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エンタープライズ・ソーシャル・メディアの活用の効果と問題点に関する考察
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エンタープライズ・ソーシャル・メディアの
活用の効果と問題点に関する考察
── 環境の複雑性と規範に着目して ──
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1．はじめに
近年の急速な技術進化や企業を取り巻く競争環境の変化は，企業に新しいア
イデアや知識創出の促進を求めている。しかしながら，組織メンバーが各々で
創出できるアイデアや知識は限られるために，チームで協働することが不可欠
である。それゆえ，組織メンバーには自身が担うタスクだけでなく，チームに
⑴

おける多種多様な情報や知識 の活用も求められる。チーム内で情報・知識活
用を促すためには，チームメンバーの誰が何を知っているかを知ることが重要
⑵

である（e.g., Lewis, 2003; Moreland, 1999） 。企業内のチームは，様々な経験
─────────────────
⑴ 知識と情報の違いはしばしば議論されるが，Nonaka & Takeuchi（1995, 訳書, 1996：85-87）では，
知識は人間の「行動的・主観的側面」に関わる点で情報とは異なり，情報は「知識を引き出したり
組み立てたりするのに必要な媒介あるいは材料」という。ただ，Alavi & Leidner（2001）によれば，
知識と情報の階層的な違いはほとんど存在せず，内容，構造や利用においてこれらを区分する鍵は
ないという。そのため本稿では，あえて知識を表現するならば，解釈，推論や判断といった要素を
含んだ，知っていることの状態と捉える（e.g., Alavi & Leidner, 2001; 藤田, 2007）。
⑵ チームの知識活用を促す認知的な側面に焦点を当てた研究領域として，トランザクティブ・メモ
リ ー・ シ ス テ ム（transactive memory system， 以 下 TMS） が 挙 げ ら れ る（e.g., Lewis, 2003;
Moreland, 1999）。TMS 研究は，チームメンバーの誰が何を知っているかを知っていることに関す
る記憶を扱う研究領域である。
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や背景，専門的な知識を持つメンバーで構成されることが多い。そのため，業
務を通じて他のメンバーの知識を理解することで，自分が必要とする情報や知
識を得られたり，各メンバーに適したタスクの分担を可能にする（Moreland,
1999）。ゆえに，チーム内にある情報や知識を上手く活用できる。
くわえて，近年の日本企業では，働き方の多様化によってリモートワークを
はじめ，メンバー同士が異なる場所で活動する時間も増えた。このような状況
において，チームでメンバーが持つ情報や知識を上手く活用するためには，地
理的な境界を超えるためにも，IT を用いたコミュニケーション手段を活用す
る必要がある（Kirkman & Mathieu, 2005; Maynard, Mathieu, Rapp & Gilson,
2012）。しかしながら，チームにおける IT を用いた情報・知識活用に関する
研 究 は 未 だ 途 上 に あ る（e.g., Choi, Lee & Yoo, 2010; Kwahk & Park, 2018;
Maynard et al., 2012）。働き方の多様化をはじめとする近年の職場環境の変化
を勘案すれば，対面でコミュニケーションする機会が減るために，メンバー同
士の場所を問わないコミュニケーション手段や，内部に眠る情報・知識を活か
す共有手段の確立は必要不可欠である。そこで，組織内で使用されていた従来
のコミュニケーション手段に代わり，エンタープライズ・ソーシャル・メディ
ア（enterprise social media，以下 ESM）が，チーム内の有効な情報・知識活
用を促進する一つの手段になり得る。
ESM とは，一般的にはいわゆるビジネスチャットや社内 SNS などと言われ
⑶

るコミュニケーションの手段を指す 。ESM を活用すれば，組織内で特定の
グループを作って情報を発信・受信できたり，グループ内でチャット形式の会
話やファイル添付が簡単にできたりする。そのため，ESM の活用は，場所を
問わない組織メンバー間の情報・知識共有を促せるので，個人の成果や職務満
足の向上につながる（e.g., Cai, Huang, Liu & Wang, 2018; Jia, Guo & Barnes,
─────────────────
⑶ 国内で利用される具体的なツールには，ChatWork，Slack，LINE WORKS，Microsoft Teams
などが挙げられる。
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2017; Kwahk & Park, 2016; Robertson & Kee, 2017）。ひいては，新しいアイ
デアや知識創出を促す可能性が高まる。
しかしながら，ESM の既存研究では，ESM の特定の技術や使用方法に関す
る詳細な記述に焦点が当てられており，ESM の活用が組織行動にどのように
影響を及ぼすのかについては研究が少ない（e.g., Leonardi, Huysman & Steinfield, 2013）。ESM の技術や使用方法を単純に理解するだけでは，チーム内の
情報・知識共有に良い影響をもたらすとは限らない。なぜなら，ESM は従来
のコミュニケーション手段とは異なる特徴を持っているため，ESM を有効に
活用するには ESM の特徴の理解が必要だからである。さらに，ESM の特徴
を見ると，ESM には正の側面だけでなく負の側面も存在する。それは，膨大
な量の情報共有や機能の多様化によって ESM の情報環境が複雑になるという
点である。ESM は情報の共有や探索にかかるコストを低下させ，コミュニケー
ションを円滑にする一方で，組織内の情報量を増加させたり，機能が多様化す
ることによって，個人の情報処理に認知的な負荷を与える。このように ESM
には負の側面も存在するために，特定の技術や使い方を習得するだけでは上手
く活用できない場合も考えられる。
以上より本稿では，従来のコミュニケーション手段と比較しながら ESM の
特徴を整理し，チーム内の情報・知識活用を促進するための一つの手段として
ESM を取り上げ，ESM の活用が業務成果にいかに影響を及ぼすのかについて
検討する。本稿の構成は次のとおりである。まず第 2 節で ESM の概念定義と
先行研究，企業・組織で ESM を活用する意義および本研究における理論的視
点を提示する。第 3 節では，従来のコミュニケーション手段と ESM を比較し
ながら ESM の効果を整理する。第 4 節では，ESM の負の側面に注目し，
ESM 環境の複雑性という概念を説明する。ESM の活用は有益な影響だけでな
く，負の影響も存在することを指摘する。第 5 節では，ESM 環境の複雑性の
増大を抑える一つの手段として，ESM の規範を提示する。そして第 6 節では，
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ESM の活用が業務成果に及ぼす影響を概念モデルで示す。最後に，本研究の
貢献点および限界点を述べる。

2．ESM とは何か
2−1．ESM の概念定義と先行研究
ESM とは簡単にいえば，企業・組織内で活用されるソーシャル・メディア
を指す。ソーシャル・メディアとは，利用者自身や他者が発信したい内容を作
成・編集して投稿でき，つながりを構築できるインターネットを介した技術で
ある（e.g., Kaplan & Heinen, 2010; Majchrzak, Faraj, Kane & Azad, 2013）。
ESM という用語以外にも，企業のソーシャル・メディア・プラットフォーム
（enterprise social media platforms）
（Rode, 2016），組織内のソーシャル・メ
ディア（social media in organizations）（Treem & Leonardi, 2013），企業のコ
ラ ボ レ ー シ ョ ン・ シ ス テ ム（enterprise collaboration system）（Schubert,
2018），企業のソーシャル・ネットワーク（enterprise social network）
（Hacker,
2017）などが挙げられる。少なくとも決まった用語があるわけではないが，本
稿では「企業・組織内で活用されるソーシャル・メディア」という本質を端的
に表している「エンタープライズ・ソーシャル・メディア」を使用する。
まず，ESM の定義に関しては，どのような用語を使用するかによって多少
違いが生じるが，概ね Leonardi et al.（2013）の定義に集約できる。Leonardi
et al.（2013）の定義を用いる理由は，ESM の多くの既存研究で用いられてお
り（e.g., Cai et al., 2018; Kwahk & Park, 2016; Rode, 2016; Robertson & Kee,
2017; Treem & Leonardi, 2013），ESM の活用で組織メンバーが可能となる具
体的な行動が集約されているからである。Leonardi et al.（2013）では，ESM
を以下のように定義している。

Web を基本としたプラットフォームで，従業員に以下の 4 つを可能に
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させる。
①特定の仕事仲間とメッセージを伝達できる，もしくは組織内の全員に
メッセージを広められる。
②特定の仕事仲間をコミュニケーションのパートナーとして明示的，また
は暗黙的に示す。
③仕事仲間同士，もしくは他のメンバーと関連しているテキストやファイ
ルを投稿，編集したり，分類したりできる。
④自分たちが選択した好きな時に，組織内の様々なメンバーによって伝
達，投稿，編集，分類されたメッセージ，関連性，テキストやファイル
を見れる。（p.2）

この定義から，ESM の最も特徴的な機能は，
「一つの場所で，すべての活動（メ
ンバーとコミュニケーションする，コミュニケーション相手を明示する，他の
メンバーと関連しているテキストやファイルを投稿，編集，分類する）ができ，
いつでも使える」（Leonardi et al., 2013）点であるとしている。
そして，ESM を対象とする研究が発展した経緯や，本研究と関連のある最
新の研究について整理する。ESM が出現する発端となった出来事として挙げ
られるのは，ソーシャル・メディアの台頭である。具体的なツールでは，たと
えば Twitter や Facebook をはじめとするソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス（social networking service，以下 SNS）などが挙げられる。これらのソー
シ ャ ル・ メ デ ィ ア は 個 人 の 私 的 な 利 用 が 主 要 で あ っ た（Kwahk & Park,
2016）が，次第に企業でも活用されるようになった。企業の活用目的としては，
外部とのコミュニケーション，たとえば顧客，販売会社，一般に向けて発信す
るために活用される。特に日本企業では，企業 PR・マーケティングや就職活
動の一貫として情報提供する際にも利用されている（e.g., 上野山・松尾, 2013;
古賀, 2008）。
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その上で，ソーシャル・メディアを従来のコミュニケーション手段に代わり，
企業内部でのコミュニケーションにも活用しようとする動きが広まった。しか
しながら，社会一般に広がる従来のソーシャル・メディアでは，個人情報保護
やセキュリティ対策の問題から利用が難しいため，内部とのコミュニケーショ
ンに特化した ESM の活用が始まった（Leonardi et al., 2013）。一般的には，
SaaS（software as a service）と呼ばれる，インターネットなどのネットワー
クを介して，必要なアプリケーションソフトの機能をサービスとして提供する
⑷

