役」という無色透明な役割ではなく、チー
ムらしさやあなたらしさを加味して推進して

フロー（リアルタイム性が大事）

ほしいと強く思います。

マイクロブログ

ソーシャル・メディアやソーシャルウェアの

アクティビティー

フォーラム

コミュニティー

インタレスト・グラフ

ブログ
ブックマーク
ファイル
Wiki
ストック
（アーカイブ性が大事）

プロフィール
図5. ソーシャル4象限と機能マップ

広がりは、あらゆるものを地続きととらえて行
ソーシャル・グラフ

動する時代の訪れを象徴しているのではな
いでしょうか。社内と社外、オンラインとオフ
ライン、仕事と私生活…。これらをそれぞ
れ切り離してとらえ、それぞれで高みを目指
すのも1 つの方法ではありますが、区分が
小さくなれば枠も狭まり、壁にぶつかりやすく
なるのも道理でしょう。それよりも、自分自身
を中心にあらゆる「もの」「こと」をスパイ
ラル型にとらえてはどうでしょうか（図 6）。

どによりつながっている状態や関係のことで、つながりの

世界はつながっています。ソーシャルウェアの概念では

中心にあるのは共有する興味関心事項です。代表的な

まず「個人」がスタート地点です。1 人の社員は自身を

ソーシャル・メディアとしてはクックパッドやピンタレスト、あ

中心として、さまざまな要素でさまざまな人やこと、ものと

るいは Facebook や mixi の中でも特定テーマを掲げた

つながっていきます。一人の人間として、日々の発見や知

「グループ」をイメージすると分かりやすいでしょう。

識、思いを発信し、共有し、対話していきます。

図 5 は、w3 Connections の持つ各ソーシャル機能の

こうした人らしい活動こそが、社会が企業に求めている

強みや特質を、前述の 2 軸 4 象限にマッピングしたもの

「価値の創造と提供」につながる源泉ではないでしょう

です。キャンペーン内容やコンテンツの種類、メッセージ

か。そしてこうしたソーシャルウェアでの活動を通じ、社員

のスタイルや対象ユーザーなどを踏まえながら、どのように

は自身の成長と所属企業とそこにいる仲間への誇りや信

情報を流通させたいのか、あるいは足りていない要素は

頼を深めていくことでしょう。

何かなどを考えながら推進活動の全体をデザインするとよ
いでしょう。

不幸にも起こってしまった 3.11 の東日本大震災以降、
社会的にも一般のソーシャル・メディアがライフラインとして
とらえられるようになってきています。おそらく、
「ソーシャル・

まとめ

メディアを使うか使わないか」という選択があるのもあと残
り数年だと思われます。そして社内ソーシャルウェアも、
ソー

最後に、推進活動の心構えと、ソーシャルウェアが世

シャル・メディアとの親和性や、企業変革への渇望の高さ

界とどうかかわっていくのか、そしてソーシャルウェアの持

からも、今後一層の脚光を浴びる存在となることでしょう。

つ本質的な意味とは何なのかを整理して、本稿のまとめと
します。

また、推進役が 1 人であれチームであれ、ぜひ自分た

社

実直な行動を取るべきでしょう。

ル
ャ
シ
ー
ソ
外

タンスは社内にも伝わるものです。この点を常に忘れず、

オ
フ
ラ
イ
ン

当然当てはまります。推進者自身のソーシャルに対するス

じぶん
じしん

仕事

生活

セージだけではなく、ソーシャルウェア活用の推進役にも

オ
ン
ラ
イ
ン

コミュニケーションが起きる場です。それは経営層のメッ

ル
ャ
シ
ー
ソ
内

ルウェアは個の思いがオープンに発せられ、受け取られ、

社

メッセージに関する部分でも書いたことですが、ソーシャ

ちの「色」を意識してください。ソーシャルウェアはその
企業の文化や風土を反映する鏡ともいえます。どうか「推

図6. つながりと循環
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