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オンラインコミュニケーション
とは？
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⼼理的安全性とは？

「⼼理的安全性を⾼める=感じよく振る舞う」ではない、また業績⽬標の基準を下げることでもない。
誰にどのような発⾔をしても罰せられない「雰囲気」「暗黙の了解」をつくること。

・背景
< プロジェクト・アリストテレス >
2012年からGoogle社が社内チームを対象として⾏ってきたこの⽣産性向上計画により近年注⽬を集めている。

快適ゾーン

無気⼒ゾーン

学習および
⾼パフォーマンス・ゾーン

不安ゾーン

⼼理的安全性が⾼い

⼼理的安全性が低い

業績基準が⾼い業績基準が低い

→ みんなが気兼ねなく意⾒を述べることができ、⾃分らしくいられる⽂化のこと
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⼼理的安全性の⾼いチーム・低いチーム

⼼理的安全性が⾼いチーム
• チームの⽣産性向上：コミュニケーションがスムーズになる
• 改⾰、改善の意識が⽣まれる：トライ＆エラーがしやすい
• 個⼈に合った質の⾼い体験ができる：多様な個性・価値観が認められる

⼼理的安全性が低いチーム
• 「無知」と思われる不安：業務に必要な質問・相談が気軽にできなくなる
• 「無能」と思われる不安：できない業務を引き受けてしまう・ミスを報告しない
• 「邪魔をしている」と思われる不安：業務中に話しかけにくい
• 「悲観的」と思われる不安：悪い状況について的確な意⾒を出せない
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03 ⼼理的安全性の確認⽅法
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⼼理的安全性の確認⽅法
⼼理的安全性を7つの質問で計測する⽅法
設問に対して、「強くそう思う」「そう思う」「どちらとも⾔えない」
「あまりそう思わない」「そう思わない」で回答します。

【エイミー・エドモンドソン教授が提唱した以下の7つの質問】
1.このチームでミスをしたら、決まって咎められる。
2.このチームでは、メンバーが困難や難題を提起することができる。
3.このチームの⼈々は、他と違っていることを認めない。
4.このチームでは、安⼼してリスクを取ることができる。
5.このチームのメンバーには⽀援を求めにくい。
6.このチームには私の努⼒を踏みにじるような⾏動を故意にするような⼈は⼀⼈もいない。
7.このチームのメンバーと仕事をするときには、私ならではのスキルと能⼒が⾼く評価され、活⽤されている。

1、3、5と2、4、6、7がセットとなっています。

1、3、5は「そう思わない」の度合いが⾼いほど⼼理的安全性が⾼いです。
⼀⽅、2、4、6、7は「強くそう思う」の度合いが⾼いほど⼼理的安全性が⾼いと判断されます。
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⼼理的安全確保のためにリーダーがやるべきこと

チーム全体が発⾔しやすい仕組みを作る

1

2 協⼒的な職場環境をつくる

3 発⾔を積極的に受け⽌め理解する・解決法を考える

キャリアや年齢、性別に関係なく誰でも発⾔できる場であることも重要

競争よりも協⼒することを重視し、失敗を責めるのではなくカバーし合うことでポジティブな⽅向へ

たとえ批判的な意⾒であったとしても社員⼀⼈ひとりの意⾒を聞くことが必要

意思決定には全体の意⾒を求め、発⾔の機会を平等に与える

4 評価⽅法を⾒直す
成果主義ではなく、社員それぞれに評価やランク付けをしない評価⽅法に変えることも解決策の⼀つ

5 社員同⼠が交流する機会をつくる
チーム全体で交流する⾷事会やイベントを設けることで、社員同⼠の信頼関係を築く
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05 テレワークでは
⼼理的安全性の確保が難しい
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テレワークでは⼼理的安全性の確保が難しい

話しかけるのに気をつかう（⼼理的ハードル）
オフィスとは違い、相⼿の様⼦を⾒て「この⼈は今話しかけても⼤丈夫そう
か？」という雰囲気を読み取ることができない。

話しかけるのに⼿間がかかる（物理的ハードル）
WEB会議のURLを相⼿に送信したり、相⼿を探して電話をかけるなど、相⼿と
実際に話すまでにいくつかの⼿間が必要となり、気軽に声をかけることができ
ない。

近年テレワークを導⼊する企業も増えてきていますが、テレワーク環境下ではオフィス環境以上に
コミュニケーションが取りづらくなるため⼼理的安全性の確保が難しくなります。

テレワークで話しかけづらい原因
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06 テレワークでも
話しかけやすくする⽅法は？
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従来のテレワークでは、「⽂章を書く⼒」ばかりが重要視され、
他の⼈に「話しかけること」についてはあまり良いこととされてきませんでした。

まずは「話すこと」の重要性について
チームの⼈と意識を共有することがとても⼤事です。

STEP 01 「話すこと」の重要性を共有
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プレゼンス機能があれば
相⼿の状況を⼀⽬で確認

