
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

グループ社員 11 万人の協働で 

トータルソリューションビジネスを加速 

アバナード 

エンタープライズ・ソーシャル ソリューション 



 

グループ社員11万人の協働で 

トータルソリューションビジネスを加速 

プロジェクトの背景 

富士通が推進するトータルソリューション

ビジネスでは、高度化・複雑化する顧客

の要求に対し、的確なソリューションをス

ピーディーに組み合わせ提案・実現して

いくことが求められる。 

これには、異なる強みを持つ富士通のグ

ループ各社、各部門が相互連携しシナ

ジーを産み出すことが不可欠となる。 

しかし、メールと対面ミーティングが中心

であった従来のコラボレーション方法で

は、スムーズな相互連携を行う上で以

下の課題があった。 

 

富士通グループが抱えていたコラ

ボレーションにおける課題 

組織間連携の壁：グループ規模の

拡大により、グループ各社、各事業

部門の連携が難しくなり、会社・事

業部門を越えた取り組みは期待し

たスピードでは進んでいなかった。 

具体的には、複数のグループ会社から

中核メンバーが提案、プロジェクト遂行

に参画する横断型チームでの連携であ

る。グループ各社がそれぞれ別のコミ

ュニケーション基盤を有していたため、

社内のメンバーとはコミュニケーション基

盤、別会社のメンバーとはメールと別々

の手段を利用せざるを得なかった。 

これがメンバー間のスムーズな協働を少

なからず阻んでいた。 

 

ノウハウの共有の壁：提案活動やプロ

ジェクト遂行を通じて、成功や失敗の原

因、開発上の工夫など様々なノウハウ

が生まれている。 

しかし、コミュニケーションの手段がメール

中心で、メンバー以外に共有される方

法がなかった。 

 

このため、こうした事業活動を通じて得られたノ

ウハウや、それを有するエキスパートをグループ

全体で活用することが難しくなっていた。 

 

結果として、従来の会社単位での提案活動・

プロジェクト実施から、グループの総合力を結

集したトータルソリューション提供への進化がな

かなか進まない、という悩みを抱えていた。 

 

ソリューション 

 

-富士通資料より- 

 

こうした課題を解決するために、富士通では、

「グローバル一体の協働活動の実現」をビジョ

ンに掲げ、グローバルにコミュニケーション基盤

の抜本的改革に踏み切った。 

マイクロソフト SharePoint を中核とした新基

盤の主要機能の一つが、企業内 Social 

Networking Service（以下 SNS）であ

る。 

 

企業内 SNSの主な特徴の一つは、会社や

部門、階層といった組織上の境界と関係なく

自由にコミュニケーションの場である「コミュニテ

ィ」を設定できる点である。富士通では、「会

社、部門を越えたノウハウの共有」、「チーム内

の連携性強化」の２つを目的として、職種

別・案件別・組織別の 3種類の「コミュニティ」

を活用している。 

 

職種別コミュニティ：業務上のノウハウ共有

を目的に、主に「営業」「プロジェクトマネージ

ャ」「人事」といった職種別にグループ横断で設

置されたコミュニティである。 

富士通株式会社 

ICT分野において、各種サービスを提供する

とともに、これらを支える最先端、高性能かつ

高品質のプロダクトおよび電子デバイスの開

発、製造、販売から保守運用までを総合的

に提供する、トータルソリューションビジネスを

行う企業である。 

グループ社員数は 162,000人。（2014

年 3月末現在） 

http://jp.fujitsu.com/ 

 

 
 

 
-富士通 Social Site画面- 

 

http://jp.fujitsu.com/


 

これにより、富士通グループの各分野のエキ

スパートに、どの会社や部門からでもアドバイ

スを求めることが可能となった。 

例えば、プロジェクトマネージャ（以下 PM）

のコミュニティでは、若手 PM が課題に直面

した際、ベテランにアドバイスを求めることがで

きる。そのやりとりが公開されることで、質問

者以外もそこから学び、スキルアップをするこ

とが可能となる。また、このコミュニティは、若

手とベテランの間のつながりを作るのにも役立

っている。新コミュニケーション基盤では、

SNS上のやりとりからチャットや電話等の直

接コミュニケーションにスムーズに移行できるか

らだ。 

 