形態が多い （e.g., Leonardi et al., 2013; 総務省, 2018）。
次に，本研究と関連のある，ESM を活用したチーム内の情報・知識活用に
ついて扱った既存研究を表 1 に整理した。大きく 2 つに分けられ，ESM を活
用した知識共有を促進するための先行要因を探る研究（e.g., Jia et al., 2017;
Kwahk & Park, 2016; Rode, 2016）と，ESM を活用した知識共有が成果に及ぼ
す影響を実証する研究（e.g., Jia et al., 2017; Kwahk & Park, 2016; Zhao et al.,
2018）が挙げられる。
まず，ESM を活用した知識共有を促進するための先行要因を探る研究では，
心理的な要因を扱った研究が多い。具体的には，知識への自己効力感（Kwahk
& Park, 2016; Rode, 2016）や外的なモチベーションの高さ（評判や互恵的な
利 益 へ の 動 機 付 け ）（Rode, 2016）， 職 務 満 足 度 の 高 さ（Robertson & Kee,
2017），マネジメントの支援や動機付け（Razmerita et al., 2016）などである。
そして，ソーシャル・キャピタルに着目した研究もあり，社会的なつながりや
互酬性（Kwahk & Park, 2016），社会的なつながりを目的とした活用（Sun &
Shang, 2014）が ESM での知識共有を促すという。また，ESM での共有の程
度だけでなく，活用する意図への影響も検証されている。Jia et al.（2017）では，
─────────────────
⑷ SaaS をはじめとするシステムの利用は，インターネット環境さえあれば場所や利用端末に関係
なくシステムを使えたり，システム構築のためのコストを低く抑えられたりするメリットがあるた
めに，企業規模を問わず広く導入されることが期待されている（総務省, 2018）。
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主観的規範や競争のプレッシャーなどの組織的な要因が，新しく導入された
ESM の継続利用の意図への影響を検証した。Engler & Alpar（2018）は，
ESM の活用による業務成果向上への期待や，ESM 活用を促進する状況（使用
するための知識があるか，支援してくれる人がいるか）が，ESM の使用意図
に正の影響を及ぼすという結果を得た。
次に，成果に及ぼす影響を実証する研究では，ESM を活用した知識共有が
様々な成果を向上させることが明らかになっている（Cai et al., 2018; Chung,
Lee & Choi, 2015; Kuegler, Smolnik & Kane, 2015; Kwahk & Park, 2016）。た
とえば，ESM での知識共有が，個人の職務目標の達成に関わる業務成果
（Kwahk & Park, 2016），仕事の生産性や適応性（Chung et al., 2015），タスク
成果やイノベーション創出（Kuegler et al., 2015）を高めるという結果が得ら
れている。
これらの先行研究を踏まえると，以下の課題が挙げられる。第一に，ESM
を促進する正の側面には着目されているが，負の側面にはほとんど着目されて
いない（Razmerita et al., 2016）
。少ない研究の中でも Razmerita et al.（2016）
では，ESM での知識共有の頻度に対する阻害要因にも注目し，他のメンバー
との信頼の欠如や，時間不足が負の影響を及ぼすとしている。阻害要因の存在
は，促進要因の効果を減じる可能性もある。よって，阻害要因にいかに対処で
きるかも，ESM での情報・知識活用に関わると考えられる。本研究では，膨
大な量の情報共有や，ESM の機能の多様化によって ESM の情報環境が複雑
になる，という負の側面に注目する。後で詳述するが，ESM は情報・知識の
共有や探索にかかるコストを低下させ，コミュニケーションを円滑にする一方
で，組織内の情報・知識の量を増加させたり，機能が多様化することによって，
個人の情報処理には認知的な負荷を与える。本稿では，ESM 環境の複雑性と
いう概念を提示して検討する。
第二に，バーチャルな環境におけるメンバー間のコミュニケーションの仕方
123
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表1
文

献

ESM を活用したチーム内の情報・知識活用について扱った既存研究
タイプ

サンプル

発

見

Sun & Shang,
2014

組織内で中国の ESM
定量 （microblog）を使用し
ている 281 人

社会的なつながりを目的とした活用は，仕事に関
連した ESM の活用に正の影響を及ぼす。

Chin, Evans
& Choo, 2015

定性

オーストラリアのコン
サルティング会社 2 社

シニアマネジャーがソーシャル・メディアへの適
応の支援や継続的な使用を促進する状況を設定す
べきである。また，シニアマネジャーはコミュニ
ケーションやコラボレーションの文化を作れる。

Chung et al.,
2015

定量

モバイルアプリケー
ション型の ESM を使
用している 411 人

ESM の習慣的な利用が業務成果（業務そのもの
を遂行しやすくなる）向上を通じて，仕事で活用
できる新しい知識の組み合わせや新しい観点の創
出につながる。

Kuegler et
al., 2015

定量

チーム内での ESM の活用は，タスク成果に正の
国際的なメディア企業
影響を及ぼす。チーム間での ESM の活用は，従
の従業員 491 人
業員のイノベーションに正の影響を及ぼす。

定量

企 業・ 組 織 に 勤 め る
234 人

知識への自己効力感，社会的なつながり，互酬性
は，連結志向や ESM での知識共有に正の影響を
及ぼす。ESM での知識共有は，個人の職務目標
の達成に関わる業務成果を高める。

Kwahk &
Park, 2016

Razmerita et
al., 2016

定量

デンマークの 7 企業の
従業員 114 人

他者の支援，金銭的報酬，マネジメントの支援や
動機付けは，組織内のコミュニケーションに使用
するソーシャル・メディアでの知識共有に正の影
響を及ぼす。しかし，メンバー間の信頼の欠如や，
個人の時間不足は，負の影響を及ぼす。

Rode, 2016

定量

ドイツのハイテク企業
に勤める 492 人

外的なモチベーションの高い（評判や互恵的な利
益を得たい）人や，知識共有の自己効力感が高い
人は，ESM プラットフォームで知識を共有する。

定量

組 織 的 な 要 因（ 主 観 的 規 範 や 競 争 の プ レ ッ
中 国 の ESM（Mingシャー）は，新しい ESM の継続利用の意図に正
dao）を利用している
の影響を及ぼす。新しい ESM の知覚された使い
顧客 206 人
やすさは，使用満足度に正の影響を及ぼす。

定量

Facebook を 組 織 内 コ
ミュニケーションに限
定して利用している従
業員 512 人

Jia et al.,
2017

Robertson &
Kee, 2017
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職務満足度が高い従業員ほど，他の職場のメン
バーとのやり取りに Facebook を利用する時間が
多い。
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業務成果向上への期待や，ESM 活用を促進する
Engler &
Alpar, 2018

定量

ドイツの国際的な ICT
企業の従業員 217 人

状況は，ESM の使用意図（情報・知識を提供す
る意思があるか，提供しなくても使用するか）に
正の影響を及ぼす。

Pee, 2018

定量

化学メーカーや警察署
に勤める 303 人

可視性のアフォーダンスが高いとき，ドメインを
特定された知識は体系化されなくても知覚されや
すい。編集性や関連性のアフォーダンスが高いと
き，複雑な知識は体系化されなくても知覚されや
すい。

Cai et al.,
2018

定量

仕事で ESM を利用す
る 167 人の従業員

ESM の活用は，心的状態（自己効力感や心理的
意義）を通じて仕事の生産性や適応性に正の影響
を及ぼす。

出典：Kwahk & Park（2016），Pee（2018）を参考に，筆者が加筆・修正

には注目されていない。社会的なつながりに着目した研究もあるが（Kwahk
& Park, 2016; Sun & Shang, 2014），これらは他者とつながるための行動，た
とえば興味が似た人を見つける，勤務後にイベントを催すという行動などを
扱っており，バーチャルな環境におけるコミュニケーションの仕方自体には注
目されていない。近年の日本企業の職場環境を勘案すれば，働き方の多様化を
進めるために，リモートワークやサテライトオフィスなど場所や時間を問わな
い働き方も取り入れられている。このような変化は，メンバー同士の対面での
やり取りを減少させる。互いの実際の行動が見えない中で暗黙的に行動する
と，それぞれのメンバーが自分の考えや方法に基づいて行動するために，コ
ミュニケーションは取りにくい。そのため，バーチャル環境でも，互いに適切
なコミュニケーションの取り方を規定する必要がある。
以上より，本研究では ESM の負の側面や，バーチャルな環境におけるメン
バー間のコミュニケーションの仕方に着目して，チーム内の情報・知識活用を
促進するための一つの手段として ESM を取り上げ，ESM の活用が業務成果
にいかに影響を及ぼすのかを検討する。
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2−2．企業・組織で ESM を活用する意義
企業・組織で ESM を活用する意義を検討するために，まず日本における
ESM の使用状況を概観する。図 1 は，海外と比較した ESM の導入状況およ
び利用状況を示している（総務省，2018）。ESM に関連する「社内 SNS」「テ
レビ会議・ビデオ会議」「チャット」の導入状況を見てみると，テレビ会議・
ビデオ会議については約 33％，社内 SNS やチャットは約 24％と，他国と比較
しても導入が進んでいない。利用状況を見るとすべての国で割合は下がるが，
日本はとりわけ低く，「社内 SNS」「チャット」に関しては 7％程度の利用状況
である。また，総務省（2018）によれば，日本企業の ESM の積極的な使用と，
働きやすさや社内コミュニケーションとの関係を見ると，職場で積極的に利用
していると回答した人のほうが働きやすい，または社内コミュニケーションが
取れていると評価している。以上より，日本では海外と比較すると ESM を導
入・利用していないが，積極的に利用している企業ではある特定の効果が得ら
れていることがわかる。
図1

海外と比較した ESM の導入状況および利用状況

導入状況
社内 SNS
日本（n=714）
アメリカ（n=565）
イギリス（n=651）
ドイツ（n=678）

23.5
64.1
53.6
45.7

テレビ会議、 チャット（インスタン
トメッセンジャー）
ビデオ会議
32.6
23.7
65.1
67.4
58.8
55.9
46.0
50.6

電子決裁

テレビ会議、 チャット（インスタン
トメッセンジャー）
ビデオ会議
11.1
6.9
27.4
34.7
21.2
24.9
12.1
18.3

電子決裁

26.2
66.4
51.5
45.7

利用状況
社内 SNS
日本（n=714）
アメリカ（n=565）
イギリス（n=651）
ドイツ（n=678）

7.3
35.2
25.7
18.0

出典：総務省（2018）「平成 30 年度版

10.2
30.4
18.7
12.5

単位（%）
（在席
勤怠管理ツール プレゼンス
状況）管理ツール
37.1
23.1
66.2
59.3
52.7
49.8
57.4
55.6

単位（%）
（在席
勤怠管理ツール プレゼンス
状況）管理ツール
23.5
7.0
33.3
24.8
20.6
16.3
27.1
24.9

情報通信白書」，p.179 ⑸

このような日本企業の現状を踏まえた上で，ESM を企業・組織内で活用す
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る意義を，学術的な観点から検討する。第一に，ESM の活用は，場所を問わ
ない組織メンバー間の情報・知識共有を促せる点で意義がある。Schubert
（2018: 56-57）では，ESM の活用目的として情報や知識のマネジメントを挙げ
⑹

