
Chatwork株式会社

ビジネスチャット完全ガイド

テレワークの必須ツール！



はじめに

社内でのコミュニケーション方法といえば、対面をはじめ、掲示板の利用、社内報の回覧、メールな

どが従来の方法でした。
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一度に多くの従業員へ発信できる一方で、狙い通りの

相手へ正しく情報が届かず、円滑なコミュニケーショ

ンがおこなえていないという実態もあるようです。

このような従来の方法の課題をカバーできる新しい情

報発信方法のひとつが、ビジネスチャットです。

この資料ではビジネスチャットについてさまざまな視

点から紹介します。ビジネスチャット導入のきっかけ

として役立ててください。
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01社内のコミュニケーション不足が
引き起こす問題



顧客サービスへの

悪影響

社内のコミュニケーション不足が引き起こす問題
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HR総研の調査※によると、企業規模にかかわらず8割近い企業が社内コミュニケーションに課題を感
じているということがわかりました。職場でのコミュニケーション不足は、組織にとってどのような
悪影響を及ぼすのでしょうか。

業務効率の低下
無駄な業務の増加やミスの頻発、意思決定の遅れなど、業務効率が大幅

に低下する恐れがあります。無駄な業務の増加は残業の増加によるコス

ト増にもつながり、業績への影響も免れません。

顧客とのやり取りの中で得られた重要な情報が、社内で共有されず、顧

客からのクレームにつながる場合もあります。顧客に提供できるサービ

ス品質が落ち、それにより顧客満足度が低下する恐れもあります。

コミュニケーションは、現場のモチベーションにも大きく影響します。

「人間関係の悪化」は、退職、転職の原因のひとつともいわれており、

離職率増加を引き起こしかねません。
離職率の増加

※出典元：【HR総研】社内コミュニケーションに関するアンケート（発表日：2016年8月）https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=153

https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=153


社内コミュニケーションの課題を解決する新たな手段とは？
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このような課題をカバーできる新しい手段のひとつが、ビジネスチャットです。昨今ではテレワーク
におけるコミュニケーションツールとしても注目を浴びています。



02ビジネスチャットとは？
テレワークの必須ツール



ビジネスチャットとは

業務上のコミュニケーションに特化した

チャットツールのことです。

短文で簡潔に会話のキャッチボールができることが大き
な特徴です。また、業務効率化を助けるさまざまな機能
が備わっている点や、セキュリティ面で強化している点
も特徴といえるでしょう。

社内のメンバー同士での連絡はもちろんのこと、社外の
人とのコミュニケーションも円滑化できます。
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ビジネスチャットの導入率

企業のビジネスチャット導入率は約28%
という調査結果があります。

2017年のビジネスチャットツールの企業の導入実態
調査※によると、全社で導入している企業は12％、
一部で導入している企業が16％という結果でした。

昨今では、感染症対策でテレワークを始める企業が
増え、テレワークにおける必須ツールとして、ビジ
ネスチャットの注目度も高まっています。
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※出典元：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　大手企業のビジネスチャットツール導入実態調査（発表日：2017年4月13 日）
https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=153



ビジネスチャットの特徴
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ビジネス
チャット Eメール 電話 対面

効率的な
複数人との情報共有 ○ △ × △

記録・検索 ○ ○ × ×

業務と関係ない情報の混在 なし 迷惑・スパ
ムメール

間違い電話
営業電話 なし

コミュニケーションにおけ
る表現 口語 文語 口語 口語



特徴1: 効率的な複数人との情報共有が可能
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ビジネス
チャット Eメール 電話 対面

効率的な
複数人との情報共有 ○ △ × △

複数の相手に同じ要件を伝えたいときには、メールだとその都度、「TO」や「CC」、「BCC」など
の設定が必要でしょう。また対面だと、同じ場所に伝えたいメンバーに集まってもらう必要があ
り、場所の問題、その人個人の都合からかなわない場合もあるでしょう。

ビジネスチャットなら、グループを事前に設定しておくことで、伝えたい内容に応じたグループ
チャットで簡単に情報共有できます。記録に残るので、後からまったく同じ情報を得ることもでき
ます。内容によっては、個別チャットとの使い分けも可能です。



特徴2: 記録に残しやすく検索しやすい

12

ビジネス
チャット Eメール 電話 対面

記録・検索 ○ ○ × ×

口頭や電話で情報を伝えた際に、言葉で正しく伝えられているか、伝え漏れがないか不安に思った
ことはないでしょうか。また、後から正しく伝わっていないことがわかり「いった、いわない」の
トラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

ビジネスチャットは、テキストで入力の記録が残るため、口頭よりも正しくお互いの記録に残り、
メールに近い検索性も備えています。



特徴3:業務を中断させるような関係ない情報が混在しない
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ビジネス
チャット Eメール 電話 対面

