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知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

デジタルワーク・ホスピタリ
ティがDX推進の鍵

執筆者：藤野貴教、大矢隆司

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？



デジタルワーク・ホスピタリティが DX推進の鍵1

知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

働

Nudge（ナッジ）とは

自分の行動は変えられても、他人の行動を変えるのは
至難の業です。「強制」するのではなく「そっと背中を
押す」ことで相手の行動を自然体のまま、望ましい方向
に変える。それがナッジ（肘でそっと突く）です。

さりげない仕掛けで、人の行動を望ましい方向に変え
ようというもので、アメリカのリチャード・セイラー教授
が2017年にノーベル賞を受賞したことで、日本でも話
題になっています。



2デジタルワーク・ホスピタリティが DX推進の鍵

知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

今
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知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？



4デジタルワーク・ホスピタリティが DX推進の鍵

知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

要約

大学のオンデマンド授業では85%の学生が倍速再生
機能を使っていることが分かった。それを危惧した大
学が1倍、1.5倍、2倍、2.5倍の再生速度で講義を聞く
ワークグループを作ってテストを実施したところ、通常
再生と2倍速再生の間でテストの点数に差はなく、2倍
速を2回見たグループは同じ時間を費やした通常再生
グループよりもテストの点が向上した。

1https://newsroom.ucla.edu/releases/learning-while-speed-watching-class-videos
2https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/201812130003.html
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知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

テ

3https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071CLS46R
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知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

執筆者

藤野 貴教　Fujino Takanori

株式会社働きごこち研究所　代表取締役
株式会社文殊の知恵　代表取締役

新卒でアクセンチュアに入社するも「就職のミス
マッチ」を感じ、一年で退社。この経験から採用
コンサルティングの道に進む。先輩の紹介で入社
した上場直後のdipで、採用・教育担当として一
年間で200人以上を採用。その後、同社初となる
社長のアイデアを実現する戦略推進チームの
リーダーに抜擢される。このとき、トップの意志や
メッセージをトランスレートし、現場に伝え会社
を変える面白さと難しさを知る。

2007年、「“働く”のこれからを考える」をコンセプ
トに株式会社働きごこち研究所を設立。グロー
ビス経営大学院MBA修了（成績優秀終了者）。
2015年から「テクノロジーの進化と人間の働き方
の進化」を研究の中心領域にする。日本のビジネ
スパーソンのテクノロジーリテラシーを高め、人
工知能時代のビジネスリーダー育成を志として、
全力で取り組む。『2020年人工知能時代 僕たち
の幸せな働き方（かんき出版）』を上梓。

また、2006年（27歳）で東京を「卒業」。愛知県
の田舎（西尾市幡豆町ハズフォルニア）で子育て
をしながらのフルリモートワーク。家は海まで歩
いて5分。趣味はスタンディングアップパドル
（SUP）。

2019年、「ビジネス・テクノロジー・クリエイティ
ブ」の3種の知恵を集めた株式会社文殊の知恵
を設立。UXを伝えるWEBメディア『UXジャーナ
ル』を創刊、編集長を務める。

大矢 隆司　Oya Takashi

ゴルフ活動家（Golf Activist）
株式会社文殊の知恵　クリエイター

中学卒業後、15才で単身オーストラリアへ3年間
ゴルフ留学。帰国後の大学在学中にプロゴル
ファーに転向。25才で日本初のコースレッスン専
門会社GEN-TENを起業。全国に散らばる1万人
以上の顧客と、20人以上のコーチをフルリモート
でマネジメント（2020年6月株式譲渡により退
任）。

2018年、タイのバンコクにオフィスを設立。タイ
国内企業ECのコンサルティングを行う他、国内
ゴルフ場のコンサルティング、執筆、コーチングセ
ミナーなどで活動中。

ゴルフコーチ（USGTF）
メンタルフィットネストレーナー（NESTA）
ゴルフコンディショニングスペシャリスト
（NESTA）

ゴルフフィットネストレーナー（JGFO）
MBA（グロービス経営大学院）
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知恵は共有することで他者の知恵と融合し、止揚さ
れることで螺旋状に次元が上昇・進化していく。今
回のウィズダム・レポートは、代表藤野の提言に対し、
十年来の親友である文殊の知恵クリエイターの大矢
が返答、さらに藤野が応える往復書簡形式です。