ている 。具体的には，①情報交換やファイルの共有，②問題解決の場，③組
織内のネットワーク構築の 3 つである。ESM では容易なファイル共有や内部
でのコミュニケーションが可能になるので，自分の仕事に必要な情報を得られ
る場や，組織メンバーが関心を持つ，特定の内容に関する内部情報が集まる場
として機能する（Schubert, 2018）。そして，システム上登録された組織内のメ
ンバーであれば連絡が可能なので，様々な経験を持つメンバーと情報共有でき
る。
また，現実の企業・組織の状況を見ても，ESM を活用した，場所を問わな
い情報・知識の共有は不可欠である。ESM にある「ソーシャル」という語句は，
バーチャル環境における情報のやり取り・共有を可能にする特徴を指している
（Schubert, 2018）。近年は働き方改革の影響もあり，リモートワークやサテラ
イトオフィスの利用も推奨されるようになった。場所を問わずに情報や知識を
タイムリーに共有する上で，ESM は有効なプラットフォームである。たとえ
ば，特定のグループを構築した情報の受発信や，簡単な操作でのファイルの投
稿・添付を可能にする。そのため，ESM を活用することで，場所を問わずに
迅速な情報や知識の共有が可能になる。
第二に，ESM の活用は職場の成果向上につながり，最終的には創造性やイ
─────────────────
⑸ 総務省（2018）「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究」p.22 を参考に作成され
た。このアンケートは，学生，専業主婦，無職を除いた会社員や会社役員，公務員などを対象に行
われた。日本の回答では他国の状況と合わせるために，70 代の回答は除かれている。また，利用
状況の回答では「積極的に使っている」と回答した比率を示している。
⑹ この目的以外に，Schubert（2018）では組織プロセスの支援を挙げている。組織プロセスの支援
には，異なる部門のデータベースの統合やプロジェクトの進捗管理などが挙げられるが，主に組織
内のシステム上の課題を解決する目的を指す。本研究では，システム上の課題解決の活用方法では
なく，組織メンバーのコミュニケーションや情報共有に関わる側面に注目する。
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ノベーション創出を促す可能性が高まる点で，意義がある。Hacker（2017）
によれば，ESM は情報や知識の共有だけに留まらず，新しい知識の創造や知
識変換の場として機能するという。たとえば，グループチャットでの議論やコ
ンテクストの異なるメンバーとのやり取りによって，新しいアイデアの創出
や，様々な知識の組み合わせから最も良い解決方法の導出も可能になる。
先行研究では，ESM をはじめとする IT の活用が創造性やイノベーション
創出を促進することを実証した研究は少ないが，これらの関係は指摘されてい
る（Oldham & Silva, 2015）
。実証研究の一つとして，Chung, Lee & Choi（2015）
の研究が挙げられる。この研究では，モバイルアプリケーション型の ESM を
使用している 411 人のデータから，ESM の習慣的な利用が仕事の成果向上を
通じて，仕事で活用できる新しい知識の組み合わせや新しい観点の創出につな
がることを実証している。よって，ESM は単純な情報交換やファイルの共有
だ け で な く， そ れ ら の や り 取 り か ら 生 じ る ア イ デ ア 創 出 の 場 に も な る
（McAfee, 2006）。
このように，日本企業では ESM の活用が進んではいないが，活用する意義
は存在する。ただし，実際の職場では「バーチャル」な環境自体に関心がある
わけではなく，現実で起こる職場の生産性向上や仕事の完遂を目的として
⑺

ESM を活用する （Schubert, 2018）。それゆえ，ESM は現実の組織の上に成
り立つのであって，ESM の世界だけですべてを管理することはできない。
ESM は，実際の職場で起こる問題や課題を解決したり，成果を向上したりす
るための補完的な場と捉えるほうが，上手く ESM を活用できると考えられる。

2−3．本研究における理論的視点
ここでは本研究の理論的な視点を述べる。本研究では，ESM の特徴が人の
─────────────────
⑺ 本研究では，いわゆるバーチャルチームのような，完全にバーチャルな環境のみで活動する組織
は研究対象としていない。
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認知的な資源に影響を及ぼすと考えられるので，注意資源理論（attentional
resource theory）（Kanfer & Ackerman, 1989）を用いる。その理由と理論の
詳細を以下で説明する。
ESM の特徴は，人の認知的な資源に影響を及ぼすと考えられている。Leonardi et al.（2013）では，注意配分（attention allocation）の観点から，ESM
が人の認知に与える正と負の影響を挙げている。正の影響は，普段なら会話し
ない他者から発信された情報や知識に関心を向けられる点である。ESM では
通常であればコミュニケーションをとらない人でも，その人が発信した情報に
も触れられ，場合によっては自分の仕事に関係がある可能性もある。よって，
人の注意や関心を広げられる。一方で負の影響は，ESM から膨大な情報を獲
得できるために，認知的負荷がかかる点である。ESM では，組織内に限定さ
れるとはいえ，様々なメンバーが日々情報を受発信するために，膨大な量の情
報がやり取りされる。その中で個人は，自分に必要な情報をその都度取捨選択
する必要があり，認知的な負荷が増大する。個人に与える認知的負荷が増えれ
ば，特定の領域にしか注意を割り当てられなくなってしまうか，ESM の使用
を中断してしまうことが予想される。
このような背景から，ESM は人の認知的な資源に影響を及ぼすと考えられ
るために，本研究では注意資源理論（Kanfer & Ackerman, 1989）を基に議論
を進めていく。この理論は，認知的な資源から目標設定における能力とモチ
ベーションの相互作用を検討する理論として提唱された。注意資源とは，人間
の意識・集中する認知的な資源である。この理論によれば，個人のパフォーマ
ンスは，個人の注意資源の変化量と注意資源の配分方針によって決まるとい
う。人がタスクを処理する時には注意資源が必要となる（distal motivational
processes）。しかし，注意資源の量には限りがあるため，注意資源をそれぞれ
のタスクに上手く割り振らなければならない（proximal motivational processes）。それゆえ，個々人が持つ限られた注意資源をどこに，どの程度配分
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するかによって，個人のパフォーマンスは変化するのである。
そして人は，注意資源の配分方針を調節する機能も備えており，それを自己
制御プロセスと呼ぶ。自己制御プロセスは，実際に必要とされる注意資源の割
合の配分方針を変えるために必要なプロセスである。自己制御プロセスがない
と，人は最初に割り当てた注意資源の量を消費し続けることになる。したがっ
て，タスクの種類などによって注意資源の量を調節する際にも，自己制御プロ
セスが機能してはじめて配分方針を変えられる。
以上より，ESM の特徴は人の認知的な資源に影響を及ぼすと考えられるの
で，本研究では，人の認知的な資源に焦点を当てた注意資源理論を理論的な視
点として用いる。この理論では，タスクを処理する際に注意資源と個人のパ
フォーマンスがいかに関連するのかについて主に説明されてきた。本研究で
は，ESM の中で個人が情報を処理する際に，どのように注意資源を上手く扱
えるのかを検討するために，注意資源理論を用いることとする。

3．ESM の効果
本節では，ESM の特徴を検討する上で，従来から使用されている他のコミュ
ニケーション手段と比較し，その効果を整理する。以下では，比較する対象を
①一般的なソーシャル・メディア，②組織内で使用されるコミュニケーション
手段の 2 つに分け，それぞれの対象ごとに比較する。特に，②の組織内で使用
されるコミュニケーション手段との比較では，コミュニケーション手段を横断
的に比較できるメディア・リッチネス（e.g., Daft & Lengel, 1984）や，テキス
トやファイルの共有に関連した手段を比較できるアフォーダンス（Majchrzak
et al., 2013; Treem & Leonardi, 2013）の概念を基に比較する。
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3−1．ESM の特徴
3−1−1．一般的なソーシャル・メディアとの比較
ESM と一般的なソーシャル・メディアには大きく異なる点が 2 点ある。1
点目は，コミュニケーション対象との関係性である。一般的なソーシャル・メ
ディアでは，潜在的に自分と関係を持つと考えられる社会一般の人々すべてが
⑻

対象となる。一方 ESM は，組織内で関係を持つ人々に限定される 。2 点目は，
使用目的の違いである。Kwahk & Park（2016）では，一般的なソーシャル・
メディアと ESM の主な目的が挙げられている。一般的なソーシャル・メディ
アは，自分自身に関する詳細を提示したり，自分に関係のある人とのネット
ワークを維持・確立したりするために使用する。それに対し ESM は，組織内
のメンバーの専門知識を共有したり，他のメンバーとの協働を支援したりする
ために使用する。
ここで重要な点は，情報の流れが複雑になってもよい環境かどうかである。
一般的なソーシャル・メディアでは，潜在的に関係を持つと考えられる様々な
人々とネットワークを確立させられる状態を維持するので，情報の流れが複雑
になりやすい。しかし，ESM では組織内で関係性を持つメンバー同士で，有
効な情報・知識共有や協働を促進させることが目的になるため，情報の流れが
複雑になると効率が悪くなる。ESM では，目的を達成するためには情報の流
れが複雑にならないように注意する必要がある。

3−1−2．組織内で使用されるコミュニケーション手段との比較
企業・組織内で従来用いられてきた主なコミュニケーション手段には，対面，
電話，E メール，文書などが挙げられる。これらにくわえて，社内イントラネッ
トやビデオ・Web 会議，チャットなど，E メール以外で IT を活用したコミュ
─────────────────
⑻ ESM を組織内だけでなく外部組織とも使用する場合も考えられるが，この場合も組織内で関係
を持つと判断し共用するので，本質的には組織内に限られる。
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ニケーションを利用する組織もある。以下では，このような手段と ESM を 3
つの観点に分けて比較する。3 つの観点とは，①コミュニケーション対象，②
コミュニケーション手段を横断的に比較できるメディア・リッチネス，③テキ
ストやファイルの共有に関連したアフォーダンスである。

（1）コミュニケーション対象による比較
まず，ESM と従来のコミュニケーション手段で大きく異なる点は，コミュ
ニケーション対象との関係性である。一般的なソーシャル・メディアとの比較
でも検討したが，従来のコミュニケーション手段とも対象が異なる。従来のコ
ミュニケーション手段では，コミュニケーション対象はどの手段でも，組織内
外の多数の人々を対象にできる。たとえば，E メールは社内の部署内外の連絡
手段やファイルの送付にも，取引先の企業の担当者とのやり取りの手段にもな
る。また，アドレスを登録・公開していれば，様々なメールマガジンを受信で
きたり，時には知らない相手からも連絡が来たりする可能性もある。
一方 ESM は，組織の特定のグループ内にコミュニケーション対象が限定さ
れることを前提としている。ESM は企業・組織内での使用を目的としており，
さらにその中で特定のグループを設定できる。たとえば，プロジェクトごとに
グループを作りメンバーを招集すれば，プロジェクトに関するやり取りは該当
のグループが会話する場で行える。このように，ESM では組織の特定のグルー
プ内にコミュニケーション対象が限定されることを前提としている点で，従来
のコミュニケーション手段とは異なる。

