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【On the Web開催】
企業とユーザーの
新しいコミュニケーションを作り出す

8/25（水）
・26（木）
・27（金）
ニューノーマル時代の情報伝達とは

10/6（水）
・7（木）
・8（金）
主催：一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会
後援：経済産業省
議長：ダイキン福祉サービス株式会社

■企 業 と ユ ー ザ ー の 新 し い コ ミュニ ケ ー シ ョン を 作 り 出 す

記録集別冊:TC協会機関誌 Frontier特別号

■ニュー ノ ー マ ル 時 代 の 情 報 伝 達 と は

テクニカルコミュニケーション
シンポジウム2021

別冊配布にあたって
2021 年 8 月に実施したテクニカルコミュニケーションシンポジウムは、2021 年 8 月 25 日、26 日、27 日に、
On the Web

8 月開催として「企業とユーザーの新しいコミュニケーションを作り出す」をテーマで開催しま

した。延べ聴講者数（アクセス実数）は、39 セッションの合計として 2,252 名に視聴いただきました。初日の
基調パネルディスカッション（TK01）では、
「企業とユーザーの新しいコミュニケーションを作り出す第一歩は
これだ！」をテーマとして、企業と市場のコミュニケーションに精通する業界外から登壇者 3 名を招いたパネ
ルディスカッションでした。マーケティング、Web デザイン、企業広報の視点から、企業とユーザーのコミュ
ニケーションの変容に切り込んでいただきました。
2021 年 10 月に実施したテクニカルコミュニケーションシンポジウムは、2021 年 10 月 6 日、7 日、8 日に、
On the Web

10 月開催として「ニューノーマル時代の情報伝達とは」をテーマで開催しました。延べ聴講者数

（アクセス実数）は、
47 セッションの合計として 2,149 名に視聴いただきました。初日の基調講演（KK01）では、
「テレワーク時代の仕事術とは～ OJT がムリなら、どうする？」をテーマに武田かおり様に講演いただきました。
会議やミーディングなどオンラインで行える業務は問題ないが、チーム内のコミュニケーションや人材育成 OJT
（On the Job Training）自体が難しいと感じているかと思います。テレワークをする上で一般的になりつつある
基本的な常識と、一歩踏み込んだ社内教育 OJT のしかたなどの事例を情報共有して悩み事のヒントをつかんで
いただきました。
本「記録集別冊」は、基調講演および基調パネルの内容を記録したものです。本年度の TC シンポジウムに参
加できなかった方、内容を振り返って確認したい方など、皆さまのお役に立つことができれば幸いです。既に配
布している「冊子版の記録集」と併せてご覧ください。冊子版の記録集は 8 月と 10 月に実施した On the Web
2021 開催のパネルディスカッションを記録した内容になっています。
本年は TC 協会創設 30 周年を迎えた記念として冊子版の記録集を希望者の方に、無償にて贈呈させていただ
きます。弊協会（ tc-info@jtca.org）まで必要部数を連絡いただければ、連絡いただいた宛先に無料にて送付さ
せていただきます。情報収集や学びの場としてお役に立つことができれば幸いです。
2022 年は TC 協会創設 30 周年記念シンポジウムとして、8 月 24 日、25 日、26 日は「コミュニケーションデ
ザインシンポジウム 2022」としてオンラインライブ配信を予定しています。10 月 5 日、6 日、7 日は「テクニ
カルコミュニケーションシンポジウム 2022」として京都リサーチパークを会場として対面開催を予定していま
す。シンポジウム 2022 実行委員会は、皆さまのお役にたてるシンポジウムを目指して活動しています。多くの
参加者からいただいたアンケートの声を反映できるセッション企画を立案し、皆さまにご満足いただけるシン
ポジウムにしていく所存です。今後もテクニカルコミュニケーション業界の発展のため、シンポジウムへのご
参加およびご協力をよろしくお願いいたします。
2022 年 3 月
一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会
代表理事
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TC シンポジウム 2021 On the Web（第 33 回）
開催期間：2021 年 7 月 1 日（木）～ 11 月 30 日（火）
開催方法： 開催期間中は TC シンポジウム 2021 専用 Web

事例研究発表セッションの応募は5セッションあり、100
名前後の視聴者が参加し、高い聴講満足度を得ました。
オンラインライブ配信ならではのオンラインアンケート

サイトを公開。

方式を採用し、登壇者に結果を早く知らせることができま

プログラム、各セッションの企画内容、配布資料、

した。

動画（一部のみ）を掲載した。

インターミッション
● 7 月オープニングオンラインライブ配信

・ 10月開催に併設しているジャパンマニュアルアワード

オンラインライブ配信日：2021 年 7 月 13 日

2021のマニュアルオブザイヤー（MOY）選考会は、京

関係者込みの総参加者数（ID 発行数）：424 名

都リサーチパークにて10月6日にリアル開催で行いまし

延べ聴講者数（アクセス実数）：

た。昨年と同様に3つのMOYノミネート作品のプレゼ

1,026 名（9 セッションの合計）
● 8 月オンラインライブ配信

ンは事前に収録した10分間の動画を最終審査委員（6名）
が視聴して選出しました。選考会の模様はZoomウェビ
ナー形式でライブ配信され、146名の方が視聴しました。

テーマ：
企業とユーザーの新しいコミュニケーションを作り出す
オンラインライブ配信日：2021 年 8 月 25 日～ 27 日
関係者込みの総参加者数（ID 発行数）：941 名
延べ聴講者数（アクセス実数）：
2,252 名（39 セッションの合計）

・ 4回目となった産学協同ポスター発表は、8月オンライン
ライブ配信の1セッションとして延べ10名（3大学、3企業）
がポスター発表を実施し、視聴者は36名でした。
・ テクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会は
3回目となる学術集会を10月9日（土）Zoom会議形式で実

参加企業数（参加者の所属企業の数）：145 社

施しました。医療関係者と認知心理学分野の専門家併せ

シンポジウム専用サイトページビュー数：28,719 回

て10名の方が発表を行い、視聴者は47名でした。

全国区実行委員会議長：TC シンポジウム委員会委員長

（文：小谷 洋一／黒田 聡）

● 10 月オンラインライブ配信
テーマ：ニューノーマル時代の情報伝達とは
オンラインライブ配信日：2021 年 10 月 6 日～ 8 日
関係者込みの総参加者数（ID 発行数）：1,010 名
延べ聴講者数（アクセス実数）：
2,149 名（47 セッションの合計）
参加企業数（参加者の所属企業の数）：123 社
シンポジウム専用サイトページビュー数：26,830 回
関西実行委員会議長会社：ダイキン福祉サービス株式会社
通算33 回目となるTC シンポジウム2021 は、昨年と同

デジタル版で配布する本別冊には基調パネルディ
スカッションおよび基調講演の記録記事のみが掲
載されています。パネルディスカッションすべて
の記録記事が掲載されている冊子版記録集は、TC
協会創設30周年記念事業として、希望者全員に無
償で提供させて頂きます。ご希望の方は、下記ま
でご連絡ください。
連絡先 (TC 協会事務局）tc-info@jtca.org