案件別コミュニティ：プロジェクトやワーキン

ググループのメンバーの協働作業を効率化す

ることを目的に設置されるコミュニティである。 

グループ会社の社員であれば誰でも参加で

きることに加え、 SNSの持つ使いやすいユー

ザインタフェース（以下UI）の効果もあり、

顧客とのやりとりの共有や、業務指示・報告

などメンバー間のコミュニケーションの密度が

高まった。 

今や富士通グループの総合力を発揮した提

案活動、プロジェクト実施を支える基盤とな

りつつある。 

 

組織別コミュニティ：本部や部・課といった

組織単位で設置し、所属メンバーへの連絡

やコミュニケーションを目的としたコミュニティで

ある。 

規模や組織構成に多様性がある富士通グ

ループ会社の特性を考慮し、会社、本部、

部など設置の単位は自由としている。 

 

アバナードの起用と貢献 

富士通では、企業内 SNSの全社レベルで

の本格導入は初めてであり、小規模なパイ

ロットから取り組みを開始した。 

 

この取組みのパートナーとして、富士通が起

用したのはアバナード株式会社（以下ア

バナード）だった。以下の 3点が起用の主

な理由である。 

 

企業内 SNSの導入実績：アバナードは

エネルギー、製薬など多くの企業にて企業

内 SNSの導入を成功させていた。 

また、世界各国に 70以上の拠点を有しグ

ローバルでのサポート実績があることも、グロ

ーバル展開を目指す富士通にとって重要で

あった。 

 

企業内 SNSの方法論：企業内 SNS

の失敗の多くは、単なるツール導入として実

施されることに起因する。アバナードは豊富

な導入経験に基づき、なおざりにされがちな

導入目標の明確化や、利用者の活用促

進や定着化といったソフト面に関わる方法

論を有していた。パイロットから始めたことも

この方法論に基づいている。 

 

マイクロソフトテクノロジーの知見：導入

するツールは新コミュニケーション基盤の一

翼を担うため、その基盤の核である

SharePoint とのスムーズな連携が必要で

あった。 

アバナードはマイクロソフトテクノロジー専業

のシステムインテグレータであるため、多数の

導入経験を通じて SharePoint との連携

のノウハウを蓄積していた。 

 

富士通とアバナードは企業内 SNSツール

を比較し、米 Sitrion社（旧

NewsGator社）の Social Site を選

定した。 

日本ではまだ実績がなかったソフトウェアを

採用した理由は、2 つである。まず、

SharePoint との高い連携性がある。大規

模顧客での連携事例に加え、

SharePointの複数のバージョンに対応で

きることが評価された。海外グループ会社も

含めると富士通では様々なバージョンの

SharePoint が使われているからである。 

さらに、Social Site にはコラボレーションを

誘発する多彩な仕掛けがある。具体的に

は、Q&Aのやり取りでもっとも納得、満足し

た回答を FAQ化することで再利用性を 

Sitrion Social Site 

Sitrion Social Siteは 2004年に設立

され、米国コロラド州デンバーに本社を置く

Sitrion社（旧 NewsGator社）の企

業内 SNS ツールである。 

基本機能のマイクロブログの他にも、アイデ

アマネジメント・ナレッジベース等、コラボレー

ションを支援する豊富な機能を持つことが

特徴である。ING Bank（金融）, 

Nokia Siemens（通信）, Merck（製

薬）等多くの導入実績があり、

SharePoint との連携例も多数ある。 

www.sitrion.com 

 

 

http://www./#sitrion.com


 

  

アバナード株式会社 

〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 アーク八木ヒルズ 

http://www.avanade.com/ja-jp/  Phone 03-6234-0150 

tokyo@avanade.com                        

 

アバナードとは？ 

 2000年にシアトルにて設立された、米国アクセンチ

ュアとマイクロソフトの共同出資合弁会社 

 アバナード株式会社は、アバナード・グローバルの

100%子会社として 2005 年にビジネスを開始 

 マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専門とす

る、唯一のグローバル ITソリューションカンパニー 

 

アバナードの業務 

 IT戦略立案からシステムの設計・構築、アプリケー

ション保守までの幅広い業務を遂行 

 製品を軸とせず、クライアントのビジネスやワーク

スタイルを軸としたソリューションを提供 

 高度な専門知識や経験による、テクノロジービジョ

ンの実現 

 

 

Avanade の名称及びロゴは、Avanade Inc.の登録商標です。 

その他、記載されている会社名および製品名、サービス名、ロゴ等は、各社の商標または

登録商標です。 

 