（2）メディア・リッチネスによる比較
メディア・リッチネスとは，メディアが持つ潜在的な情報伝達能力の高さや
属性と捉えられている（e.g., Daft & Lengel, 1984; 岸, 2014）。個人は，コミュ
ニケーション相手との間で互いの理解を一致させるために，情報処理の負荷に
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応じてコミュニケーション手段をその都度選択する（岸，2014）。メディア・
リッチネスは，個人が適切なコミュニケーション手段を選択する際の一つの手
がかりとして知覚されるのである（Markus, 1994）
。
表 2 に，メディア・リッチネスに基づいて，組織内で使用されるコミュニケー
ション手段を整理した。横軸で，メディア・リッチネスの高低によってコミュ
ニケーション手段を並べた。縦軸には，コミュニケーション手段によって可能
となる行動を整理した。Daft & Lengel（1984），岸（2014），Markus（1994）
などを参考に，コミュニケーション手段によって可能となる行動は 3 つに整理
した。それらは，やり取りの記録，やり取りの迅速性，意図や感情に関する手
がかりの伝達である。やり取りの記録は，IT を介した伝達内容や電子的なメッ
セージを保存でき，後から探索できる程度である。やり取りの迅速性は，迅速
にフィードバックや反応が返ってくる程度である。意図や感情に関する手がか
りの伝達は，やり取りに関わる手がかり，たとえば身振り手振りや声のトーン，
表情や言語での自然な表現などが伝達できる程度とする。
表2

組織内で使用されるコミュニケーション手段

文書

社内イントラ
ネット

E メール

チャット

電話

ビデオ・
Web 会議

対面

やり取りの記録

○

○

○

○

△

○

×

やり取りの迅速性

×

×

×

○

○

○

◎

手がかりの伝達

×

×

×

△

○

○

◎

低

メディア・リッチネス

高

出典：Daft & Lengel（1984），岸（2014），Markus（1994）を参考に，筆者作成

コミュニケーション手段が人に可能にさせる行動の中で最も違いが表れる点
は，やり取りの迅速性と意図や感情に関する手がかりの伝達があるかどうかで
ある。比較的メディア・リッチネスの低い手段である文書，社内イントラネッ
ト，E メールは，やり取りの記録が可能であるのに対し，やり取りの迅速性や
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意図や感情に関する手がかりの伝達はない（e.g., 岸, 2014; Markus, 1994）。特
に E メールは，いつでも好ましいタイミングで送信や確認ができるが，会話
のように迅速性を持ったやり取りには不向きである。また，形式的な文面にな
りやすく，正確な感情の表現が難しい（Byron, 2008）ために，非言語的なメッ
セージのみのやり取りになりやすい。他方で，メディア・リッチネスの高い手
段であるチャット，電話，ビデオ・Web 会議，対面は，やり取りの迅速性や
意図や感情に関する手がかりの伝達を可能にさせる。その最たる手段が対面で
あるが，やり取りの記録はできない。一方，IT を用いたチャットやビデオ・
Web 会議ではやり取りの記録もできる。特にチャットは，やり取りがテキス
トとして残るので可視化できる上，迅速にやり取りができる。くわえて，絵文
字や写真，映像などによって意図や感情に関する手がかりの伝達を部分的に表
現することも可能になるので，顔を合わせなくても意図や感情に関する手がか
りの伝達の一部は伝達できると考えられる。
以上を踏まえ，ESM で扱う範囲を表 3 に示す。従来のコミュニケーション
手段と比較した ESM の特徴は，①チャットを中心として，電話，ビデオ・
Web 会議，電子データの文書のやり取りを一つの Web 上のプラットフォーム
で行える，②意図や感情に関する手がかりの伝達を伴う，タイムリーな情報の
発信や受信ができる点である。
第一に，ESM ではチャットを中心として，電話，ビデオ・Web 会議，電子デー
タの文書のやり取りを一つの Web 上のプラットフォームで行える。従来のコ
ミュニケーション手段では，異なる手段をそれぞれの用途に応じて使っていた
が，ESM では一つのプラットフォームで様々な種類のコミュニケーション手
段を選択して使える。また，ESM は物理的なコミュニケーションの場，たと
えば企業内ではオフィスの座席や会議室などとは対照的に，デジタルのプラッ
トフォームである。そのためインターネットさえあれば，これらの手段を利用
できる。
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第二に，ESM では意図や感情に関する手がかりの伝達を伴った，タイムリー
な情報のやり取りができる。その理由は，文書を除いたコミュニケーション手
段が，どれもやり取りの迅速性と意図や感情に関する手がかりの伝達を含んで
いるからである。対面を除いた手段のうち，やり取りの迅速性を持った手段を
目的に応じて使い分けることができる。よって，タイムリーな情報の発信や受
信を可能にする。また，対面ほど意図や感情に関する手がかりを迅速に共有で
きないが，ビデオ・Web 会議や電話でも視覚や聴覚に訴えるコミュニケーショ
ンが可能となる。チャットは，絵文字や画像などで表情を，形式に寄らない気
軽な言葉遣いで自然な会話を表現できる点で，一部の意図や感情に関する手が
かりを示せる。
表3

組織内で使用されるコミュニケーション手段と比較した ESM の特徴
文書

社内イントラ
ネット

E メール

チャット

電話

ビデオ・
Web 会議

対面

やり取りの記録

○

○

○

○

△

○

×

やり取りの迅速性

×

×

×

○

○

○

◎

手がかりの伝達

×

×

×

△

○

○

◎

ESM の範囲

低

メディア・リッチネス

高

出典：Daft & Lengel（1984），岸（2014），Markus（1994）を参考に，筆者作成

（3）アフォーダンスによる比較
ここでは，従来のコミュニケーション手段の中でも，テキストやファイルの
やり取りを基本とした E メールとチャットに焦点を当て，アフォーダンス概
念に基づいて検討する。この 2 つに焦点を当てる理由は，部署内外のコミュニ
ケーション手段として，テキストやファイルを基本としたコミュニケーション
は頻繁に利用され，これらにはメディア・リッチネスで見た特徴とは異なる特
徴が存在するからである。
以下では，チャットを個別チャットとグループチャットに分ける。この 2 つ
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は機能が異なり，個別チャットは 1 対 1 で利用できるチャットであり，グルー
プチャットはグループの中から話題に応じてメンバーを指定できるチャットで
ある。また，社内イントラネットは社内全体や部門のいわゆる掲示板としての
役割を持つが，グループチャットがこの役割も含んでいるため今回は検討しな
い。文書に関しても，近年は紙媒体で配布される文書よりも電子データ上の
ファイルのほうが頻繁にやり取りされる。そこで，電子データ上のファイルの
やり取りも含んだ E メールと個別チャット，グループチャットの 3 つを対象
にする。
ESM に 関 連 す る ア フ ォ ー ダ ン ス を 2 つ の 研 究 か ら 整 理 す る。1 つ 目 が
Treem & Leonardi（2013）の研究で，ESM の技術的な側面から見たアフォー
ダンスである。2 つ目が Majchrzak et al.（2013）の研究で，ESM 内のメンバー
間のコミュニケーションに関連するアフォーダンスである。Treem & Leonardi（2013）が提案するアフォーダンス（affordance）とは，新しい技術を使
用する際に利用者が経験したことのない行動を技術が誘発するという現象を捉
⑼

えている 。アフォーダンスは技術が人に与えるものや価値を指すが，これを
受ける人にとっては，まずそれぞれの価値を認識し，処理する際に注意資源を
必要とする。そして注意資源を上手く割り振らなければ，アフォーダンスに
よって受ける価値を十分に利用できない。ESM では複数のアフォーダンスが
絡み合っているために，ESM を活用する人にとっては注意資源を多く消費す
るので，どのように注意資源を割り当てるかを考える必要がある。
Treem & Leonardi（2013）の提唱するアフォーダンスは 4 つあり，可視性
（visibility），永続性（persistence），編集性（editability），関連性（association）
である。まず可視性とは，利用者の行動やコミュニケーションが可視化されて
─────────────────
⑼ アフォーダンスとは知覚心理学者 Gibson が提唱した概念であり，アフォード（afford）の造語
である。元は，環境が動物に与えるものや価値を表す概念を指していた（佐々木, 2015）
。ここでは，
技術が人に与えるものや価値を指す概念としている（Treem & Leonardi, 2013）
。
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いる程度である。具体的には，他のメンバーが情報を簡単に探せて見れる状態
にある，組織内の誰が何を知っているかが探せる，組織内の継続的な活動の状
況がわかる，などが挙げられる（Treem & Leonardi, 2013）。E メールは，組
織内では同じサーバーに入っているが，メールの内容を見れるのは一部の人
で，たいていは送受信者に限られる（McAfee, 2006）。一方グループチャット
では，他のメンバーも見れる状態で情報が並んでいるため，皆が情報を閲覧で
きる。
永続性とは，利用者が提示した情報が消えないまま，他の利用者も利用可能
な状態を維持できる程度である。たとえば，長期にわたって知識を貯蔵できる，
知識の再利用や再分析ができる，情報を足してコミュニケーションが発展する
などの特報が挙げられる（Treem & Leonardi, 2013）。チャット内の会話は時
系列に並んでおり，簡単に遡れるので，必要なときに情報を引き出せる。
編集性とは，他の利用者が見る前に，伝達する内容を作成する十分な時間や
労力をかけられる程度，またはすでに伝達された内容を修正できる程度を表
す。具体的には，他の利用者に開示する情報を自分で選べる，特定の人に合う
メッセージを作れる，最初に出した情報を時間の経過に合わせて修正できると
いう特徴を持つ（Treem & Leonardi, 2013）。
最後に関連性は，個人間，個人と関連する情報間の関係を構築する程度とさ
れる。たとえば，知らない人とつながれる，関連情報や専門知識を入手できる，
既存のつながりから発展させられるなどが挙げられる（Treem & Leonardi,
2013）。
以上のアフォーダンスを基に，E メールと個別チャット，グループチャット
の特徴を比較する（表 4 参照）。基本的に，E メールと個別チャットは似た特
徴を持つ。まず，どちらも永続性は高い。E メールでは自身のフォルダにメー
ルを保存しておけば後で探せる。個別チャットでは ESM 内に履歴が残るので
簡単に遡れる。次に，どちらも編集性を持つが，E メールは個別チャットより
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もやや低い。なぜなら，E メールでは，利用者は送る前に入念にメッセージを
編集できるが，間違いがあった場合は取り消しができず，受信者すべてに間違
いが表示されてしまうからである（Treem & Leonardi, 2013）
。そして，E メー
ルも個別チャットも可視性や関連性は低い。送られたメッセージは受信者自身
しか見れないので，他のメンバーはどのようなやり取りがあったのか，その内
容を見れない。また，1 対 1 のコミュニケーション手段なので，新しい関係性
を構築する用途では使用されにくい。このように E メールと個別チャットは
似たアフォーダンスを持つが，グループチャットはどのアフォーダンスも高い
と考えられる。特に，グループチャットでは，参加しているメンバーは時系列
に並んでいるすべての情報を見れるので，可視性も永続性も高い。さらに，
ESM を使っており登録されているメンバーであれば，組織内の誰とでもつな
がれる可能性がある。
ここまで Treem & Leonardi（2013）を見てきたが，このアフォーダンスが
ESM の技術的な側面だったのに対し，Majchrzak et al.（2013）は ESM 内の
メンバー間のコミュニケーションに関連するアフォーダンスを 4 つ提唱した。
それらは，発言の活性化（metavoicing），注意のきっかけ（triggered attending）， 関 連 性 の 通 知（network-informed associating）， 場 を 維 持 す る 役 割
（generative role-taking）である。
発言の活性化とは，他のメンバーの活動状況やメッセージの内容に対して発
言が広がる程度を指す。ESM 内では単純に個人がメッセージを発信するより
もむしろ，その内容に対してタイムリーにコメントを付加できる点に特徴があ
る。発言の活性化には多くの形式があるが，たとえばメッセージやコメントへ
の返信が挙げられる。他者のメッセージやコメントに情報を付加して返信する
ことで，他のメンバーにもアイデアが広がっていく。
注意のきっかけは，利用者が関心を持つ内容に変化があった時に，通知など
の設定によって自動で知らせる程度とされる。利用者は，コメントなど変化の
138
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多い情報では通知の頻度やタイミングを変えたりするなど，自分自身で設定で
きる（Majchrzak et al., 2013）。
関連性の通知とは，関連のある人や内容を利用者に通知する程度である。
⑽