じWeb ベースのオンラインライブ配信形式で開催しまし
た。新常態のテレワーク環境下における情報伝達手段の変
化に対する新しいコミュニケーションデザインについて意
見交換するセッションを中心とした基調講演、基調パネル
をはじめパネルディスカッション、ミニセッション、事例
研究発表、特別セッション、スポンサーセッションの合計
95セッションを実施しました。ライブ配信当日に限定せず
期間を区切ってセッション概要の公開、配付資料の事前開
示とダウンロード、ライブ終了後も一定期間公開を継続す
るなどに取り組みました。数多くの支援者の熱意ある取り
組みに支えられ、災禍に翻弄される情勢にもかかわらず、
多くの聴講者から高評価を得ることができました。
聴講者数が100名を超えるパネルディスカッションが7
セッションあり、ミニセッションで100名を超えたのは3
セッションありました。

記録集別冊
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基調パネルディスカッション
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コーディネーター

黒田 聡 TC シンポジウム 2021 全国区実行委員会
議長

パネリスト

安西 敬介 アドビ（株）
岡 謙治 雑誌『Web Designing』編集長
美奈子 ブレッドスミス クロスメディア・コミュ
ニケーションズ（株）

企画担当者
TC 協会

ターが今までやってきたことにこだわるだ
けではなく、変化していく部分は変化して
いき、最もユーザーに便利で役に立つ方法
で情報発信すべきだ、と提起された。
Web Designing誌2021年6月号では、新
しいコミュニケーションのあり方の追求が
2021年のミッションであり、活用ガイド
の編纂という提言がなされた。
聴講者の多くがテクニカルコミュニケー
ターとして取扱説明書の作成に取り組んでい
るが、今日はあえてユーザーが求める情報提
供形態そのものを見据え、テクニカルコミュ
ニケーターに役立つヒントを見つけたい。

■理想的なワークフローについて

安西：お客様の行動がコロナをきっかけ
に変化してきた。企業からのインタラク
水嵜 清美 （株）グッドプロポーザル
ティブなコミュニケーションがどう変わっ
ていくかを考えていく。３つのポイントを
お伝えしたい。
■はじめに
１つ目はコンテンツのあり方の変化であ
黒田：最初に、コミュニケーションデザ
る。オンラインマニュアルでは、検索とい
インを提示する背景、コンテキストを岡さ
う行為を手段として特定のコンテンツに飛
んから発表いただき、皆様と共有をさせて
ぶようになる。インターフェイスそれぞれ
いただく。このセッションでは、これまで
に合ったチャネルで情報を提供するように
のように取扱説明書の改善という視点に陥
なった。チャンネルの多様化によってコン
らないようにしていきたい。
テンツが細分化するので、いかにして多様
なコンテンツを作り、これを管理するかが
■コンテキストの共有
求められている。
岡：TC協会にはメディアの立場で10年く
２つ目はエンゲージメントの重要性の高
らい協力させていただいている。3か年計
まりである。アドビでは、利用開始時から
更新時にかけて落ちていく活用度の底上げ
画として「企業とユーザーの新しいコミュ
を図っている。コミュニケーション設計の
ニケーションの形」を模索し議論を重ねて
中では常に検証を行っている。コンテンツ
きた。今なぜ新生コミュニケーションデザ
の種類のなかで一番重要なのが活用ガイド。
インなのかについて追ってみたい。
購買検討前に情報収集のタイミングで顧客
Web Designing誌2020年6月号に、リス
に情報を与える。購買と次の購買の間を埋
クコミュニケーションの難しさと大切さを
めるためにコンテンツを利用する。これら
共有した時代の情報発信があるべき姿を扱
が活用ガイドのあり方だと思っている。商
う対談を掲載した。デジタルの情報発信で
品のアップセル（顧客が購入したもの、購
は双方向コミュニケーションができること
入しようとしているものよりもさらに上位
を導いた。
の商材を提案し購買してもらうこと）、ク
Web Designing誌2020年10月号では、コ
ロスセル（顧客が購入しようとしている商
ミュニケーションのあり方について知見
材に関連する別商材を提案し、一緒に購入
のある方からさまざまな意見をいただい
してもらうこと）につなげるためには定期
た。日常の情報発信はSNSが主流になって
的な接点を持つことが非常に重要である。
いる。これを含めコミュニュケーションの
コンテンツマーケティングの要素のうち、
形は必ず変わっていく。コロナ禍をきっか
どれに近いかをマッピングしてみるとコン
けにネットの便利さが共有されてコミュニ
テンツの提供の仕方の変化が浮かび上がっ
ケーションが変わる。自社の提供価値の根
てくる。
幹を捉え直せば活路が見えてくる、新常態
３つ目はデータの活用である。モバイル
でもコミュニケーションの本質は変わらな
ファーストは揺るぎない。そしてデータの
い、社会行動のバーチャル化が一気に加速
するなどのご意見もいただいた。2020年は、 使い方が重要である。データを蓄積し、AI
で分析して次のコンテンツに活かし、コ
本当に必要な業務か否か、求められるワー
ミュニケーションに活用することも可能に
クスタイルはどのようなものかが浮き彫り
なった。まずはデータを蓄積して解析デー
になった年でもある。この変化によって社
タを溜めて分析を実施し、仮説をサイトに
会構造のバーチャル化を一気に進める環境
反映していくアプローチを実施する。その
が整った。コミュニケーション価値の本質
は変わらないが、テクニカルコミュニケー
人に対してより関係性の高いコンテンツ
記録者
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をリアルタイムで提供し続ける。さまざ
まなコミュニケーションチャネルに、取
説、FAQ 、活用ガイドを提供し、利用デー
タ、Web 、アプリと連動させ、分析して次
の製品やサービスの開発につなげる。取説、
FAQ 、活用ガイドにフィードバックするこ
ともできる。こういったコンテンツとデー
タのいわばエコシステムをきちんと作って
いくことが、これからのテクニカルコミュ
ニケーションでは重要だ。
黒田：テクニカルコミュニケーターは、
取扱説明書の改善に30年来取り組んでい
る。デジタル化したデータを別の構造に再
編集にするという視点を「活用ガイド」とい
うネーミングをつけて提示いただいたもの
と受け止める。

■企業広報の視点から

ブレッドスミス：本日は、注目すべきは
企業が保持している情報資産の有効活用で
あることを投げかけたい。
まず、双方向のコミュニケーション、企
業の情報資産の活用について話す。ソー
シャルメディアの声、ユーザーからのご質
問、よくあるお問い合わせ、開発者の想い
や声も情報資産に含まれる。情報はあるが
探せない、たどり着けないことが課題であ
る。Twitterなど比較的ユーザーが集まる
コミュニティにて、情報があることを知っ
てもらうことは効果的だ。会員に向けて情
報をお知らせするだけでなく、もうワンア
クションが必要だ。ユーザーに近づかなけ
れば、情報資産は眠ったままになる。ユー
ザーが関心を持つコンテンツかどうかに気
配りをする。
モバイルファースト時代においては、媒
体の特性、特徴に応じた情報の編集がポイ
ントになる。これらをストックとフローの
関係と呼んでいる。情報資産を自社のス
トックとして見やすい形で管理し、発信を
ソーシャルやメールマガジンなどで行う。
公式情報との連携で、情報資産を最大限に
活用していただきたい。テクニカルコミュ
ニケーションの領域でも、一方通行の発信
ではなく、発信する前に傾聴を行い、既存
顧客・ユーザーの声の傾向を調査する。さ
らに発信に対する反応の傾聴も行い、ス
トック情報への流入があるかを確認し、企
業が伝えたいことを循環させることによっ
てPDCAを回す。
情報資産を活用した双方向のコミュニ
ケーションの実践とは何か。１番のポイン
トは、一方的な会社目線の情報発信ではな
いこと。企業が考えていること、ユーザー
に知ってほしい情報をそのまま出すだけで
は、ユーザーの興味や関心を得られない。
ユーザーが利用するメディアやユーザーが
反応しやすい場や雰囲気づくりを整えた上
で情報発信を行う。情報資産を統合的に管