我慢の連鎖はもうやめよう
きごこち研究所を設立したのが2007年。そ
れ以来、「働く」のこれからを考え、歩みつづ

けてきました。「働きごこち」という社名にも表れて
いますが、働くうえで「楽をすること」がとても大事
だと思っています。

「楽（らく）」は「楽（たの）しく」とも読めます。楽を
することで生まれた時間で、楽しいと思えることをす
る。そのために知恵があるのだと信じています。しか
しなぜか、「楽」をしては駄目だと思ってしまう風潮
が、日本社会には根強くあります。時間をかけて頑
張らなければ評価されない。これは悪い意味で昭和
的な価値観です。

陰での努力は各々必要かもしれませんが、楽ができ
るところは楽をして良いはず。楽をする知恵を知って
いる人が、周囲にその知恵をギフトすることで、周り
も楽になっていくのではないでしょうか。

この真逆にあるのが我慢の連鎖です。「私が我慢し
ているのだから、あなたも我慢してください」という
我慢の連鎖は、もっとも心地悪いことです。コロナ禍
でもこの負の連鎖は散見されました。いかに我慢の
連鎖を無くすのか。それも「働く」を考えることです。

顧客にも我慢強さを求めていないか
押印を筆頭に、社内には煩雑な手続きが多数存在
し、日々不便を感じながら働いている人は決して少
なくはないでしょう。しかし、それらは「仕方がない」
と我慢されています。講演で、私はよくこんな話をし
ます。

「大企業は我慢強い方が多いように感じます。それ
自体は悪いことではありません。しかし、我慢に慣
れた人、我慢の許容度が高い人が作るサービスは、
顧客にも我慢を求めているかもしれません。あなた

の回りで我慢の連鎖が起きていませんか？」

皆さん、ドキッとされます。組織における我慢の連鎖
は、顧客サービスの品質低下を引き起こしかねない
のです。「まずは自分たちがテクノロジーを活用して、
働くのを楽にしよう」私がそう訴える理由もここにあ
ります。とはいえ、ツールを導入したところで簡単に
はうまくいきません。なにが欠けているのでしょう
か？

端的に言えば、利他の精神です。自分が楽を知った
から、今度は自分の周囲3メートルにいる人たちに
「楽になってもらおう」という心、が求められている
のです。

テクノロジー＋ナッジが仕事を変える
「DXで効率をあげよう」は正論ですが、正論ゆえに
暴力的なメッセージでもあります。結果、社内に抵
抗勢力を生んでしまう状況を目にします。どうせやる
のであれば、人間らしいDXが実現できないもので
しょうか。

やらされ感のある命令的な進めかたや、危機感を煽
るやりかたではなく、面白い、わかりやすい、やって
みたいと思える「圧のない行動促進」が、現在の企
業には必要です。私たちのチームではこれを「ナッジ
（Nudge）」と呼び、取り組んでいます。

ナッジとは、強制するのではなく、さりげない仕掛け
で人の行動を良い方向に変えよう、という考え方で
す。

テクノロジー＋ナッジという組み合わせが、今の時代
では大事だと考えています。具体的な事例をご紹介
します。

“喋らない会議”でアウトプットを増やす
ミーティング冒頭に、アジェンダを書いた共有ドキュ
メント（Googleスライドなど）のURLを出席者に共
有します。仮に参加者8人の会議だとしましょう。ア
ジェンダの例は、「最近、顧客から寄せられたサー
ビスへのリクエスト」など。

まず10分間、全員が黙って自分の意見をドキュメン
トに書きます。10分経過したら、今度は他の人が書
いた内容にコメントや質問を加筆していきます。同
様に10分ほどで行います。この間、声を発するのは
進行役のファシリテーターだけ。およそ20分で全員
の意見が表出され、意見に対する双方向のやり取り
も行うことができます。

会議において、私のような口達者な人間だけが話を
している状況は珍しくなく、その間は他の人の時間
を奪うことになりかねません。しかし「喋らない会
議」では、10分間で全員が自分の思っていることを
（同時に）発言できます。人前で話すのが苦手でも、
書くことならできる人の発言機会を担保することも
できます。

ポイントは、立場が上の人もメンバーと同じように手
を動かして参加することです。みんながフラットに時
間を使い、書き、アウトプットします。全員の意見を
ひと通り出したあと、残りの時間で「話しながら」意
思決定をしていきます。喋らない会議を体験すると、
「仕事のやり方は変えられる」ことを体感します。こ