⑾

ESM の機能であるメンション ，ライク（Like） は簡単に使え，人に注意を
向けさせる強力な目印になる（Schubert, 2018）。このような目印は，グループ
チャットでは関連のある情報を探す目印となり，利用者は簡単に情報を探し出
したり人とつながれたりする。
最後に場を維持する役割は，利用者間の生産的な会話を維持するために，会
話の場を維持する役割を担う程度である。Majchrzak et al.（2013）が挙げて
いる例では，エンジニアたちがプログラミングでコードを書く際に ESM を導
入すると，皆がコードを書き換えてすぐに共有するので試行錯誤ができ，結果
的に効率的なプログラミング作業を可能にしたという。この例では，グループ
が効率的に作業を進める上で役に立つ情報をメンバーに提供するために，メン
バーそれぞれが継続的に会話し，場を維持する役割を担った例である。
Majchrzak et al.（2013）のアフォーダンスに基づき，E メールと個別チャッ
ト，グループチャットの特徴を比較する（表 4 参照）。特にグループチャット
では，発言の活性化が高くなりやすい。グループに所属するメンバーが個々に
情報を発信するだけでなく，メッセージへの返信を通じて他のメンバーにも付
加的な情報を与えられる。また，注意のきっかけはどのコミュニケーション手
段も高い。関連性の通知は E メールにはないが，グループチャットではメン
ションやライクなどの注意を引く目印が多く使用される。場を維持する役割に
関 し て も， グ ル ー プ チ ャ ッ ト は 高 い。 こ の よ う な 機 能 は，Majchrzak et
al.（2013）の例にもあるように，多くのメンバーが会話する場で必要となるた
─────────────────
⑽ メンションとは，相手を特定し，名前を表示できる機能である。記号の＠を押すと，グループに
所属している人が一覧で示され，利用者は自分が発信したい相手の名前を付けてメッセージを送れ
る。
⑾ 「いいね」を意味する共感の合図を指す。
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表4

文

献

Treem &
Leonardi
（2013）

Majchrzak
et al.
（2013）

テキストやファイルのやり取りを基本としたコミュニケーション手段と
比較した ESM の特徴
アフォー
ダンス

定

義

E メール

個別
チャット

グループ
チャット

可視性

利用者の行動やコミュニケーションが可
視化されている程度

×

×

〇

永続性

利用者が提示した情報が消えないまま，
他の利用者も利用可能な状態を維持でき
る程度

〇

〇

〇

編集性

他の利用者が見る前に，伝達する内容を
作成する十分な時間や労力をかけられる
程度，またはすでに伝達された内容を修
正できる程度

△

〇

〇

関連性

個人間，個人と関連する情報間の関係を
構築する程度

×

×

〇

発言の
活性化

他の利用者の活動状況やコメントの内容
に対して発言が広がる程度

×

×

〇

注意の
きっかけ

利用者が関心を持つ内容に変化があった
時に，通知などの設定によって自動で知
らせる程度

〇

〇

〇

関連性の
通知

関連のある人や内容を利用者に通知する
程度

×

△

〇

場を維持
する役割

利用者間の生産的な会話を維持するため
に，会話の場を維持する役割を担う程度

×

×

〇

ESM の
範囲

出典：筆者作成

め重要である。

3−2．ESM の正の側面
ここまで，ESM の特徴を他のコミュニケーション手段と比較して整理した。
そこで本節では，ESM の特徴を基に ESM の正の側面を 3 つ挙げる。1 つ目は，
コミュニケーション対象を組織内の特定のグループに限定して情報共有できる
点である。2 つ目は，ESM ではチャットを中心として，電話，ビデオ・Web
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会議，ファイルのやり取りを一つの Web 上のプラットフォームで行える点で
ある。3 つ目は，意図や感情に関する手がかりの伝達を伴った，タイムリーな
情報の受発信ができる点である。
第一に，コミュニケーション対象を組織内の特定のグループに限定して，情
報共有できる。ESM は，一般的なソーシャル・メディアとは異なり，企業・
組織内でメンバーの専門知識を共有したり，他のメンバーとの協働を支援した
りすることを目的としている。さらに，従来の組織内でのコミュニケーション
手段とも異なり，ESM 内で特定のグループを設定できる。このように，ESM
では組織の特定のグループ内にコミュニケーション対象を限定して情報共有で
きる。
第二に，ESM ではチャットを中心として，電話，ビデオ・Web 会議，電子ファ
イルのやり取りを一つの Web 上のプラットフォームで行える。組織内で従来
使用されてきた主なコミュニケーションの方法には，最も情報量が多いとされ
ている対面をはじめ，電話，E メール，文書，社内イントラネットやビデオ・
Web 会議などが挙げられる。従来はこれらの独立したコミュニケーション手
段を，メンバー各々が組み合わせて使ってきた。しかし ESM であれば，一つ
の場所で，特定の相手やメンバー全員に向けてコミュニケーションし，メッ
セージやファイルを投稿，編集できる（Leonardi et al., 2013）
。
第三に，意図や感情に関する手がかりの伝達を伴った，タイムリーな情報の
受発信ができる。ESM では，電話，ビデオ・Web 会議，チャットと，どれも
やり取りの迅速性と意図や感情に関する手がかりの伝達を含んでおり，目的に
応じて使い分けられる。ビデオ・Web 会議や電話では視覚や聴覚に訴えるコ
ミュニケーションができ，チャットでは絵文字や画像などで表情を，形式に寄
らない気軽な言葉遣いで自然な会話を表現できる。
くわえて，テキストやファイルのやり取りでも，意図や感情に関する手がか
りの伝達を伴った，タイムリーな情報の受発信ができる。これはアフォーダン
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ス概念で説明できる。可視性や永続性によって，様々なメンバーが投稿した情
報が時系列に並んでいるので，簡単に情報にアクセスできる。関連性の通知，
注意のきっかけによって，メンバーは自分に関連した情報が入るタイミングで
通知を受けられる。発言の活性化や場を維持する役割によって，グループ
チャット内で流れる情報に様々な情報が付加され，仕事に役立つ会話を維持で
きる。

4．ESM の問題点
ここまで，ESM の特徴を踏まえて ESM の正の側面を述べたが，ESM には
正の側面だけでなく負の側面も存在する。ESM の負の側面とは，膨大な量の
情報共有や機能の多様化によって ESM 環境が複雑になるという点である。
ESM 環境とは，ESM 内で活動する個人を取り巻く環境である。ESM は，組
織内の情報量を増加させたり，機能が多様化することによって，個人の情報処
理に認知的な負荷を与える。そこで，本研究では ESM の負の側面に焦点を当
て，ESM 環境の複雑性という概念を提示する。
ESM 環境の複雑性という概念が重要な理由は，ESM の特徴から生じる負の
側面が ESM の活用に影響を与えると考えられるが，今まで検討されてこな
かったからである。Leonardi et al.（2013）でも指摘されたように，ESM では
膨大な情報を獲得できるために，人に認知的負荷がかかるという負の影響があ
る。ESM では，組織内の様々なメンバーが日々情報を受発信するので，ESM
内の情報量は膨大になる。個人は，自分に必要な情報をその都度取捨選択する
必要があるために認知的な負荷がかかりやすい。また，ESM の機能の数や種
類が多様化すると，情報の探索や獲得には悪影響を及ぼす。システムが複雑で，
容易に使いこなせない状態では，人に認知的な負荷を与えると考えられている
（Ayyagari, Grover & Purvis, 2011; Sharma & Yetton, 2007）。ゆえに，システ
ムの機能が多様化し，簡単に使用できない状態では，情報の探索や獲得が困難
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になる。
しかしながら，ESM 内ではこのような負の側面が存在すると考えられるが，
これを包括する概念は見られない。ESM を扱う先行研究では，ESM の特定の
技術や使用方法に関する詳細な記述に焦点が当てられており，ESM の利用が
組織に及ぼす影響には注目されていない（Leonardi et al., 2013）。よって，本
研究では ESM 環境の複雑性という概念で捉え，ESM の活用が組織に及ぼす
影響を負の側面からも検討する。
以下では，環境の複雑性を捉えた既存研究を参照しながら，本研究における
ESM 環境の複雑性を定義する。結論を先取りすれば，ESM 環境の複雑性は，
「対処しなければならない情報や，システムの機能の数または種類が増えて，
整理されずに維持・保存されている状態」と定義できる。

4−1．環境の複雑性
環境の複雑性（environmental complexity）という概念を捉える場合に，経
営学で最もよく知られているのは，Daft（2001）の組織環境であろう。Daft
の提唱する組織環境では，企業を取り巻く環境要因を大きく 2 つに分け，一般
環境とタスク環境とした。一般環境とは，企業の日々の活動には直接影響はな
いが，間接的に影響を及ぼすと考えられる環境である。たとえば，政府，社会
文化，経済，技術や金融などの環境要因が挙げられる。他方でタスク環境とは，
組織の目標を達成するうえで，組織の能力に直接的な影響を持つ環境である。
たとえば，産業，材料，市場や人材，国際情勢などの環境要因が挙げられてい
る。
その上で Daft（2001）によれば，組織環境の複雑性は，企業が対処しなけ
ればならない環境要因の数（number）の多さと，要因の類似度（similarity）
によって決定するという。具体的には，要因の数が多く，似ていない（様々な
種類がある）と複雑であり，要因の数が少なく，似ている（種類が少ない）と
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単純となる。要するに，組織環境の複雑性は，扱わなければならない要因の数
と種類によって決まるといえる。
組織環境の複雑性を ESM 環境の複雑性の議論に当てはめると，次のように
説明できる。ESM 環境とは，ESM で活動する個人を取り巻く環境である。
ESM の環境要因は，個人が処理しなければならない情報や，システムの機能
が挙げられる。そして，ESM 環境の複雑性は，これらの数または種類によっ
て決まる。ESM の環境要因に情報や機能が挙げられる理由は，組織内の情報
システムを扱う先行研究において，直接的に影響を及ぼす要因だと考えられて
きたからである（e.g., Delone & McLean, 2003）。
情報が ESM 環境を構成する要因になるという点は，ESM が情報共有を行
うプラットフォームであることを踏まえれば容易に理解できるだろう。そし
て，情報の数や種類が増え，個人が処理できる情報量を超えた状態は複雑性が
高いと考えられる。また，システムの機能も ESM 環境を構成する要因になる。
システムの機能については，既存研究では機能の使いやすさに着目されること
が多い（e.g., Ayyagari et al., 2011; Moore & Benbasat, 1991; Sharma & Yetton, 2007）
。そして，機能の使いやすさを判断する指標の一つに複雑性がある。
ここでの複雑性とは，情報システムの使用に努力を要する程度とされる（Ayyagari et al., 2011）。つまり，システムの機能の数や種類が多く，容易に使用で
きない状態では複雑性が高い。
以上より ESM 環境の複雑性は，「対処しなければならない情報や，システ
ムの機能の数または種類が増える状態」と捉えられる。
さらに，情報・機能の数や種類が増える状態に加え，特に情報に関しては，
整理されずに放置されることでも ESM 環境は複雑化する。この状態を捉えた
概念に，エントロピー（entropy）がある。エントロピーは，システム内の無
秩序，混乱，乱雑，不規則（disorder in a system）を表すと言われることが
⑿