理して活用する。傾聴は、相手の視点に一
緒に立つことが重要である。多くの意見を
見て理想のコンテンツを見出す。ユーザー
に刺さる切り口で、考えられたコンテンツ
に気付いてもらえるように発信する。その
上できちんとした情報に誘導していく。自
社の強みや優位性を改めて見つめ直して、
受け入れてもらえる関係づくりを日頃から
行うことが重要だ。企業の理念、信念、ブ
ランド、優位性を踏まえたうえで傾聴し、
ユーザーとより良い関係を構築する手法を
見いだす。

ブスクリプションモデルをしながら次のコ
ミュニケーションにつながる顧客体験を提
供したり、ある企業では、新しい顧客体験、
製品間の連携を含めて考えたりしている。
ビジネスモデルも含めて、メーカーも考え
ていかなければならない。
黒田：セッションの冒頭、取扱説明書の
改善という視点をやめましょうと言ったの
は、法令規格が改正されない限り、取扱説
明書のコストは製造原価に算入することを
やめるわけにいかないから。取扱説明書掲
載情報に別のラベルをつけて部分的に切り
出し、これを活用ガイドとして再利用する。
■討論１ コミュニケーション全 その情報をストックした上で、これをどう
やってエンゲージメントに活用するかとい
体をデザインする意識を持つ
う視点を新しくデザインしていく。
黒田：コミュニケーションデザインにつ
ブ レ ッ ド ス ミ ス：売 っ た 後 の コ ミ ュ ニ
いて、それぞれの立場でお話しいただいた。
ケーションと関連して、SDGsがある。文科
企業と消費者のコミュニケーション全体を
省が若い世代に意識を浸透させている。自
デザインする意識に変えていく必要がある
社がどういう製品調達をしているかを発信
という提言がなされた。取扱説明書が採用
するのはどの部署か、社内の議論となる。
する文書という情報構造自体も変えていく
今は製品単体よりは、その調達やその先の
対象ではないだろうか。AIとの取り組みな
責任まで、一枚岩となってコミュニケー
ど、横に広げて会話させていただいている。
ションが求められつつあるだろう。
今年はナラティブという言葉も出ている。
黒田：予算については、取引企業の間で
安西：SNSで書かれた言葉や友人に言われ
話し合いをしなければならない問題である。
た言葉に反応しがちになってしまう。製品
ヒントは情報をデリバリーする部分のデジ
はきちんと使っていただきたいからこうい
タル化。取扱説明書を印刷して工場に送り、
うコミュニケーションをする、という意識
製品の箱の中に入れるデリバリーに相当す
を持ち、他の切り口を考えて欲しい。傾聴
る部分がデジタルトランスフォーメーショ
することだけを目的にしないことが大事だ。
ンされたという視点で見直せば、議論し易
ブレッドスミス：あるアパレルメーカー
いのではないか。
の例では、傾聴と計測するデータの分析、
２つの軸で見ることによって、やみくもな
■討論２ 情報を求める人に、適
傾聴にならないようにしている。組織の仮
切なタイミングやチャネルで情報
説検証能力を持ちながら傾聴する。傾聴を
を提供する
どう活かすか、信頼性を担保するか、また
安西：製品のコミュニケーション戦略に
は違う考えをあえて持つことが有効ではな
いか。
ついて、コンテンツの整理の仕方のフレー
黒田：傾聴という言葉からイメージする内
ムワークをお伝えしたい。これをブレッド
容が様々だと思う。まずは耳を傾けて情報
スミスさん指摘の「傾聴」により強化してい
としてインプットし、安西さんが示したフ
く。現状の活用コンテンツの棚卸が大事に
ローに落とし込んで、どうすべきか考慮す
なる。使えるコンテンツはWebサイト、企
べきではないか。ナラティブに関しては今
業内に散在している。もう一つは、自社や
後のテーマとして継続的に考えていきたい。 製品の強みに対する期待を整理することで、
安西：コンテンツマーケティングの領域
コミュニケーションをどう提供していくべ
では予算配分が難しい。マーケティングは
きかみえてくる。ここからは、消費者行動
短期的に行うので、なかなか予算シフトで
論をベースにポイントをフレームとして洗
きないという。
い出していく。消費者行動の内訳について、
原因の１つ目はページビューしか評価し
特に問題意識と情報検索、代替案の評価を
ていないこと。コンバージョンしてほしい
今回はフレームとしてご紹介したい。
ポイントに間接的にでも貢献しているか、
まずは問題意識について。消費者は期待
再訪問につながっているかを評価していく
値と現場のズレを意識したときに、問題意
べきだ。
識をフレームから少しずつ落としていく。
原因の２つ目はクッキーレス。リターゲ
在庫切れ、不満足、使用状況の変化、商品
ティングは広告を打つことにより獲得しや
購入による新たなニーズ、そして生活環境
すくなるので非常に多い。しかしクッキー
の変化というタイプがある。改めて商品商
レスの世界になるとリターゲティングがで
材を見て、当てはまりそうなタイプを検討
きなくなるので、広告への評価の仕方が
していただきたい。
まったく変わる。結果として、自社でどう
２つ目は情報検索について。情報検索は
いう人がコミュニケーションしようとして
商材によって変わり、商品やその領域にあ
いるのか、知るための手段を持たなければ
るものを深掘りしていく。ビジネスにおい
ならなくなった。そのためにコンテンツ
て密接さを関与というが、関与度が高けれ
マーケティングも重要になってきている。
ば高いほど情報検索がしっかりできる。さ
きちんと広告の評価を整備していけば予算
きほどの問題点の整理の後、情報検索につ
投下できると思っている。元々製品の差別
いて考えると消費者が感じるリスク、つま
化だけがコミュニケーションのポイント
り疑問点がわかりやすくなる。ここでダイ
だったのが、今はサービスさらには顧客体
ヤモンド社が出している『消費者行動論』か
験が差別化要因と言われている。メーカー
に提示されている６つのリスクがある。社
は変わるべき時である。ある企業では、サ
会的リスク以外の５つのリスクに関して整