業務と関係ない情報の混在 なし 迷惑・スパ
ムメール

間違い電話
営業電話 なし

大事なメールが迷惑メールに埋もれてしまったり、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまった
りすることもあります。また、標的型攻撃メールやフィッシングメールなどの被害にあう可能性も
あります。また業務と関係ない電話はこちらの都合に関係なくかかってくるというデメリットもあ
ります。
その点、ビジネスチャットなら、発信できるメンバーが限られているので迷惑なメッセージが送ら
れてくることはありません。



特徴4:会話のようなやり取りで気軽にコミュニケーション
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ビジネス
チャット Eメール 電話 対面

コミュニケーションにおけ
る表現 口語 文語 口語 口語

Eメールでは、基本的なビジネスマナーが存在します。件名の書き方から、初めの挨拶、自己紹介か
ら、結びの表現、署名まで、気を遣う点が多く、記入文字数も多くなりがちです。

ビジネスチャットでは、単刀直入にテキストで要件を伝えることができます。そのため記入文字数
も少なく、メッセージ作成の時間の短縮も可能です。
加えて、自分の都合のよいタイミングで閲覧・返信ができ、移動時間の合間に、スマートフォンな
どから簡単にリアクションが可能です。
コミュニケーションに慣れてくると絵文字で感情を表現することもできるようになるでしょう。



ビジネスチャット導入で期待できる効果
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コミュニ
ケーション

活性化

セキュリ
ティ強化

業務効率化



ビジネスチャット導入で期待できる効果
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ビジネスチャットを導入すると、会話形式でメッセージを伝えることがで
きるため、コミュニケーションが端的になります。
その結果、長文のメールを書く必要がなくなり、大量のメールの返信に
使っていた時間が削減できます。また移動中でもスマートフォンなどから
簡単に発信ができるため、隙間時間を有効活用して反応できるようになり
ます。

これにより情報共有のスピードが早くなり、意思決定の速度も向上しま
す。無駄な会議を開く必要もなくなり、導入成功企業の事例でいうと、
メールは10分の1に、会議の開催数は半分以下になった企業もあります。

業務効率化



ビジネスチャット導入で期待できる効果
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ビジネスチャットでは1対1でやり取りをおこなうチャットのほか、複数人
でメッセージをやり取りできるグループチャット機能というものが備わっ
ています。
グループチャットは一度に複数人がチャットに参加できる機能で、招待し
た特定のメンバーのみでメッセージや情報を共有できます。

メールと比べて、会話調で話ができることから、会話のラリーを続けるこ
とが簡単で、堅苦しさが軽減され、コミュニケーションの活性化にもつな
がりやすいのが特徴です。

コミュニ
ケーション

活性化



ビジネスチャット導入で期待できる効果
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ビジネス利用において最も重視すべきは、情報漏洩防止のための取り組み
です。

外部サービスの利用によって顧客情報が漏洩したというニュースは、企業
の大小問わず世界的に起こっており、企業は適切なサービスを選ぶことが
求められています。

ビジネスチャットはビジネスレベルで求められるセキュリティが約束され
ていることはもちろん、会社の管理下のアカウントでの情報のやり取りが
可能となり、退職時の情報持ち出しによる情報漏洩や、アカウント乗っ取
りなどのリスクもありません。

セキュリ
ティ強化



さまざまな部署でのビジネスチャットの利用例

営業
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制作・開発

人事 情シス



ビジネスチャット利用による営業の変化
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客先への訪問や移動で社内にいる時間が限られ
る営業職。

報告や会議のために会社に戻らなければならず
残業が重なったり、情報共有が少なく業務が属
人化してしまうといった問題を解決します。

● 業務報告、勤怠報告、経費精算など、外出中の社

内とのやり取りがなかなかできず残業が増加

● 営業のナレッジのシェアやクライアントの重要情

報の共有が円滑にできず業務が属人化

● 問い合わせの迅速な対応など、営業先との密接な

関係が構築できていない

Before

● 外出中のホウレンソウをチャットで済ませ効率

化。営業の回れるクライアント数が1.5倍に！

● チームメンバーとチャットでのコミュニケーショ

ン量が増加、チーム全体の仕事意識の改善にも！

● クライアントとのやり取りもスピードアップ！営

業力の強化から売上アップにも！

After



ビジネスチャット利用による制作・開発の変化
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営業に伴っての客先への訪問や移動に加え、プ
ロジェクトを進行する制作や開発の現場。

多くのメンバーへ正しく早い情報共有で、ミス
や変更、調整の手間が減ることから、ビジネス
チャットが積極的に活用されています。

● プロジェクトメンバー間での正しい情報共有がで

きておらず、進行中の案件の変更が多発

● スピーディーなコミュニケーションができず、プ

ロジェクトの進捗に影響

● 受注先、発注先とのやり取りが営業から共有され

ておらずトラブルに

Before

● 正しい情報をスピーディーにプロジェクトメン

バーに共有。無駄な業務が減少！

● チームメンバーとチャットでのコミュニケーショ

ン量が増加、業務スピードが向上！

● 取引先専用グループチャットに関係メンバーが入

ることで全員が情報をキャッチアップ。抜け漏れ

のない対応を実現。

After



ビジネスチャット利用による人事の変化
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採用業務では、履歴書などの重要な個人情報を
取り扱ったり社内関係各署との密な連携が必要
な人事。
また、人材育成や離職防止といった面でもコ
ミュニケーションの活性化が重要になる中、ビ
ジネスチャットが一役を買っています。