れを社内の組織習慣にするということが、私たちが
行っている組織開発におけるナッジです。

働き方を変えましょうと、ただ講演で話しても何も
変わりません。ルール・仕組み・やり方を、具体的に
インストールすることが大切です。

「喋らない会議」というソリューションを知識で知っ
ているだけでなく、実際に喋らない会議に参加し、
積極的に書き込み、他のメンバーからコメントをもら
い、その中で気づいたことを口頭で話し、ドキュメン
トとして可視化された集合知を得たうえで、メンバー
や上長に伝達すべき資料を作成できた──という
仕事の「体験」を持つことが真の知識です。Teams
でミーティングを円滑に行える、Googleスライドで
資料を作成できる、ということではないのです。

業務のDX推進に必要なのは「デジタルスキル」だけ
でなく、「体験知・体験値」であり、その体験を生み
出すのは、「自分の周囲にいる人を楽にさせよう」と
いうホスピタリティだと思います。

藤野の提言に対する大矢の意見
回の藤野さんの主張を私なりにまとめさせて
いただくと、

・仕事を楽にすることが働く幸せを作る
・楽を追求する、我慢を捨てることから知恵が生ま
れる
・楽を広めていくには相手が我慢を捨てるための
ナッジが必要
・ナッジの例（喋らない会議）が生まれた背景にあ
るのはホスピタリティ

ということですね。私は藤野さんと一緒にお仕事を
させてもらう過程で、藤野さんがその体現者である
ことを知っている一人ですから、私なりに感じたこと
を書いてみたいと思います。

ホスピタリティの前にあるマナー
いきなり話が脱線してしまいますが、藤野さんが使っ
ていたホスピタリティという言葉の定義をまずは明
確にしたいと思います。

ろん、Drive内OCR機能検索で、調べたい単語が出
てきた会議のファイルを一発で紐づけられます。探
す手間さえも削減されます。

さらに最近発表されたUCLAの研究1によると、ビデ
オを倍速再生して見ても理解度が変わらないことが
分かっています。

これはつまり、ほとんど発言しない会議であれば、
欠席して後で倍速で会議を見るほうが、欠席者の生
産性を2倍（1時間の会議が30分で理解できた）に
することができる、ということでもあります。

実際に1万人規模の企業では、1年間に約67万時間、
約15億円も「ムダな会議」に費やしている2と言われ
ていますから、この方法を使うだけでも生産性に多
大な影響を与えることは容易に想像できます。

そうなると、会議には発言機会の少なそうな人を招
集しないことも「ホスピタリティ」と言えるのかもし
れません。

DX推進とデジタルワーク・ホスピタリティ
先日、顧問先の会社のSlackに、新しいメンバーとし
て東江（あがりえ）さんという方が入ってきました。
その方は、Slackの自己紹介スレッドで「全国的にも
珍しい名字なので、私にメンションが付けやすいよ
うに漢字でも、英語でも、ひらがなでもヒットするよ
うにプロフィール設定をしております」と書いてあり
ました。私はそれを見た瞬間に、この方はとても「デ

ジタルワーク・ホスピタリティ」が高い方だなと感心
しました。

プロフィール設定自体はマナーと言えるかもしれま
せんが、この投稿により、他のメンバーもプロフィー
ル設定を変えていたのでこれがナッジの好例、デジ
タルワーク・ホスピタリティと言えるのかもしれませ
ん。

パートナーワーク時代の仕事力
また、このレポートの主筆者である藤野さんも、デジ
タルワーク・ホスピタリティの高い人だと感心させら
れるエピソードがあります。藤野さんは会議が設定
されると、事前に会議の目的や要点を手短に話した
ビデオや、会議に関連する別の会議動画をYouTube
に限定公開でアップロードし、私にURLを送ってき
てくれます。

その際「xx分あたりから大矢さんに意見をもらいた
い◯◯について話しています」「1.5倍速で見ると10
分程度で終わります」とコメントを添えてくれます。
私は移動中などの隙間時間にその部分だけピンポイ
ントに聴くことができますし、事前に何分で見終わる
と書いてあることで、自分のスケジュールに簡単に組
み入れることができます。

私自身が実践しているデジタルワーク・ホスピタリ
ティもあります。今は誰でもスマホで24時間365日
メールをチェックできる環境にあります。そのため、
相手の休みを把握できている場合には、メールの予
約送信をセットしておくことで、相手の業務時間外
にメールが届かないようにしています。

加えて、Slackなどのグループウェアを使っている場
合には、「times-oya」というチャンネルを作り、プロ
ジェクトに関係ありそうなニュースやアイデアをピッ
クして投稿することで、メンバーにもアイデアを共有
し、対話のきっかけを作るなどを心がけています。