理するだけでも、問題に対して回答が用意
されていないことが分かるので、棚卸して
みるとよいと思う。
3つ目は代替案の評価。自社の商品とし
てのメリットを定義していただくのが重要
である。絶対的ニーズ、個別ニーズに分け
て考えるところまで行くと、かなり見つめ
直すことができてくる。差別化要因を見出
していただけるとよい。最終的にコンテン
ツやコミュニケーションの整理をしてディ
スカッションをし、その後のアプローチに
進めることができる。場合によって傾聴も
加えながら、不足部分の作成と展開を実施
していただきたい。
ちなみに、コンテンツマーケティングを
始めるには、戦略が重要だが、そんなに難
しいことは考えなくていい。逆に言うと別
にブログでもいい、その中できちんと紐付
けてどういうコンテンツを展開できるか、
中身を考えていただく方が重要と思う。
黒田：SEO対策のようなテクニックが封じ
られて、コンテンツの書き方そのものの価
値が出てきている。文書の先頭にどういう
単語を持ってくるか、何を書くかをAIが見
るようになっている。その意味ではツール
で、という以前に私たちが作ってきた文章
の書き方や構造を、AIという新しい登場人
物にも意図が伝わる形はどうしたらいいか
を含めて考えていく必要があると思う。
黒田：この話題は４、5年前にも採り上げ
ていた。
岡：安西さんから具体的に話があったが、
自分事にしようとすると、壁があると思う。

■まとめ できるコトから取り組む

黒田：最後にできることからという視点
でで一言ずついただきたい。
ブレッドスミス：広報もTC協会でも取り
巻く環境は変わらないので、課題感は一緒
だ。ユーザー、ステークホルダーとのより
良い関係を皆様が構築されることに少しで
もお役に立てればと思う。
安西：オンラインにシフトするのがコン
テンツ上難しかった領域だと思う。一方で
環境はどんどん変わってきている。組織を
変えるアプローチはトップダウンかボトム
アップかである。トップダウンならばエグ
ゼクティブが意識して動く。ボトムアップ
なら先ほどのワークショップを草の根活動
で始めてみることがよい。それぞれの企業
文化に合わせてやっていただければと思う。
岡：活用ガイドにチュートリアルやSNS 、
利用データを直接的にも間接的にも合った
形、タイミング、量で出すという話があっ
た。
黒田：企業とユーザーの新しいコミュニ
ケーションを作り出す第一歩を論じてい
る。取扱説明書の存在価値を否定はしてい
ない。別の出口を求める取り組みを始める
第一歩が、コミュニケーションデザインで
ある。AIという新しい道具を味方にするた
めのセッションやコミュニケーションの進
め方など、共有できるところは早く共有し
て取り組んでいくことができれば、業界団
体活動として、TCシンポジウムとして大変
意義があると確信している。
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テレワーク時代の仕事術とは

KK

～ OJT がムリなら、どうする？～

緊急事態宣言の下、8月1日までの調査結
■4 ．テレワークにおける課題解
果で、17.5%がテレワークを実施している。 決策
武田 かおり（社会保険労務士法人ＮＳＲ
地方では、全国平均で27.5%の正社員がテ
レワークを実施している。このうち、東京
テレワークにおける就業規則の整備につ
記録者
都は第１位で、47.3%の正社員がテレワー
いて、テレワークを円滑にするために、決
クを実施している。規模別でみると、中小
（株）グッドプロポーザル
水嵜 清美
められたルールや就業規則、テレワーク勤
企業では、未だにテレワークの社内整備や
ICTの設備が整っていないのが現状である。 務規定の周知が必要である。「テレワーク
ガイドライン」には、会社の許可基準を明
8割近くの社員がテレワークしたいと希望
確にするだけでよいとの記載がある。就業
する中、会社でもさらに導入が増えていく
■自己紹介
規則の範囲内であれば、就業規則を変更し
ことを望んでいる。
2008年テレワーク専門相談員就任より
なくても仕事ができる。また、実際の費用
テレワークを一旦経験した結果、生活を
のうち、業務に要した実費の金額を、在宅
15年間、テレワークの専門家として400回
重視する方が増え、職業選択、副業に対す
勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計
以上登壇、1000以上の相談を受けてきた社
る関心が大きくなっている。就活生が注目
算し、支給することもできる。
会保険労務士。所属している社会保険労務
する企業の条件に「テレワーク、リモート
在宅勤務に伴う水道光熱費などの費用を
士法人 NSRは、「厚生労働省 令和2年度 大
ワークなど場所に縛られない仕事ができる
阪テレワーク相談センター事業」を受託運
こと」が3位に入っている。これからは新入 「従業員の負担」にする場合は、就業規則の
変更が必要である。テレワークを行う費用
営し、代表の中島が厚生労働省のテレワー
社員・中途採用に関わらず、テレワーク導
負担については「労働者に過度の負担が行
クガイドブック等を執筆するなど、20年以
入が選ばれる社会になってきている。
われないように」と書かれており、労使の
上テレワーク推進し続けてきた。
どちらがどのように負担するかもルール化
■2 ．テレワーク導入による人 が必要となる。就業規則には、労働基準法
■1 ．テレワークの基礎知識 材確保成功事例
に抵触しないように、「在宅勤務に伴い生
じる費用負担・水道光熱費や通信費に関し
とこれからの会社経営
ては従業員の負担とする」などの一文を入
建設業で25名の会社の例では、在宅勤務
まず、テレワークとは、日本では「情報
にて自宅で仕事を行ってから現場に直行し、 れるとよい。
テレワークの手当・在宅勤務手当を新設
通信技術 ICT を活用した時間や場所を有効
その後オフィスには戻らずに、現場のプレ
したり支払いをした場合は、残業単価の基
に活用できる柔軟な働き方」と定義されて
ハブをサテライトオフィスとするテレワー
礎に含めることが基本である。テレワーク
いる。テレ「遠い、離れて」、ワーク「働く」 クや在宅勤務により、移動を減らした効率
手当を作った段階で、残業の単価が上がる
を合わせた造語である。したがって、いつ
的な働き方を始めたという。その結果、3
ということが起こる。厚生労働省のポータ
もの就業場所と離れて働くことは、すべて
年間でガソリン代や電気代、労働時間、自
ルサイトのQ & Aを見ると、例えば通信費
大きな意味でテレワーク。いつもの働いて
動車の保険料が劇的に減り、10年間で売上
や電気料金など、プライベートと分けにく
いるデスクと違うところで、例えば家や帰
が2倍にアップした。テレワークによって
い費用は、実費弁償に当たることが明らか
り道でメールを確認したり、出張先での仕
人材採用に大きな効果が出た。
な場合には、社会保険料・労働保険料等の
事もテレワークである。
テレワークで注目され、岡山県で就職人
算定基礎に含める必要はないとある。
テレワークには、ICT 環境の整備と労務
気ランキング４位になった企業によると、
エッセンシャルワーカーについては、テ
管理関連、２つの視点がある。本日は主に
中小企業こそテレワークをやることが宣伝
レワークに向かない業種業態と安易に結論
労務管理関連の留意点を中心に話を進めた
にもなるし、いい人材も活用できるという。
づけるのではなく、管理者側の意識を変え、
い。テレワークの就業形態には雇用型と
個人情報を扱う生命保険会社の例では、
業務遂行の方法の見直しを検討することが
自営型がある。テレワークガイドラインは、 テレワーク実施にあたり、制約となってい
望ましい旨「テレワークガイドライン」に明
雇用型に関してのガイドラインである。雇
たことを排除した使いやすい制度で取り組
記されている。
用型テレワークの定義は、「労働者が情報
んだ結果、社員の8割以上が、どんなライ
平 成30年 度 厚 生 労 働 大 臣 賞「 輝 く テ レ
通信技術を利用して行う事業場外勤務」で
フイベントがあっても働き続けられると思
ワーク賞」
を獲得した味の素株式会社では、
ある。雇用型のテレワークに関しては、あ
えるようになった。
工場でもテレワークのトライアルをしたこ
くまで雇用契約のある労働者であることが
とが高く評価された。
非常に重要である。
■3 ．テレワークガイドライン
テレワークの成功の秘訣は、工場ではテ
働く場所でいうと、在宅勤務、モバイル
レワークできないと最初から決めつけるの
勤務、サテライトオフィス勤務の3つに分
ではなく、将来的には全社員がテレワーク
今回の「テレワークガイドライン」改正の
類される。コロナ禍以前は、育児・介護を
可能な状態を目指すことだ。当面テレワー
する社員が行うテレワークが多かった。コ
主なポイントは、人事評価や費用負担・人
クし難い業務を行う社員との不公平感を埋
ロナ禍後は、出勤しないで仕事をするテレ
材育成等の記載が新たに追加された点であ
める方法としては、テレワークの代替とし
ワークがメジャーになった。テレワークは、 る。本格導入にあたっては、社内の専門部
て週休3日制や特別休暇を与えたり、テレ
2013年の「世界最先端IT国家創造宣言」から
署、経営企画、人事や総務、システム部門
ワーク勤務手当の代わりに危険手当や出勤
始まった。2020年までにテレワークの企
などが足並みを揃えながら進める。中小企
手当を与えるなどの配慮も必要。
業の導入率34.5%を目指しながらもなかな
業ではテレワーク推進担当者を任命し、外
なお、手始めに月に1回の「半休・半テレ」
か進まない中、コロナ禍になり企業のテレ
部の専門家と連携することを勧めている。
というアイデアもある。月１回1日のうち、
ワークの導入率が47.5%に倍増した。導入
ガイドラインパンフレットはＷｅｂから
テレワークでマニュアルの確認や教育の動
予定を含めると、58.2%に上っている。
ダウンロードすることができる。
画の視聴を半日行い、残りの半日は有給休
正社員のテレワーク実施率の最新調査結
暇をとってもらう。有給休暇の半日は年休
果によると、東京五輪の開催期間中かつ
講師
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５日の取得義務に積算され、テレワーク実
施とともに、年次有給休暇の法律も守るこ
とができる。
みなし労働時間やフレックスタイムに関
しては、実施にあたり、就業規則に記載が
必要で、フレックスタイム制に関しては、
労使協定が必要である。テレワークはす
べての労働時間制において可能だと「テレ
ワークガイドライン」に書かれている。ま
た、通常の労働時間制のまま、労働者ごと
に自由度を変える、始業および終業の時間
を労働者ごとに変更してよいなどの例が書
かれている。フレックスタイム制との大き
な違いは割増賃金の計算の仕方である。通
常の労働時間制のままであれば、一日8時
間、週40時間を超えた時点で、今までと
同様に労働割増賃金を支払う。フレックス
タイム制では、1カ月単位で割増賃金を合
計する。また、フレックスタイム制は、始
業・終業の時間を労働者に委ねなくてはな
らず、コアタイム以外の時間について、会
社は労働時間を指定できないので、週礼な
どある場合はその時間をコアタイムにする
などの注意が必要である。
みなし労働時間制に関しても使える業種
はかなり狭い。要件が２つあり、１つ目は、
常時通信可能な状態に置かれていないこと。
電源は自身の判断で切ってよい。返信はい
つでもよい。支給された携帯電話の使用は
労働者が判断できる。２つ目は、具体的な
指示に基づいて働いていないこと。ルー
ティーンやルートセールスの場合など、指
揮命令する人が一緒にいる場合や、スケ
ジュールが事前に共有されている場合など
はみなし労働時間制は使えない。
労働時間管理に関しても、「テレワーク
ガイドライン」に例がある。労働基準法の
時間管理ガイドライン、労働安全衛生法第
66条の8の3の「労働時間の把握」に基づく。
労働基準法の目的は、労働時間・休日・深夜
業についての適正な把握である。労働安全
衛生法の目的は、真の健康管理なので、対
象者に指揮命令する監督者も含まれる。時
間管理の仕方はタイムカードの記録、機器
の使用時間など、ほぼ変わらない。フレッ
クスタイム制はゆるい働き方ではなく、労
働時間を1分単位できっちりと把握するや
り方である。人事評価制度も工夫し、労使
共通の認識を持って、評価者に対する訓練
も重要である。