● 採用における面接官との履歴書や選考管理シー

ト、フィードバックのやり取りで業務量増加

● 内定辞退防止のための内定者とのコミュニケー

ション継続に時間が避けていない

● 社内イベントの企画、進行のためのメンバー間で

の迅速な情報共有に

Before

● 採用グループチャットで選考フローのスピード

アップと情報共有を効率化！

● オンライン面談で簡単に離れた場所の内定者と効

率的にコミュニケーションがとれるように。

● タスク管理で抜け漏れを防止。プロジェクトが円

滑に進行！

After



ビジネスチャット利用による情報シスの変化
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社内の問い合わせ、トラブル対応による業務負
荷の多い情シス。

業務効率化のツール選定において安心のセキュ
リティ基準とサポート体制からビジネスチャッ
トが選ばれています。

Before

● さまざまな問い合わせに対し、チャットで返答。

回答のスピードアップを実現！

● 全員が閲覧したかを確認できるようタスクを管

理。対応状況を見える化。

● ビジネスチャットを全社導入し、アカウントやロ

グを管理。情報セキュリティも向上！

After

● 社内のさまざまな部門からの問い合わせ対応やト

ラブル対応のためのやり取りに日々追われている

● 社員全体に対しての情報セキュリティに関する教

育や情報を発信しても見られていない

● 勝手に社員が自分でコミュニケーションツールを

使っており、管理できていない



ビジネスチャット選び３つのポイント
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ビジネスチャットを選ぶ際、どこを見るのが良いのでしょう。ここではビジネスチャット選びのポイ
ントを３つご紹介します。

サポート体制

利用者にあった

機能・使いごこち

長く使い続けられるか、メンバーの業務が本当に効率化されるかは、使

いごこちにかかっています。利用者が欲する機能や使い心地を実現でき

ているかを、試しに使って評価してみましょう。

導入に当たって、気になるのはサポート体制です。

日本語のヘルプなどが豊富か、導入前後のサポートをどの程度してもら

えるかは、運用をしていくに当たって重要なポイントです。

やり取りの中に機密情報が含まれる可能性があるコミュニケーション

ツールだからこそ、メッセージの暗号化や情報漏洩、不正アクセスの対

策がしっかりされているか確認しましょう。
セキュリティ



他ツールとの連携でさらに加速する業務効率化

25

ビジネスチャットは、自社で使っているさまざまなサービスと連携することで、より業務を効率化す
ることができます。自社が使っているサービスと、チャットツールの連携が可能かもビジネスチャッ
ト選びのポイントのひとつです。



03Chatworkのご紹介
30万社以上が利用するビジネスチャット



ビジネスチャット　Chatworkとは

効率的に情報共有できる
グループチャット

仕事の見える化ができる
タスク管理

見落としがなくなる
ファイル共有

いつでも会議ができる
ビデオ/音声通話
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Chatworkはメール、電話、会議・訪問など仕事で必要なコミュニケーションをより効率的にするビ
ジネスチャットです。社内外のコミュニケーション活性化や業務効率化を実現します。



Chatworkは日本最大級のビジネスチャットサービス

3月
リリース

30万社
突破！

20万社
突破！

30万社以上の利用で安心　

10万社
突破！
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Chatworkが選ばれるポイント
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シンプルな使いごこちで社内外と簡単にコミュニケーション1

2

リーズナブル  3

25万社以上の導入実績と強固なセキュリティ

簡単

安心

 無料プランから今すぐはじめられる

このほかにも、多くのサービスとの連携が可能な点や導入前後の日本語のサポートがある点などか
ら、多くの企業さまに利用いただいております。

Chatwork導入事例
https://go.chatwork.com/ja/case/

https://go.chatwork.com/ja/case/


ビジネスチャット導入の相談
Chatworkへのお問い合わせ

公式サイト

https://go.chatwork.com/ja/

お問い合わせフォーム

https://mpages.chatwork.com/CW-JP-form_contact_Introduction

.html

https://go.chatwork.com/ja/
https://mpages.chatwork.com/CW-JP-form_contact_Introduction.html
https://mpages.chatwork.com/CW-JP-form_contact_Introduction.html


会社概要

会社名

Chatwork株式会社（公式Webサイト）
代表取締役CEO兼CTO

山本 正喜

所在地

東京、大阪、ベトナム、台湾
設立

2004年11月11日

31



働くをもっと楽しく、創造的に