多い。エントロピーは，物理学，特に熱力学において導入された概念 であり，
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ある状態から別の状態へシステムを変化させられない，システム内のエネル
ギーの量とされる（Clausius, 1879）。最大のエントロピーに達すると，物理的
なシステムは均等になり，均等の時点でシステム内は完全にまとまりがなくな
る。つまり，エントロピーはシステムを変化させられないエネルギー量ととも
に，システム内の無秩序な状態を表している。
エントロピーを ESM 環境の複雑性の議論に当てはめると，次のように説明
できる。ESM 環境では，一度共有された情報は永続的に ESM 内に保存される。
この中には，必ずしも必要な情報だけが残るのではなく，不要な情報や古い情
報も蓄積される。このような状態が続くと，ESM 環境は情報が散乱したまま
維持される。よって，
「情報が整理されないまま，維持・保存される状態が続く」
のである。
以上，環境の複雑性を捉えた既存研究を参照しながら，本研究における
ESM 環境の複雑性との関連を確認した。ESM 環境とは，ESM で活動する個
人を取り巻く環境である。そして，ESM の環境要因には，個人が処理しなけ
ればならない情報や，システムの機能が挙げられる。ESM 環境の複雑性は，
これらの数または種類によって決まる。くわえて，特に情報に関しては，整理
されずに放置されることでも ESM 環境は複雑化する。

4−2．ESM 環境の複雑性の概念定義
本項では，本研究における ESM 環境の複雑性を定義する。ESM 環境の複
雑性を「対処しなければならない情報や，システムの機能の数または種類が増
えて，整理されずに維持・保存されている状態」とする。以下では，ESM の
特徴も踏まえて，ESM 環境の複雑性について説明する。
まず，ESM 環境は，情報の数や種類が増えやすい環境である。情報の数が
─────────────────
⑿ 熱力学を起点として，情報システム（Shannon, 1948）
，生物学（Schrödinger, 1944）や組織論
（Katz & Kahn, 1978）など他の分野でもエントロピー概念は議論されている。
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増える状態とは，情報量が増えることであり，情報の種類が増える状態とは，
情報の多様さを指す。営業の部署を例にとると，外出中に連絡のあった顧客の
名前と電話番号だけを毎回受信する場合と，顧客からの相談内容も受信する場
合では，後者のほうがより多様な情報を受信することになる。同じ種類の情報
を多く受信するだけでなく，多様な情報を膨大に受信することで，複雑性は増
す。
ESM 環境で情報・機能の数や種類が増える原因は，ESM の特徴にあると考
えられる。Leonardi et al.（2013）の定義にもあったように，ESM は一つの場
所で他のメンバーとコミュニケーションしたり，他のメンバーと関連している
テキストやファイルの投稿や編集ができたりする。この特徴によって，ESM
では様々なメンバーが多種多様な情報（たとえば，会話の内容，Word や PDF
などのファイル）を共有する。また，ESM は様々な機能を持つ。ESM には 1
対 1 のチャットだけでなく，電話やビデオ・Web 会議，グループチャットが
備わっている。たとえば，グループチャットであれば，メンバーとのチャット
のやり取りだけでなく，ファイルや絵文字，写真，映像の共有もできる。この
ような機能は，技術発展に伴い都度最新に更新されるが，自分にとっては不必
要な機能や使用方法が不明な機能も存在する。よって，ESM を利用する個人
にとっては，使用するかどうかに関わらず，様々な機能が備わった ESM 環境
に取り囲まれているのである。
さらに，様々なグループの設定や，ESM のアフォーダンスである発言の活
性化によっても情報の数や種類が増えやすい。ESM では，グループは一つで
はなく複数になることが多い。グループの特定によって，参加しているメン
バーが簡単にわかるので情報をやり取りしやすい一方，参加するグループが増
えすぎてしまうと，どこでどのような情報をやり取りしていたのかが不明確に
なる。また，発言の活性化には，他者のメッセージに情報を付加して返信する
ことで，他のメンバーにもアイデアを広げられるという有益な側面があったが
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（Majchrzak et al., 2013），情報の数や種類が増える原因となる。グループ数が
増えれば，その分情報の数や種類も増加し続ける。したがって，ESM 環境は
情報の数や種類が増える環境になりやすい。
次に，ESM 環境は，情報が整理されずに維持・保存される環境になりやすい。
原因の一つに，ESM の定義にもあるテキストやファイルを投稿・編集できる
点が挙げられる。メンバーは簡単にテキストやファイルを投稿できるので，
ESM を流れる情報量は増えやすい。さらに，永続性のアフォーダンスも関係
する。永続性によって，共有されたテキストやファイルは他のメンバーも利用
可能な状態で維持できるが，メンバーが共有した状態のまま保存される（Majchrzak et al., 2013）。すなわち，一度情報が投稿されればそのままの状態で
ESM 内に残される。この中には，必ずしも必要な情報だけが残るのではなく，
不要な情報や古い情報も蓄積される。よって，ESM 環境には情報が整理され
ないまま，維持・保存される。
くわえて，グループ数の増加によっても，情報が整理されずに維持・保存さ
れる環境になりやすい。参加するグループごとに様々な情報がやり取りされれ
ば，グループごとにメッセージやファイルも保存される。それゆえ，参加する
グループ数が増えれば，どこにどのような情報が保存されているのかわからな
くなり，再度似たような情報を発信する可能性もある。複数のグループに参加
していると，不要な情報を整理する人や時間も限られ，情報が整理されずに維
持されてしまうのである。
以上，ESM 環境の複雑性という概念について，関連概念を整理しながら本
研究における定義を述べた。次節では，ESM 環境の複雑性にいかに対処する
かを検討する。

5．ESM 環境の複雑性への対処と ESM の規範
ここまで，既存研究ではあまり検討されてこなかった ESM の負の側面とし
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て，ESM 環境の複雑性を取り上げた。本節では，ESM 環境の複雑性の増大を
抑える一つの手段として，ESM の規範を取り上げる。
既に述べたように，ESM 環境の複雑性は個人の情報処理に認知的な負荷を
与える。個人の認知的な負荷を抑えるためには，ESM 環境の複雑性の増大を
抑え，情報を有効に共有できる ESM 環境の整備が不可欠である。ESM を活
用して情報処理を行うのは一人ひとりのメンバーであるが，ESM は多くのメ
ンバーが相互にやり取りを行い，形成される社会的な情報共有の場でもある。
それゆえ，各々のメンバーが複雑性の増大を抑えるような行動を取ることが望
ましい。よって，ESM 環境の複雑性の増大を抑える行動を規定した ESM の
規範が必要となる。
以下では，まず本研究における ESM の規範の定義を提示し，注意資源理論
の観点から ESM の規範の重要性を述べる。続いてバーチャル環境を対象とし
た規範に関する先行研究と，ESM の規範の具体的内容について述べる。

5−1．ESM の規範の概念定義と規範の重要性
本研究では，ESM の規範を「ESM において，自分の所属するグループの中
での適正な態度や行動に関する明確な規定」と定義する。この定義を用いる理
由は次の 2 点である。
第一に，本研究で捉えたい規範は，自分の所属するグループの中での適正な
態度や行動に関する明確な「規定」にある。バーチャル環境における規範の先
行研究では，集団規範の定義が 2 つ存在する。1 つ目は本研究でも参考にした
定義で，自分の所属するグループの中での適正な態度や行動に関する，明確な，
もしくは暗黙的な規定である（e.g., Baker & White, 2010; Terry & Hogg, 1996;
White, Hogg & Terry, 2002; White, Terry & Hogg, 1994）。2 つ目の定義は，
メンバー間で共有された目標や期待についての共有された合意である（e.g.,
Cheung & Lee, 2009; Shen, Cheung, Lee & Chen, 2011; Zhou, 2011）。2 つ目の
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定義を用いる先行研究では，目標が共有されている程度に関心があり，メン
バーがどのように行動すべきかという行動規定そのものには関心が払われてい
ない。メンバーは ESM の中の行動に対して社会的な影響を受け，自分の行動
や態度を ESM 内の他のメンバーの基準に合致させることで，行動規範が形成
される。このような現象を捉えるため，ここでは適正な態度や行動に関する規
定という定義を用いる。
第二に，実務的な観点からは，バーチャル環境でもメンバーが互いに適切な
コミュニケーションを図れるように，明確に行動が規定される必要がある。近
年の職場環境に目を向けると，各企業が働き方の多様化を進めるために，リ
モートワークやサテライトオフィスなど場所や時間を問わない働き方を推奨し
始めている。これらの働き方が広がると，メンバー同士の対面でのやり取りは
減少する。ESM にも電話やビデオ・Web 会議といった対面に近い機能はある
が，基本的には顔が見えない中でコミュニケーションを取らなければならな
い。互いの実際の行動が見えない中で暗黙的に行動すると，それぞれのメン
バーが自分の考えや方法に基づいて行動するために，コミュニケーションがし
にくい。さらに，マネジャーの立場からは，メンバーが個々の方法で ESM を
利用するとメンバーの行動を管理できない。それゆえ，バーチャル環境でも，
メンバー間で互いに適切なコミュニケーションを図れるように，明確に行動が
規定される必要がある。
以上，ESM の規範の定義を述べた。その上で，理論的な視点から，ESM の
規範の重要性を検討する。ESM に限らず，バーチャル環境において集団規範
は重要な役割を持つと考えられてきた（e.g., Bagozzi & Dholakia, 2002; Baker
& White, 2010; Shen, Lee, Cheung & Chen., 2010; Shen et al., 2011; Zhou,
2011）。ここでは，注意資源理論の観点から ESM の規範が重要な理由を述べる。
ESM の規範は，個人の認知的な負荷を減らすために，ESM 環境の複雑性の増
大を抑え，情報を有効に共有できる ESM 環境の整備をする上で重要な役割を
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果たす。
ESM 環境の複雑性の増大は，情報処理の主体である個人に負の影響を及ぼ
す。注意資源理論の観点からは，個人の注意資源が ESM 環境から受け取る情
報や，多様な機能を超えてしまうと，認知的な負荷がかかりやすい。その結果，
個人は上手く情報を処理できなかったり，必要な情報を見逃してしまったりす
る。そして，個人は自身の認知構造を維持するために，ESM 環境の複雑性を
減らそうと試みる。一つの方法として，自己制御プロセスが機能してどこに注
意資源を向けるかを調節する。しかしながら，個人の自己制御プロセスにも限
界がある。それゆえ，ESM 環境の複雑性が高まり続ければ，個人の認知的な
負荷も高くなり続ける。
このように，ESM 環境の複雑性の増大は個人に認知的負荷をかけるために，
個人の情報処理力のみで複雑性に対処するには限界がある。ESM を活用して
情報処理を行うのは一人ひとりのメンバーであるが，ESM は多くのメンバー
が相互にやり取りを行い，形成される社会的な情報共有の場でもある。そこで，
ESM に参加するメンバー一人ひとりが，複雑性の増大を抑えるような行動を
取ることが望ましい。よって，ESM 環境の複雑性の増大を抑える行動を規定
した，ESM の規範が必要となる。このような情報を有効に共有できる ESM
環境の整備が，一個人による情報処理を補えるのである。