して、弊社で使う用紙も全部ペーパーレス
化・ PDF 化して事務所にある紙もできるだ
けなくした。これら３つの要因によって一
気にテレワークが進んだ。
ほかにICTを使った工夫として、会社に
いてもいなくても、一人ひとりがWeb会議
で参加する毎朝の朝礼がある。チャットを
活用すると気軽に会話でき、関連する部門
のやり取りも非常に活発になった。珍しい
の がWeb会 議 の 常 時 接 続 で、24時 間365
日ずっとこの事務所の様子を映し続けてい
る。これらにより、職場は遠隔コミュニ
ケーションで、全員が出勤時と同じ空気感
で仕事できている。一緒に働いている安心
感や孤独感の解消にも非常に役立っている。
電話については、転送された代表電話を在
宅勤務の人が対応した。やがてお客様から
個人携帯に電話をかけたいとの声が上がり、
全員に安めのスマホを買った。仕事以外で
も自由に使えることにしたのが好評でもあ
る。
もう一つの課題は、コロナ禍における
人材教育。東京商工会議所が行った「中小
企業のテレワーク実施状況による調査」で
は、テレワークを実施できない理由がかな
り減っている。一方で、社内コミュニケー
ションの課題は増えている。なお、パーソ
ル総合研究所が今年の6月に調査した「テ
レワークが幸せ不幸せに与える影響」では、
20代がテレワークの方が働く幸せの実感は
ないとある。コミュニケーションの取り方
に悩む20代が多いことが分かる。

■6 ．テレワーク時代の人材育
成

皆様も、マニュアルや教育の動画を作る
部署の方が多いと聞いたため、テレワーク
時代の人材育成についてお話ししたい。ま
ずは集合研修が難しい。業務手順が伝えに
くく、OJT が難しい。部内での知見や知識
を共有しにくい。人材育成に関しては「テ
レワークガイドライン」にも、まずはオン
ラインならではの利点を生かすこと、と書
かれている。
営業部で行われたOJTの事例がある。新
入社員が、先輩営業の姿の動画を見てやり
方を学んだ後にロールプレイを行い、先輩
からの意見を聞く。その後「オンライン同
行」を行う。「オンライン同行」とは、Web
5 ．社会保険労務士法人 NSRの 会議を使って先輩に同行してもらい、お客
様に対応することである。土木会社での事
導入事例
例では、現場で分からないことをヘルメッ
トのウェアブルカメラから質問し、これに
テレワーク時代の仕事術のポイントは、
対してベテランの社員が遠隔で指導し、若
コミュニケーションとマネジメントである。 手社員への技術の伝承を試みている。
弊社NSRでは、役所とのやり取りが多く、
「テレワークガイドライン」には、管理職
紙の提出が圧倒的に多い資料の紛失、情報
のマネジメント向上が人材育成の肝と書か
漏えいが心配だった。テレワークが浸透し
れている。１つ目は労働者が自律的に働く
た理由として１つ目は、
「半休・半テレ」の
こと、２つ目はテレワークを実施する際に
実施経験からテレワークに抵抗がなかった
適切な業務指示をすることが肝となる。テ
レワークは働きたい人が働くための働き方
こと。ペーパーレスへの理解がお客様に
で、自律的に働くことは重要である。しっ
あった。緊急事態宣言下でお客様に、ヘッ
ドフォンとカメラ等を集めて無償で提供し、 かりと自己管理して、自社のテレワークを
自分が育てている自覚を持って指導してい
Web会議を伝授することで、お客様とのや
ただきたい。仕事を体系化した手順書を分
り取りもオンライン化できた。２つ目とし
かりやすく使いやすい形にするということ
て、個人情報もクラウドで安全にデータの
が、今まで以上に重要になった。皆様への
受け渡しができるツールを導入した。役所
期待が非常に高くなっている。
で電子申請が進んだのも大きい。３つ目と