 

 

 

  

 

 

  

高める機能や、新製品・サービスに対する意

見を社員から募る機能が評価された。 

 

しかし、アバナードにとっても日本での大規模

導入は初めて。このプロジェクトを成功させる

ため、アバナードは日本チームを全面的にサ

ポートした。過去のプロジェクトで開発したテ

ンプレートを提供したり、Sitrionの技術サ

ポートを引き出したりと、グローバルの資産・

機能を活用できたことがパイロット成功に大

きく貢献したのである。 

 

プロジェクトの展開と結果 

パイロットは、営業担当者のコミュニティ、お

よび SharePointのサイト管理者のコミュニ

ティの２つで実施され、それぞれ十数人の

社員が参画した。 

 

パイロット参加者が利便性を実感できたこと

で、まず 2013年 11月のグローバルコミュ

ニケーション基盤のリリースと同時に、富士通

本社の社員約 5万人向けに Social Site

がリリースされた。 

続いて 14年 4月には 2次リリースとして、

国内グループ会社約 200社へ拡大、約

11万人が SNSに参画できるようになった。 

ここでは、利用者の利便性をさらに高めるた

め、アバナードの有するエクスペリエンスデザイ

ンの技術を UI改善に適用、Social Site

と SharePointの UIの一体化を行うとと 

 

 

 

 

 

もに、スマートフォンやタブレット等のモバイル

端末での操作性を大きく改善した。 

 

現在では Social Siteのアクティブコミュニテ

ィの数は 500を数え、増加のペースは今も

衰えていない。 

活用の方法にも多様性がでてきている。例

えば、パイロットとして始まった営業担当者の

コミュニティには、現在は多数の営業が加

入、商品情報やお客様の声の共有を通

じ、ソリューション開発や資料・ツール類のレ

ベルアップに活用している。 

 

企業内 SNSの取り組みが成功したことで、

富士通は以下の効果を得ることができた。 

 

トータルソリューションビジネスの加速：会

社横断チームでの協働作業が案件別コミュ

ニティで行われることにより、提案段階では、

グループ各社の有する強みを生かした提案

の立案が容易になった。プロジェクト実施段

階でも迅速な情報共有を促し、メンバーの

協働作業がよりスムーズになっている。 

また、職種別コミュニティの利用により、案件

で生まれたノウハウを、会社や部門を越えて

共有することが容易になった。いずれも、富

士通がお客様のニーズに即したトータルソリ

ューションを迅速に提供する支えとなってい

る。 

 

 

グループ社員の一体感維持・醸成：社

外から標準 PC・モバイル端末でのアクセス

が可能になるなど、情報活用のストレスは

大幅に軽減された。加えて、経営トップの

全社会議スピーチなどの動画が組織別コミ

ュニティで配信されるようになり、会議に参

加できなかった社員にも容易にメッセージを

届けることができる。特に地方拠点所属、

常駐先など離れた場所にいる社員の一体

感を保つ上で貢献している。 

 

企業内 SNSは導入後 1年を経ずして、

富士通のトータルソリューションビジネスを支

える上で不可欠な基盤の一つとなりつつあ

る。富士通グループ各社がワン・チームとし

て動く文化が醸成されつつあり、これまでに

なかったイノベーションが生まれることも期待

できる。 

富士通ではグループの一体経営に向けて、

様々な業務改革を実施している。2015

年度には海外も含めたグループ 17万人

全員へ企業内 SNSを含むコミュニケーショ

ン基盤の展開を完了させる計画である。 

 

富士通株式会社 IT 戦略本部 グローバルコミュニケーション基盤推進室 

シニアマネージャー 吉田 貢久氏 

Sitrion Social Site はすでに国内グループ会社でも活発に活用され、重要な業務基盤となっています。 

SharePoint サイト管理者が参加するコミュニティでは、あるユーザーが自ら作成した手順書に対し、多くの「いいね！」が集ま

り、そのユーザーのモチベーションがさらに高まる、といった例があらわれています。 

アバナードの豊富な導入経験に基づく方法論は、Social Site の多彩な機能を活用し企業内 SNS の利用を促進する上で

大変助けになりました。 

今後は速やかに海外への展開を行うことで、グローバルに展開する富士通グループの総合力の発揮を IT面から支援していき

たいと考えています。 

http://www.avanade.com/ja-jp/
mailto:tokyo@avanade.com