5−2．バーチャル環境における規範に関する先行研究
ここでは，ESM の規範を扱う上で，バーチャル環境における先行研究では
どのように規範が検討されてきたのかを整理する。
バーチャル環境における規範の先行研究では，Facebook をはじめとする
SNS やオンラインゲーム，バーチャルグループなどを対象とした研究が多い。
その中で，大きく分けて 2 つの規範が取り上げられてきた。それらは，主観的
規範（subjective norm）と集団規範（group norm）である。主観的規範とは，
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行動をとるかとらないかに対する，自分が重要だと思う人からの社会的なプ
レ ッ シ ャ ー を 個 人 が 知 覚 す る 程 度 で あ る（e.g., Ajzen, 1991; White et al.,
1994）。他方で集団規範とは，自分の所属するグループの中での適正な態度や
行動に関する，明確な，もしくは暗黙的な規定である（e.g., Terry & Hogg,
1996; White et al., 2002）
。
2 つの規範が扱われた背景には，研究の焦点の違いが関連する。主観的規範
が重要視された理由には，個人の最適な行動の決定要因である意図（intention）
⒀

に影響を及ぼす要因だと考えられた からである。しかし，主観的規範のみで
は行動に対する社会的な影響を捉えきれていないという見方も広がり（e.g.,
Baker & White, 2010; Terry & Hogg, 1996; White et al., 1994），集団規範が注
目されるようになった。集団規範を説明する理論として頻繁に取り上げられる
のが，社会的アイデンティティ理論（social identity）や自己カテゴリー化理
論（self-categorization theory）（Hogg & Abrams, 1988; Tajfel & Turner,
1979）であり，行動を予測するための社会的な影響の役割を包括的に説明でき
る（e.g., Turner, 1991）
。この理論では，人は内集団（ingroup）と外集団（outgroup）のメンバー間の差を強調すると同時に，自分自身と内集団のメンバー
の似た点を強調する。そのため，自分自身を集団のメンバーとしてカテゴリー
化し，自分の行動や態度を集団の基準に合わせていく。そこで，集団規範が形
成されるのである。このように，バーチャル環境で取り上げられてきた規範は，
⒁

主に社会心理学のアプローチを取ってきた 。
そして，既存研究では主観的規範と集団規範の両方に注目する研究が多い
（e.g., Bagozzi & Dholakia, 2002; Baker & White, 2010; Shen et al., 2010; Shen
et al., 2011; Zhou, 2011）
。たとえば Shen et al.（2010）では，学部生 482 人のデー
─────────────────
⒀ 他に，態度や知覚された行動コントロールも要因として挙げられた（e.g., Ajzen, 1991）
。ただし，
主観的規範は他の 2 要因よりも意図との関係が弱いとされあまり重視されなかったが，他の研究で
は規範そのものは重要であると主張された（e.g., Terry & Hogg, 1996; White et al., 1994）。
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タを用いて，主観的規範や集団規範がインスタントメッセージの使用意図に及
ぼす影響を検証した。また，Baker & White（2010）では，中学生 160 人のデー
タから，主観的規範や集団規範が SNS の使用意図に影響があるかを検証した。
これらの研究では，主に IT の使用意図に及ぼす影響に焦点を当てて検証して
いるが，主観的規範の影響はほとんど見られず，集団規範が影響を及ぼすとい
う結果を得ている。
以上の先行研究より，本研究では集団規範に注目する。その理由は，本研究
で捉えたい規範が，自分の所属するグループの中での適正な態度や行動に関す
る明確な規定だからである。Cheung & Lee（2010）によれば，主観的規範は
集団活動を支援する IT を使う場合に，利用者が最初に意思決定する際に影響
を与える一方，利用者が一度その IT を使い始めると，その中で他のメンバー
と相互作用していくという。このような集団でのやり取りが，利用者の継続的
な IT の使用に影響するために集団規範は重要である（Baker & White, 2010;
Cheung & Lee, 2010）
。本研究においても，ESM は単純な道具ではなく組織内
の社会的な情報共有の場であり，個人は ESM の中でも行動に対して社会的な
影響を受けると想定される。しかし ESM は，従来組織で用いられてきた対面
や E メールなどのコミュニケーション手段とは異なる特徴を備えている。そ
のため，ESM において適正な態度や行動に関する明確な規定があれば，メン
バーは情報を有効に共有できる ESM 環境を整備できる。よって，主観的規範
ではなく集団規範が本研究の関心に一致するため，集団規範に焦点を当てる。
─────────────────
⒁ 規範という概念自体は，社会心理学以外にも社会学，経済学，政治学，国際関係法，哲学などの
様々な領域で研究されている。どの領域でも，いかに個人の行動や思考が他者の期待によって制約
を受けるか，という基本的に似た考え方を持つ。ただし，分野のコンテクストによって多少解釈や
視点が異なる。Goldspink（2014）は，規範を考える際の観点を，社会哲学的な観点と法の哲学か
らの観点に分けて説明する。社会心理学をはじめとする社会哲学的な観点では，一見して規範的で
ある社会行動のパターンが観察されるとき，人々はルール（規範）に従っているように行動してい
るという。これは，ボトムアップ・アプローチと考えられる。他方で，法の哲学からの観点では，
社会的秩序（social order）の源泉として規範を捉え，社会制度が社会行動のパターンを導くという。
これをトップダウン・アプローチとしている。

152

エンタープライズ・ソーシャル・メディアの活用の効果と問題点に関する考察

153

5−3．ESM の規範の内容
本項では，ESM の規範の具体的な内容を検討する。本研究では ESM に議
論を限定しているが，組織内で従来用いられてきたコミュニケーション手段に
も，同様の規範が当てはまる可能性もある。そこで，ESM の特徴を基に，
ESM ではどのような規範が必要となるのかを以下で検討する。

5−3−1．ESM の適切な使用方法に関する規範
まず，ESM の規範として，ESM の適切な使用方法に関する規範が挙げられ
る。この規範は，コミュニケーション対象とメディア・リッチネスとの比較か
ら見た ESM の特徴と関連する。この特徴から，ESM は従来のコミュニケーショ
ン手段とは異なる特徴を持っているために，ESM を効果的に活用できるよう
な規範が必要となる。適切な使用方法に関する規範の内容として，①タイム
リーな共有，②コミュニケーション手段の使い分けが挙げられる。
第一に，ESM ではタイムリーな共有に関する規範が必要である。タイムリー
な共有とは，迅速に，適切なタイミングで情報が共有される程度を指す。
ESM は，やり取りの迅速性を持つコミュニケーション手段で構成されるため
に，迅速に情報を受発信できる。また，ESM で受け取る情報の重要度は高く
なりやすい。なぜなら，組織内の特定の相手から連絡が来るので，組織内外か
ら広く受信する E メールよりも緊急度や処理の優先順位が高くなりやすいか
らである。これらの特徴より，適切なタイミングで，迅速に情報のやり取りが
できるような規範が必要である。たとえば，仕事中であれば ESM を確認でき
る状態にしておき，呼びかけに答えられるようにする，仕事で外出時にチャッ
トで連絡が来た場合にも，その場で解決できる内容であれば可能な範囲で迅速
に返信をする，などの行動が挙げられる。
第二に，ESM 内のコミュニケーション手段を上手く使い分ける規範が必要
である。コミュニケーション手段の使い分けとは，利用者の目的に応じて，
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ESM 内のコミュニケーション手段を効果的に使い分けられる程度とする。適
切なコミュニケーション手段の選択を扱う既存研究では，メディア・リッチネ
スに応じて最も効果的な手段を選択する状況を想定してきたが，実際の組織で
は複数の手段を置かれた状況によって使い分けている（Watson-Manheim &
Bélanger, 2007）。ESM は，一つの場所で，様々な種類のコミュニケーション
手段を選択して使えるために，目的に応じてその都度手段を切り替え，組み合
わせながら活用できる。たとえば，テキストだと伝わりにくい連絡事項は電話
を選ぶ，すぐに話して知らせたい内容でも相手の外出時にはチャットで連絡す
る，などの行動が挙げられる。誤ったコミュニケーション手段の選択によって
は，意図した内容が伝わらない可能性もある。また，他のメンバーの意図や感
情の誤った解釈を招き，不十分な意思決定や意図しない反応につながる恐れも
ある（Byron, 2008）。このように集団内の個人は，コミュニケーション手段を
使い分けるパターンを規範として形成するのである（Watson-Manheim &
Bélanger, 2007）
。
以上より，適切な使用方法に関する規範の内容として，①タイムリーな共有，
②コミュニケーション手段の使い分けが挙げられる。このような行動を規定す
ることで，情報を有効に共有できる ESM 環境の整備ができる。

5−3−2．ESM 内の情報整理に関する規範
次に，ESM の規範として，ESM 内の情報整理に関する規範が挙げられる。
この規範は，テキストやファイルのやり取りを含むコミュニケーション手段と
の比較から見た ESM の特徴と関連する。この特徴は，ESM 環境の複雑性を
増大させる原因にもなる。なぜなら，組織内の情報量を増加させたり，機能を
多様化させるので，個人の情報処理に認知的な負荷を与えるからである。そこ
で，各メンバーが ESM 内の情報を選別するために適切に整理する，という規
範が必要である。
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ESM 内の情報整理に関する規範の内容として，情報交通整理の役割が挙げ
られる。情報交通整理の役割とは，グループのメンバーが有益な情報を利用で
きるように，ESM で流れる情報を適切に発信・受信，維持する程度である。
以下では，情報交通整理の役割に重要なアフォーダンス，すなわち編集性，関
連性の通知，場を維持する役割から説明する。
第一に，編集性によって，メンバーは ESM で流れる情報を適切に発信・受信，
維持する行動をとれる。このアフォーダンスにより，メンバーは相手に伝わる
ように内容を吟味・修正したり，後からでも不要な情報を整理できる（Treem
& Leonardi, 2013）。第二に，場を維持する役割によって，メンバーは ESM で
流れる情報を適切に発信・受信，維持する行動をとれる。このアフォーダンス
により，他のメンバーにも有益だと考える情報の自主的な発信や，最新の情報
の共有が促される。第三に，関連性の通知によって，メンバーは ESM で流れ
る情報を適切に発信・受信，維持する行動をとれる。関連性では，関連のある
人や内容を利用者に通知する程度で，ESM の機能であるメンションやライク
はその目印となりやすい（Schubert, 2018）。この目印が存在することにより，
有益な情報の獲得や，他のメンバーへの情報の効率的な伝達につながる。
以上のアフォーダンスは，ESM 内の情報を選別するために適切に整理する，
というメンバーの行動を促進させやすい。このような行動を規定することで，
ESM 環境の複雑性の増大を抑えられる。