また、一人一人が「声だけ」
「活字だけ」で
伝える「言語化」スキルが必要である。テレ
ワークでは、部下にしっかりと分かりやす
くフィードバックを行うのも重要である。
まずは頻度をアップして組織の状況や目標
や目的を明確に伝えること。1 on 1は、メ
ンタルヘルス対策にも非常に役に立つ。参
考までに、マネジメントやコミュニケー
ションに便利なクラウドオフィスで、導入
の敷居を低くする例をお見せする。会社で
働いている状態をそのままインターネット
上に実現し、スムーズなテレワークへの移
行を可能にする。正直、テレワークはオ
フィスが見えないから絶対無理、という方
でも、このツールを使うことで、安心して
テレワークを進められるケースがある。
その他、テレワーク導入趣旨説明会で、
中長期での目標を説明したり、社内の取締
役や専門家に説得してもらったりする。ま
た、最初にITが得意な１割くらいの方から
トライアルをして、社内で導入研修を実施
してもらう方法もある。腹を割って話せ
る親しみを感じられる空間づくり、イン
フォーマルなコミュニケーション、雑談が
注目されている。例えば会議の前後の15
分に雑談タイムを設ける。その他の例とし
て、オンラインランチ会やオンライン懇親
会、朝のラジオ体操、ヨガなどもある。

■7 ．テレワーク推進に向けた
政府の施策
最後にテレワーク推進に向けた政府の施
策について資料を参照していただきたい。

■終わりに
企画担当：オンライン同行などもおもし
ろいがなかなか実現は難しい？
武田：テレワーク相談センターで、急に
相談員を集めたときのこと、まさにオンラ
イン同行で私の対応を見てもらって急激に
力を付けていただき、コンサルとして対応
してもらった。
企画担当：重要なところでフィードバッ
クやちょっとした気遣い、ミーティングつ
いでの雑談を心がけていきたいと感じた。
武田：雑談があるかないかで人間関係も
変わってくるし、本音やいいアイデアが出
たりする。
企画担当：マニュアルも業務分担しなが
ら連携もするので、進捗が重要になってく
る。業務量も調整するが、仕事量の見極め
など悩みはある。
武田：例えば１日の時間の使い方を発表
してもらうのもいい。仕事ができる人の仕
事の仕方をみんなで学ぶのもいいし、テレ
ワークならではの仕事のやり方としてみん
なで教え合えるいい機会かもしれない。
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一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会とは
一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会（略称JTCA 、英文名称Japan Technical Communicators
Association）は、製品・サポート情報の発信に携わる専門家の団体です。
1992年1月に任意団体として設立され、2009年1月に一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会として発
足しました。

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会とは
本財団は、製品・サポート情報の品質改善により国民生活の向上を目指すとともに、各種製品・サービスの
利用に際しての安全性向上と誤使用防止、および製品・サービス供給者におけるリスク管理への寄与につとめ、
技術の活用およびそれから得られる体験価値における社会的・地域的格差の解消を図るため、以下の公益目的
を達成するための活動を行う。これらの公益活動を通じて、供給者および受益者における情報リテラシーの向
上に寄与すると共に、製品・サポート情報を効果的かつ効率的に提供する技術を高め、その技術に携わる多様
な人々の相互交流と研鑽を積む事により、社会貢献を果たす。
出典：定款第6条から一部抜粋、2019年

テクニカルコミュニケーション（TC）技術とは
法令要求に基づき、企業がつたえなればならない製品・サポート情報を、技術的に正確に、かつ理解される
ように表現してこれを必要とする者につたえる事を専⾨領域とし、製品の⼀部としての使⽤情報の作成実務を
担うとともに、製品とサービスの活⽤を通じた体験価値の⾼度化と使⽤者保護の両⽴に寄与する事を社会的使
命とする技術国際規格に即した⼯程モデルを推進する技術である。
出典：『製品・サポート情報のつたえかたコンプライアンスと校閲編第１版』TC協会編著

製品・サポート情報とは：
【企業が発信する情報】
企業情報、IR 情報、宣伝・販売情報
【製品・サポート情報［TC 技術の適用対象 ］】
体験価値追求目的のマーケティング情報、FAQ
【使用情報】
定型約款に含まれない情報、効率的な使い方、トラブル対応情報、組立手順、整備手順
＝ユーザーエクスペリエンス、ベネフィット
【取扱説明書】
定型約款の一形態。製品とサービスの識別、
機能と仕様（医療機器においては効果効能）、使用条件、
製品またはサービスを安全に使うための条件、設置と保守と廃棄、リスク

出典：製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編

第1版

テクニカルコミュニケーターとは
•
•
•
•
•
•
•
•
•

製品・サポート情報の発信に携わる専⾨家
製品・サポート情報を企画し、制作を統括するプロジェクトマネージャー
ユーザビリティー設計および開発の担当者
理解しやすい説明⽂を書き起こすテクニカルライター
イラストや概念図などを作成するテクニカルイラストレーター
オーサリングシステムを⽤いて制作実務を担うTechnical author
情報の適切な配置を決め、使いやすさを向上するデザイナー
海外向けの使⽤情報に携わる翻訳者およびローカライゼーション担当者
認知科学、⼼理学、デザインなどの研究者、教育者
出典： ⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協会 Webサイト、整合のため⼀部改変
整合根拠： ISO/IEEE 82079-1:2019 、
『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編 第1版』TC協会編著
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一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会の活動
●シンポジウム

・夏季は「コミュニケーションデザインシン
ポジウム2022」としてオンラインライブ配
信にて開催
・秋季は「テクニカルコミュニケーションシ
ンポジウム2022」として対面にて開催

●ジャパンマニュアルアワード

・年度最優秀マニュアル（マニュアル オブ
ザイヤー）の選出と表彰
・国際規格（IEC82079-1）に基づく評価

●学術研究産学協同

・TC技術発展に向けて調査研究活動を大学
などの公的研究機関と連携
・テクニカルコミュニケーション・リデザイ
ン学術研究会での研究成果の共有

●海外交流推進

・欧州のTC専門組織（ドイツtekom）と連携
・ドイツのtcworldとの共催と相互交流
・TC国際円卓会議の推進
・IEEEとの交流
・中国CTCAなど他国のTC関連団体との交流