話しかけるのに
気をつかう

テレワークでは相⼿の様
⼦が⾒えないので、「今
話しかけても⼤丈夫そう
か？」という雰囲気を読
み取ることができない。

「離席中」「会議中」「話せる」
など状況に合わせたステータスを
⾃動または⼿動で設定可能なプレ
ゼンス機能を利⽤すれば、相⼿の
状況が⼀⽬で分かるので、声をか
ける際の⼼理的なハードルを取り
除くことができます。

話せるタイミングを
明⽰

共有カレンダーツールを
利⽤し、話せるタイミン
グを明⽰することで、話
しかけやすい環境を構
築。

STEP 02 気をつかわずに話しかける⼯夫
さらに
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ボイスチャット機能があれば

ワンクリックで会話が可能話しかけるのが⼿間

WEB会議のURLを相⼿に
送信したり、相⼿を探し
て電話をかけるなど、相
⼿と実際に話すまでの⼿
間が多く話しかけるのを
あきらめてしまう。

ボイスチャット機能のあるツール
なら、ワンクリックやキーを押す
だけで会話を始められるため、話
しかける際の物理的なハードルを
取り除くことができます。

⼿間を省く⼯夫

Zoomを常時接続したり
Slackのハドルミーティ
ングを利⽤するなど、相
⼿にワンアクションで話
しかけられる環境にしま
しょう。

STEP 03 話しかける⼿間を少なく
さらに
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テレワークで会話を促進させるために

1 話すことの重要性をチームで共有

2 ⼼理的なハードルを下げる

3 物理的なハードルを下げる

• 「話す」ことにより改善したいこと（業務効率や社員エンゲージメントなど）を明確にする
• トップダウンで進めた⽅がよい

• 話しかける際の「邪魔したら悪いな」というためらいをなくすために、話しかけて良いタイミ
ング・悪いタイミングを他の⼈が分かるようにする

• プレゼンス（在席）機能があるツールを利⽤すると便利

• 従来のWeb会議ツールは話しかけるまでの⼿間が多すぎる
• 従来ツールでの⼯夫が難しいようであれば、ボイスチャット機能があるツールがおすすめ
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07声のバーチャルオフィス
roundzとは？
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ラウンズは、ちょっとした相談から会議など仕事に必要なコミュニケーションをより効率的にする仮想オフィス。
１Dのインストール型で「毎⽇使い」に最適な仮想オフィスです。

同僚の気配が感じられる

プレゼンス機能
会話量が4倍に増える

ボイスチャット
組織改善に使える

データ解析

声のバーチャルオフィス roundzとは？
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roundz導⼊実例 h>ps://roundz.jp/archives/interview/

roundzが選ばれるポイント

安⼼

簡単

軽い

PCの利⽤状況などから、⾃動でステータスを設定
プライバシーに配慮したカメラ⾮搭載

ITツールが苦⼿な⽅からも好評な
導⼊初⽇から使いこなせる簡単操作

Zoomの1/10の消費電⼒
起動したままでもストレスを感じない軽量設計
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1 オンライン相談・トライアル申込
• 30分のオンライン相談にご参加ください
• 終了後、トライアル申込フォームに記⼊頂き次第、トライアル開始可能です

2 ２週間の無料トライアル
• ご希望の⽇付からトライアルを開始いただけます
• ⾼解像度の「プラス」プランをご体験いただけます

3 導⼊判断・運⽤開始
• ご利⽤中、無料のチャットサポート（⽇・英対応）をご利⽤いただけます

お気軽にチャットサポートをご利⽤くださいオンライン相談にお申し込みください

＼無料トライアルはコチラ／ ＼導⼊に関するご質問はコチラ／

https://meetings.hubspot.com/goda/ https://roundzhp.channel.io/

無料トライアルから導⼊まで

https://meetings.hubspot.com/admin701
https://roundzhp.channel.io/
https://meetings.hubspot.com/goda/
https://roundzhp.channel.io/
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会社名 ラウンズ株式会社 / roundz, Inc.

設 ⽴ 2018年 10⽉29⽇

資 本 ⾦ 5,792万円

代 表 者 代表取締役 合⽥翔吾

住 所 〒150-0043
東京都渋⾕区道⽞坂1-16-6⼆葉ビル3F

事 業 内 容 テレワーク・リモートワークツール「roundz」の開発・運営
テレワーク・リモートワークメディア「シゴトバ」の運営

U R L https://roundz.jp/corp/

私たちは、2018年からテレワーク推進事業に取り組んでいる総務省「テレワーク先駆者百選」認定企業です

運営会社

https://roundz.jp/corp/
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お問い合わせ先

info@roundz.jp

https://roundzhp.channel.io/

https://roundz.jp/

mailto:info@roundz.jp
https://roundzhp.channel.io/
https://roundz.jp/