6．チーム内の情報・知識活用を促進する ESM の活用が
業務成果に及ぼす影響
ここまで，ESM の特徴を理解し，注意資源理論の観点から ESM の負の側
面である ESM 環境の複雑性を取り上げた。そして，ESM 環境の複雑性の増
大を抑える一つの手段として，ESM の規範に注目した。最後に本節では，今
までの議論を基に，チーム内の情報・知識活用を促進する ESM の活用が業務
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成果にいかに影響を及ぼすのかを検討する。
ESM の活用は，場所を問わない組織メンバー間の情報・知識共有を促せる
点で，組織には有用である。実務的な観点からは，その背景として働き方の多
様化や，近年の急速な技術進化，競争環境の変化が挙げられる。働き方の多様
化によって，リモートワークをはじめメンバーが異なる場所で活動する時間が
増えたので，対面でコミュニケーションする機会は減少する。また，近年の急
速な技術進化や競争環境の変化によって，企業には新しいアイデアや知識創出
の促進を迫られる。ESM の活用は，メンバー同士の場所を問わないコミュニ
ケーションや，内部に存在する情報や知識を活かすための共有を可能にする。
学術的な観点からは，ESM を活用した情報・知識共有が業務成果の向上に
つながることを実証している（e.g., Cai et al., 2018; Kwahk & Park, 2016）。た
とえば，Kwahk & Park（2016）では企業・組織に勤める 234 人のデータから，
ESM での知識共有が個人の業務成果を高めることを実証した。また，Cai et
al.（2018）は，仕事で ESM を利用する 167 人の従業員データから，日々の仕
事における ESM の活用が個人の生産性や仕事への適応を向上させるという結
果を得た。このように ESM を活用した結果，メンバー間の情報・知識共有が
促されて業務成果を向上させる。
ただし，単純に ESM を活用することが業務成果向上につながるわけではな
く，ESM の特徴を理解して活用することが重要である。ESM の特徴は，実際
に ESM を活用するメンバーには有効な機能として認識される。たとえば，組
織内の様々なメンバーが，相手を特定してメッセージやファイルを共有するこ
とで，どこに誰に向けた情報があるのかがわかりやすい。また，自分の所属す
るグループで情報がタイムリーに共有されるので，最新の情報を入手でき，そ
れに関連する過去の情報にも容易に遡れる。いわゆる知識労働者の仕事は，効
果的な情報のマネジメントが可能かどうかに依るところが大きい（Hwang,
Kettinger & Yi, 2015）。これらの豊富な ESM の機能を認識して活用すること
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で，メンバーは自身の仕事に必要な情報を獲得でき，業務成果の向上につなが
ると考えられる。したがって，以下の命題が導かれる。

命題 1：ESM の機能認識は，業務成果に正の影響を及ぼす。

ESM の活用は正の影響だけでなく，負の影響も及ぼす。なぜなら，ESM 環
境の複雑性が個人の情報処理に認知的な負荷をかけ，最終的に業務成果を下げ
ると考えられるからである。ESM では組織内の様々なメンバーが日々情報を
受発信するので，ESM 内の情報量は膨大になる。よって個人は，限られた認
知的な資源を割いて，ESM の中から自分に必要な情報を取捨選択しなければ
ならない（e.g., Leonardi et al., 2013）。また，ESM の機能の多様化は，情報の
獲得を阻害する要因にもなる。システムが複雑で，容易に使いこなせない状態
では，人に認知的な負荷を与えると考えられている（Ayyagari et al., 2011;
Sharma & Yetton, 2007）。それゆえ，ESM 環境の複雑性が高まるほど，メン
バーは自分の仕事に有益な情報を入手できず，業務成果には負の影響があると
考えられる。したがって，以下の命題が導かれる。

命題 2：ESM 環境の複雑性は，業務成果に負の影響を及ぼす。

ESM を活用して業務成果を向上させるためには，ESM の規範が重要な役割
を果たす。ESM を活用して情報処理を行うのは一人ひとりのメンバーである。
一方で，ESM は多くのメンバーが相互にやり取りを行い，形成される社会的
な情報共有の場でもある。それゆえ，ESM 内を流れる情報を効果的に活用す
るための，ESM において望ましい行動を規定する必要がある。
ESM の規範は，ESM の適切な使用方法に関する規範と ESM 内の情報整理
に関する規範に分けられる。ESM の適切な使用方法に関する規範があれば，
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メンバーは ESM を効果的に活用できるので，タイムリーに必要な情報を受け
取れる。また，ESM 内の情報整理に関する規範があれば，個々人が情報を日々
整理・精査して ESM 環境を維持するので，不要な情報が減り，必要な情報の
探 索 に か か る 時 間 が 減 る（Hwang et al., 2015; Kettinger, Li, Davis & Kettinger, 2015）。このように，一人ひとりの行動が規定されることによって，
ESM は必要な情報を適切なタイミングで入手しやすい環境になる。そのため，
メンバーは不必要な情報に割く注意資源が減るので，メンバーが持つ限られた
注意資源を上手くタスクに配分できる。よって，業務成果は高まると推測され
る。したがって，以下の命題が導かれる。

命題 3：ESM の規範は，業務成果に正の影響を及ぼす。

さらに，ESM の規範は直接的に業務成果を向上させるだけでなく，ESM 環
境の複雑性の増大を抑え，業務成果への負の影響を減じると考えられる。注意
資源理論の観点からは，ESM 環境の複雑性が増大すると，個人の情報処理に
認知的な負荷をかけるので，業務成果を下げる。ただし，メンバーが ESM の
規範を明確に認識し行動すれば，注意資源を上手く扱えるために業務成果を高
められると考えられる。
ESM の規範によって，ESM 内の一人ひとりの行動は規定される。それゆえ，
ESM では必要な情報を適切なタイミングで獲得できる。たとえば，相手が必
要なタイミングで迅速に情報を共有する，または ESM の機能が多様化しても，
目的に応じてコミュニケーション手段を的確に使い分ける，という規範があれ
ば，必要な情報を適切なタイミングで獲得しやすい。また，情報交通整理の一
つとして，メンションやライクなどの目印を付けて発信するという規範があれ
ば，メンバーが必要な情報を選別できる。情報を受信する時に目印があれば，
受信者は自分で情報を選別しなくてもその情報に触れる可能性が高まる。一
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方，発信者は目印を示すことで，受信者が自ら情報を選別しなくても，発信者
が伝えたい情報を適切に伝達できる。このような規範によって，自分の仕事に
関係のない情報に割く注意資源が減るために，メンバーは注意資源を上手くタ
スクに配分できると考えられる。
したがって，ESM の規範によって，ESM 環境の複雑性の増大を抑え，業務
成果への負の影響を減じられる。よって，以下の命題が導かれる。

命題 4：ESM の規範は，ESM 環境の複雑性と業務成果の関係をモデレートす
る。ESM の規範が高いとき，業務成果に対する ESM 環境の複雑性の
負の影響は小さくなり，ESM の規範が低いとその影響は大きくなる。
図2

ESM の活用が業務成果に影響を及ぼすモデル
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7．おわりに
本研究は，ESM を企業・組織で活用する意義にくわえ，組織内で使用され
てきた従来のコミュニケーション手段と比較しながら ESM の特徴を整理し，
チーム内の情報・知識活用を促進するための一つの手段として ESM を取り上
げ，ESM の活用が業務成果にいかに影響を及ぼすのかを提示した。本研究の
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貢献点は以下の 3 点である。
第一に，ESM を従来のコミュニケーション手段と比較検討し，その特徴を
提示した点である。ESM は，組織内のコミュニケーション手段として有用で
ある点は指摘されてきたが，従来のコミュニケーション手段とどのように異な
り，どのような特徴を持つのかについては整理が進んでいなかった。ESM の
特徴は 3 点挙げられる。1 つ目は，コミュニケーション対象を組織内の特定の
グループに限定して情報共有できる点である。2 つ目は，ESM ではチャット
を中心として，電話，ビデオ・Web 会議，ファイルのやり取りを一つの Web
上のプラットフォームで行える点である。3 つ目は，意図や感情に関する手が
かりの伝達を伴った，タイムリーな情報の受発信ができる点である。この特徴
は，ESM の正の側面とも捉えられ，ESM の活用によって組織には有益な影響
を与える。
第二に，ESM 活用の正の影響だけでなく負の影響にも言及し，ESM 環境の
複雑性という概念を提示した点である。ESM の活用は，場所を問わない組織
メンバー間の情報・知識共有の促進や，職場の成果向上につながることは指摘
されているが，負の側面についてはほとんど検討されてこなかった（Razmerita
et al., 2016）。そこで本研究では，ESM 環境の複雑性という概念を，環境の複
雑性や ESM の既存研究から，対処しなければならない情報や，システムの機
能の数または種類が増えて，整理されずに維持・保存されている状態と定義し
た。その上で，注意資源理論の観点から，ESM 環境の複雑性は業務成果を下
げるという命題を提示した。
第三に，ESM の負の側面である ESM 環境の複雑性の増大を抑える一つの
手段として，ESM の規範を提示した点である。ESM 環境の複雑性という負の
側面に言及するだけでなく，どのように個人の認知的な負荷を減らすために，
ESM 環境の複雑性の増大を抑えられるかについても検討した。先行研究では，
バーチャルな環境におけるメンバー間のコミュニケーションの仕方には注目さ
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れていないために，本研究では，メンバー間の行動に関する規定が重要な役割
を果たすことを指摘した。そこで，ESM の規範という概念を提示し，ESM に
おいて，自分の所属するグループの中での適正な態度や行動に関する明確な規
定と定義した。その上で，注意資源理論の観点から，ESM の規範は業務成果
を向上させ，さらに ESM 環境の複雑性と業務成果の関係をモデレートする，
という命題を提示した。
本研究の限界は，ESM 環境の複雑性や ESM の規範自体が，ESM をすでに
頻繁に活用しているチームを想定しており，この議論自体が ESM の活用度合
いに左右される点である。本稿で述べたように，日本ではまだ ESM を導入・
利用している企業が少なく，未だに従来のコミュニケーション手段に依存して
いる。ESM を活用していない企業からすると，どのように ESM の導入や活
用が進むのかを検討することも重要である。既存研究では，ESM を活用した
情報・知識共有を促進させる様々な要因が検証されているが，今後の ESM 活
用の発展に期待をしつつ，本研究はチーム内の情報・知識活用を促進するため
の一つの手段として ESM を取り上げ，ESM の活用が業務成果にいかに影響
を及ぼすのかを提示した。本研究の議論を基に，更なる実証的な研究が求めら
れる。
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