●標準規格策定

・標準制作工程の検討
・使用情報に関する国際規格の策定／改定
（IEC82079シリーズ）
・カタカナ表記ガイドラインの策定／改定
・TC用語の国際規格の策定
・使用情報のJIS規格策定

●人材育成事業

・セミナーによる人材育成活動
・最新の制作ツールなど、新しい技術動向の
解説
・大学向けTC専門課程認定制度導入校の拡大

●TC技術検定事業

・全国共通の基準でスキルの到達度を判定
3級：テクニカルライティング試験
（TW）
2級：使用情報制作実務試験
（MP）
2級：使用情報制作ディレクション試験
（DR）
・2級TCスペシャリスト認定を2022年から
開始

●国際TC検定試験事業

・ドイツTC協会（tekom）認定のTCTrainNet
を活用した英語によるTC技術の学習、試
験による国際的なTC資格取得の推進

●出版事業

・TC技術解説書（兼TC技術検定ガイドブック）
の発行
日本語スタイルガイド（第3版）
トリセツのつくりかた：制作実務編
製品・サポート情報のつたえかた
コンプライアンスと校閲編（第1版）
トリセツのつくりかた：品質追求編
（新編集版）
・使用説明関連の中国国家標準解説書
・機関紙Frontierの発行

●受託事業

・マニュアル等の製品・サポート情報の評価
サービス（国内向け、海外市場向け）

詳細はTC協会webサイトで紹介しています。
https://www.jtca.org/index.html
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一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会

入会特典

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会では、魅力ある多数の特典を用意して、皆
様のご入会をお待ちしています。
会員数：2021年12月1日現在
法人会員：87社
個人会員：131名

■製品・サポート情報の収集および活用
1）TC技術検定試験の活用

・制作関係職種の人材育成の指針と到達度評価に活用できます。
・人事制度上の各種施策への利用ができます。

2）マニュアル評価技術の活用

・マニュアル評価基準で自社マニュアルの評価と品質向上につなげられます。
・ジャパンマニュアルアワードの評価結果を受け自社のレベルが把握でき、改善目標が明確に
なります。授賞した作品は、社内への有効なPRにもなります。
・マニュアル評価審査員講習会に参加でき、評価方法／技術を習得できます。

3）TCシンポジウムの活用

製品・サポート情報の今後を見すえ、プログラム内容は毎年更新しています。
・パネルディスカッション、特別セッション、事例発表の参加を通じ、TCに関する新しい研究
成果や技術、仕組みなどが習得できます。
・他社、制作会社など業界動向（表現技術、ツール、UX 、DX 、標準化、翻訳等）を幅広く把握
できます。

4）調査研究成果の活用

国内にとどまらず、海外の関係団体との協業による活動を強化しています。
・使用情報の制作技術・技法、人材育成などの調査、分析の成果を制作環境に反映できます。
・単独では難しい課題や案件が、複数企業が共同して取り組み、成果につなげることができます。
・共同調査研究活動で業界他社や関連官庁、公共機関等にもパイプをひろげることができます。

5）会員との相互交流の場の活用

協会行事運営への参加（各種実行委員会、ワーキンググループ、実務技術研究会など）により、
交流を通じ、人脈を拡大できるとともに、他社の使用情報制作の課題や組織体制などの情報収
集ができ、自社のレベルを把握できます。

■会員料金と会員割引特典

【年会費】 法人会員：18万円（入会金不要） 個人会員：1万円（入会金は1万円）
・TC技術検定試験の会員受験料金は、非会員価格と比較して30％～ 50％割安です。
・TC実務セミナーの会員受講料は、非会員価格と比較して30％～ 50％割安です。
・TCシンポジウムの会員参加料金は、非会員価格と比較して30％～ 50％割安です。

■法人会員にはさらに大きな特典

・法人会員の場合は入会法人社員のすべての参加者・受験者に会員価格が適用
（個人会員は本人1名のみ）
・TCシンポジウムにおける商品発表および商品展示、プログラムへの広告掲載料金が割安
・機関誌『Frontier』への広告掲載料金が割安
・マニュアル等の製品・サポート情報の個別評価価格が割安

10 ── TCシンポジウム2021

記録集別冊

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会
組織体制：2021年12月24日現在

会長：綿井雅康

評議員会

監事：牧田克彦

候補者推薦委員会
公益活動企画会議

理事会

議長：黒田聡

代表理事：山崎敏正

選挙管理委員会

事務局

TCシンポジウム委員会

人材育成部会

委員長：黒田聡

・TCシンポジウム委員会（常任）
・TCシンポジウム2021
全国区実行委員会
・TCシンポジウム2021
関西地区実行委員会

ジャパンマニュアルアワード
委員会

部会長：山崎敏正
・TC専門課程委員会
委員長：岸 学

TC技術検定部会

委員長：徳田直樹

・ジャパンマニュアルアワード委員会
（常任）
・ジャパンマニュアルアワード2021
実行委員会
・ジャパンマニュアルアワード2021
実行委員会 産業機器分科会

学術研究産学協同委員会

部会長：高橋尚子

・TC技術検定作問委員会

受託事業部会

委員長：島田能里子
委員：岡本浩、
村田珠美

・テクニカルコミュニケーション・
リデザイン学術研究会
・製品・サポート情報における解析
取り組み実務技術研究会
・次世代コンテンツ管理のためのメタ情報
取り組み実務技術研究会（休止中）

海外交流推進委員会

委員長：黒田聡
委員：森口功造

部会長：山崎敏正

出版事業部会

部会長：山崎敏正

・TC用語の国際標準化取り組み検討WG

標準規格策定委員会

委員長：徳田直樹

・標準制作工程検討WG
・TC関連JIS規格策定WG
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製品・サポート情報

［TC技術の適用対象］
使用情報
企業が
発信する
情報

取扱説明書

企業情報・IR情報・
宣伝・販売情報

効率的な使い方・
トラブル対応情報
組立手順・整備手順

体験価値追求目的の
マーケティング情報・FAQ

製品・サポート情報のつたえかた
コンプライアンスと校閲編
第1版

ちょっとまった！その情報発信 リスク管理、
トラブルの未然防止に「この1冊」
！企業からの情報発信に必携
情報の発信のしかた

基本はコンプライアンス

未然防止の決め手は校閲

関連法令等一覧

民法改正法対応

70mm

15.5mm

イベント案内

■JTCAシンポジウムサイト
2021年講演動画や解説などを続々公開中！
➡右のQR コードでアクセスしてください
https://jtca-web.com/sympo-web/
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詳しくは、
テクニカルコミュニケーター協会
Webサイトを参照ください。

https://www.jtca.org/publication/guide̲dr̲cp.html
■コミュニケーションデザインシンポジウム2022
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本冊子は通販サイトでは購入できません。
お買い求めは、TC協会
「コンプライアンスと校閲編」
担当まで。
下記の
「問い合わせ」
先またはe-mail：tc-info@jtca.org にて。
FTC
FDA

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 代表理事

定価
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山崎 敏正

■申込方法

※

企業による説明責任の履行を支え
てきたTechnical Communication
技術。
その真価は、情報の正確性を
担保するとともに、問題発生時に原
因追及の礎となるエビデンスを保持
できる情報作成プロセスです。
情報のプロフェッショナル テクニカ
ルコミュニケーター を支えることが
TC協会の役割です。
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■テクニカルコミュニケーションシンポジウム2022