さらに、誰にでもできる「即レス」は、最も嬉しいメ
ンバーへの心遣いだと感じています。可能な限り即

私はゴルフ場でのサービス開発や従業員研修もして
いるので、「マナー」「サービス」「ホスピタリティ」
の違いについてよく話をします。

マナーとはお行儀やお作法です。社会人として入社
すると、挨拶や言葉遣い、名刺の渡しかた、メール
の送りかたなど様々な（ビジネス）マナーを学びます。
これらはどの会社においても共通のお作法で、例え
ばメールマナーと言えば、

・表題は内容を見なくても分かるように簡潔に
・要件は短くわかりやすく
・署名を付けて自分の連絡先を残す
・CCの使いかた、BCCは基本的に使わない
・添付ファイルの容量が大きくなるときはファイルダ
ウンロードURLにする

などを教えられます。こうした不特定多数が使用す
るツール（場所）は、他の人への配慮を利用者全員
が守ることで、メールという公共性と利便性が担保
されていると言えます。交通マナー、レストランマ
ナー、もちろんゴルフのマナーも同様で、仕事であろ
うがプライベートであろうが、友人だろうが家族だろ
うが、みんながマナーを守ることで気持ちよくその
場が利用できるのです。

サービスとホスピタリティの違い
次に「サービス」と「ホスピタリティ」の違いについて。
サービスは「Serve＝仕える」や「Servant＝召使い」
を語源とすることからもわかるように、主従関係が
あり、対価に基づいて提供される均一的な奉仕を指
します。客と店、売り手と買い手、資本家と労働者な
ど。主従が明確で、支払われる売上や報酬に見合っ
た奉仕をすることがサービスです。

これはすなわち、いつでも、誰にでも、規則的に
（ルールに基づき）提供される奉仕です。スマイル0
円と銘打っていても、実際は従業員が顧客に笑顔で
接することは、その企業で定められたサービスであ
ると私たちは知っています。

またサービスは必ずしも人間のみが提供するもので
はありません。私たちが料金を支払うことで享受し
ている、デジタルサービスからの奉仕のほとんどは、

実際にはプログラムされたシステムによって提供さ
れています。

一方、ホスピタリティは「Hospes＝もてなす」が語源
と言われ、「見知らぬ人を歓待する」という意味があ
るそうです。サービスとの違いは主従がなく、また対
価を求めない奉仕であること。ホスピタリティが「心
のこもったおもてなし」や「思いやり」と意訳される
ことが多いのは、ルールやマニュアル、あるいはプロ
グラムによって均一に提供されるサービスとは異な
り、奉仕する人の「心」や「思い」が伴っている（感
覚がある）からでしょう。

藤野さんが実践している「喋らない会議」は、発言
することに遠慮がちな部下や若手も、自分の思って
いることを発信しやすくなるという心遣いと、参加者
のアウトプットを増やすという創造性を両立していま
す。

観る会議の生産性とUX
コロナ禍は私たちのワークスタイルを一変させまし
た。なかでも、オンライン会議は一気にビジネスシー
ンのメジャーとなりました。画面共有、ブレイクアウ
トルーム、ホワイトボード、投票機能など、リアル会
議を超える利便性を備え、在宅で行えばマスク無し
で表情が見えるというリアル以上の情緒性さえ提供
しています。

そんな数あるオンライン会議がもたらす機能の中で、
最も重宝し、生産性に劇的な影響を与える機能を一
つだけ挙げるとするなら、それは「録画機能」では
ないでしょうか。

ホストに会議を録画してもらい、そのデータを
YouTubeにアップロードする。ただそれだけで、会
議に出席できなかったメンバーも、通勤時間や仕事
のスキマ時間に会議内容をAnywhere、Anytime、
Anydeviceで確認することができます。

そのため、会議の出席者を限定することができます
し、会議そのものがデータとして残るので、議事録
を取る手間も省けます。余談ですが、会議の音声を
自動で文字起こししてくれるアプリを使い、Google
ドキュメントで残しておけば、議事録の作成はもち

レスする、特にチャットは即レス期待値が高いツール
ですから、すぐ返信できない時には「◯時までに回
答します！」と返信しておけば、相手は返信が届くま
での時間を他のことに集中できます。どれも些細な
ことですが、こうした思いやりのひと手間も、デジタ
ルワーク・ホスピタリティと言えるかもしれません。

無機質なデジタルツールだからこそホスピ
タリティで潤いを
最後にもう一つ、デジタルワーク・ホスピタリティの
お話を紹介したいと思います。

私は以前、某ネット生命保険の利用者でした。定期
的にメールマガジンが送られてくるのですが、差出
人は社長のお名前でした。加入者が何十万人もいる
ような保険会社です。社長直々に、顧客一人ひとりに
メールを送っているはずがないことは百も承知して
います。仮に私がそのメールに返信したところで、社
長ではなくマーケティング担当者、あるいは秘書が
チェックするであろうことも、容易に想像できます。