受け手に寄り添い、伝わるコミュニケーションデザインとは？ 受け手に寄り添うＴＣの進化・深化、真価
【配信期間】8月24 日
（水）
〜26 日
（金）
【場所】京都リサーチパーク
オンラインライブ配信
【日時】10月5日
（水）
〜7 日
（金）

TCシンポジウム 2021 On the Web
TCシンポジウム 2021 全国区実行委員会

聡…TC シンポジウム委員会委員長

議長

黒田

委員

有本 麻里…（株）富士通ラーニングメディア
石川 弘美…（株）十印
岡本 聡…（株）シイエム・シイ
加藤 大理…YAMAGATA（株）
黒須 学…インフォトランス（株）
下拂 伸一…アベイズム（株）
関 和佳代…（株）パセイジ
関根 哲也…インフォパース（株）
田中 謙司…（株）研文社
中 奈美…（株）堀場テクノサービス
中原 司郎…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株） 前田 耕二…（株）川村インターナショナル
三宅 早智…（株）インターネットイニシアティブ
森泉 香織…（株）リコー
ラウ ソクワイ…リコークリエイティブサービス（株）

TCシンポジウム 2021 関西実行委員会
議長
委員

TCシンポジウム委員会（常任）

鋤野 英俊…ダイキン福祉サービス（株）
飯田 稔…（株）研文社
井上
上野 由紀子…DMG 森精機（株）
岡本
春日 珠希…タイガー魔法瓶（株）
久保
倉田 淳…DMG 森精機（株）
小松
今野 雄大…（株）堀場製作所
杉山
津司 千明…（株）島津製作所
鶴岡
中 奈美…（株）堀場テクノサービス
中西
中原 司郎…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株） 蓮沼
林 美里……DMG 森精機（株）
広神
福間 俊治…（株）パセイジ
間瀬
松尾 和樹…マツダエース（株）
松川
溝口 昌利…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株） 水口
八尾 正弘…（株）堀場製作所
山垣
山本 知広…ヤマハ（株）
鷲田
黒田 聡…（株）情報システムエンジニアリング
木谷 千鶴…タイガー魔法瓶（株）
石川 秀明…ヤマハ（株）
小田嶋 琢哉…（株）情報システムエンジニアリング
清水 義孝…（株）クレステック
鋤野 英俊…ダイキン福祉サービス（株）
信澤 智美…（株）富士通ラーニングメディア
堀尾 尚史…（株）リコー
森口 功造…（株）川村インターナショナル

委員長
副委員長
委員

大西
桐山
白井
徳田
細田
村田

ひかり…タイガー魔法瓶（株）
浩…（有）ユーザーフレンドリー
浩之…マツダエース（株）
智…パナソニック スマートファクトリーソリューションズ（株）
圭二…HOTARU（株）
克好…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株）
義人…オムロン ヘルスケア（株）
規伊子……デジタル総合印刷（株）
宜典…（株）川村インターナショナル
元…ＴＯＴＯ（株）
博彦…（株）パセイジ
実…（株）情報システムエンジニアリング
充…（株）第一創版
政義…（有）デジックス・システムズ

浩司…パソナ・パナソニックビジネスサービス（株）
善守…工学院大学
宏三…HOTARU（株）
直樹…（株）パセイジ
達幸…（株）ファーマインターナショナル
珠美…（株）三六六

ジャパンマニュアルアワード 2021 実行委員会（東京）

中原 司郎…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株）
遠藤 幸夫…ヤマハ（株）
朝野 怜子…キヤノン（株）
安積
斎藤 真亜…キヤノンメディカルシステムズ（株）
斉藤
坂上 正浩…PFU テクニカルコミュニケーションズ（株）
鈴木
田中 英一…キヤノン（株）
都築
西山 貴…マツダエース（株）
橋本
長谷川 悦子…YKK AP（株）
八村
樋口 史代…パナソニック（株）
廣瀬
間瀬 元…ＴＯＴＯ（株）
三村

委員長
副委員長
委員

ジャパンマニュアルアワード 2021 実行委員会
久保
相武
笹長
橋本
山田

主査
委員

美香…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株）
雅人…ヤマハ（株）
謙爾…（株）クレステック
行博…岡村印刷工業（株）
愛子…キヤノンアネルバ（株）
健司…（株）JVC ケンウッド
敏之…（株）ガスター
晋一…ウィングアーク 1st（株）

産業機器分科会

達昭…（株）ハル
絵美…（株）テクノツリー
敦志…安川オビアス（株）
玲子…村田機械（株）
光司…パナソニック（株）

梯 珠美…エスペック（株）
中原 司郎…パナソニック ライフソリューションズクリエイツ（株）
水口 実…（株）情報システムエンジニアリング
和田 司…日置電機（株）

ジャパンマニュアルアワード委員会（常任）

徳田 直樹…（株）パセイジ
遠藤 幸夫…ヤマハ（株）
瀬戸 大地…（株）クレステック

委員長
委員

学術研究産学協同委員会

島田

義孝…（株）クレステック
隆志…キヤノン（株）

能里子…一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会

裏表紙デザイン

（有）デジックス・システムズ

広告協力

SDL ジャパン（株）
シストランジャパン（合）
（株）ナビックス
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一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会主催

シンポジウムのご案内

TC協会創設30周年事業として、
シンポジウムで発信済の情報を編集した動画や解説を
一般公開するサイトを新たにオープンします。2021年収録の「理解する、
わかりやすい、
を
知るところから始めよう」
など、4期単位に数件ずつ動画や解説を掲載します。On the Web
公開前の情報源として、次のOn the Web公開までの間の情報源として、会員/非会員問
わずご覧頂けます。

JTCAシンポジウムサイト

情報追加スケジュール：第1期 2022年2月～4月
第2期 2022年5月～7月

第3期 2022年8月～10月
下記URLにて公開中

第4期 2022年11月～2023年1月

https://jtca-web.com/sympo-saite/
シンポジウム2022 On the Web 公開

TC協会創設30周年シンポジウム2022のプログラムの時間割、
セッション毎の内容紹介、
参加申込方法などを掲載します。

6月1日（水）～11月30日（水）限定公開

公開期間：2022年

【アクセス方法】JTCAシンポジウムサイトなどで5月にお知らせします。

コミュニケーションデザインシンポジウム2022開催

8 24

25

26

配信日：2022年 月
日（水）
・
日（木）
・
日（金）
配信形式：Zoom ウェビナー形式によるオンラインライブ配信

【申込方法】
シンポジウム2022 On the Webなどで6月にお知らせします。

テクニカルコミュニケーションシンポジウム2022開催

10 5

6

7

開催日：2022年
月 日（水）
・ 日（木）
・ 日（金）
開催場所：京都リサーチパークで対面開催の予定

【申込方法】
シンポジウム2022 On the Webなどで6月にお知らせします。

研究会のご案内

第4回テクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会開催案内

10 15

配信日：2022年
月
日（土）午後
配信形式：Zoomウェビナー形式
詳細はTC協会のWebサイトでご確認ください。

https://www.jtca.org/itcr/index.html