しかし、私は過去にその社長のビジネスセミナーを
受講したことがあったので、社長名で送られてきた
メールを目にして、顧客への心遣いがある会社だな
と感心し、思わずセミナーのお礼をそのメールに返
信しました。

残念ながら、先の社長が退任されてからメールマガ
ジンの差出人は「◯◯生命ニュースレター」に変
わってしまい、それが原因ではないのですが、私はそ
の保険を解約し、同じ内容でより安価な企業のサー
ビスに乗り換えました。

いくら便利で生産的なツールやアプリであっても、
それを使うのはお客さまや同僚という、私たちの身
近で大切な人たちです。「Zoomなんだから会議出て
よ」と、デジタルツールを強いることでDXは冷たく
乾いたものに感じられますが、「最近忙しそうだか
ら、今日の会議はあとで録画を送るよ」と伝えれば、
無機質なデジタルから人の温もりや潤いを感じるこ
とができます。

デジタルを使うことよりも、その恩恵を感じること、
ツールに人の心を通わせること、それこそが私たち
が楽（らく）に働くことであり、DX推進のヒントにな
るかもしれません。

DXの浸透に人間らしさを乗せていこう
（再び藤野）

クノロジーを活用し、繰り返しの仕事を自動
化しましょう。「慣習だから」で行っているこ

と（FAXでのやりとりなど）をやめましょう。かわり
に、人間としてより本質的にやりたいと思える仕事を
しましょう、というテーマで拙著『2020年人工知能
時代　僕たちの幸せな働き方』3を2017年に出版し
ました。

中国・韓国・台湾で翻訳されるなか、2019年に上海
を訪ね、日本語で講演する機会がありました。中国
の人はテクノロジーを活用して、日常をどんどん便利
にしています。しかし私の講演をうけて「便利にする
と、人間らしさが失われるのではないかという心配
がある」とおっしゃいました。その言葉を聞いて「こ
のテーマは全世界的な課題」なのだ、と感じたこと
を憶えています。便利になることと人間らしさ。これ
らをいかに両立するかが肝なのだと考えています。

出版当時（2017年）、AIが人の仕事を奪う、テクノロ
ジーは脅威だ、という論調をすると雑誌が売れたり、
テレビの視聴率が上がると思われている風潮があり
ました。けれど私は、不安から危機感を煽るだけで
は、人の行動は変わらないと思っています。そのため、
「人工知能時代の幸せな働き方」をコンセプトに、
私たちはテクノロジーを道具として使い、人間らしく
あるために、どのように仕事や生活を変えていくのか。
という、ポジティブなメッセージを出しました。

あれから5年たった今でも、テクノロジーを活用する
のは一体何のためか、という目的が蔑ろにされたま
ま、手段としてのDXが先行してしまっている気がして
なりません。

組織内で語られるDX浸透メッセージに欠けている

のは、今回のレポートでテーマとなった「デジタル
ワーク・ホスピタリティ」です。大矢さんが定義してく
れたように、ホスピタリティが、ルールやマニュアル、
あるいはプログラムによって均一に提供されるサー
ビスとは異なり、奉仕する人の「心」や「思い」が
伴っているものであるならば、DXの組織浸透には
「効率性」だけでなく、「利他の精神」も合わせて
伝えていくことが必要と言えるのではないでしょうか。

録画で会議を見ることは「便利だ」とだけ伝え、録
画機能の活用を促進するのではなく、「見る人が会
議内容に追いつくことが楽になるように、ミーティン
グの最後に5分程度で会議内容のまとめを録画して
おきましょう」というやり方を合わせて推奨したり、
「なぜ今回の決定になったのかの背景は、○分のあ
たりをご覧いただけると、ニュアンスがつかめると思
います」というメッセージを別途チャットで補足しま
しょう、というような「利他の精神」を合わせて伝え
ることで、DXの浸透に「人間らしさ」が上乗せされ
ます。

「我慢の連鎖」が長く続いてきた多くの企業の働き
方において、自分が楽（らく）を体験し、楽になる仕
事のやり方（＝知恵）を周囲に伝播させることは、
「楽と楽しさの連鎖」を生み出すスタートとなります。
まずはこのレポートをあなたの周囲と共有するとこ
ろから、連鎖を始めてみませんか？

ゴルフフィットネストレーナー（JGFO）
MBA（グロービス経営大学院）


