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織が滅茶苦茶になってしまうことがあります。
また、大きな組織で活躍されてきた人がベンチャー企業に
転じて「楽勝だろう」と、同じノリで仕事をしていたら、周
囲の社員とコミュニケーションがうまくかみ合わず苦悩して
いる、ということもあります。

トップダウンやフラット、大企業やベンチャー、それぞれ
の組織には特徴があり、それにふさわしいコミュニケーショ
ンの取り方、働き方があります。それを知っている人は、ど
のような組織環境に身を置いても瞬時に自分を変化させてう
まくやっていけますが、そうでない人は、組織の状態が変わ
るたびに戸惑ってしまうのです。組織の中で変化を望まない
人がいるのはこれが理由です。

本書では、どのような組織の状態にはどのような事象が起
きるか、という「組織の法則」を「グラフ化ができるもの」に
絞って取り上げました。
経営者、総務人事部、一般社員の方達など、それぞれの立
場で「今自分がいる組織はどのような組織か」ということを
念頭に読んでいただくことで、「今抱えている課題は、属人
的なことではなく、組織がこのような状態だから起きてい
るのだ」と理解していただければ「自分のせい」「あの人のせ
い」と思わず、正しい解決法、課題との付き合い方が見えて

はじめに

これまで多くの会社の業務改善、組織改善、業績改善のサ
ポートをしてきましたが、経営者や社員の方達はそれぞれが
抱えている会社で起きる課題の原因を「属人的な理由」だと
思い込んでいるようです。
「あの部下だから自分の言うことをきかない」「あの社長
じゃなかったら私は評価されている」等々。しかし実際は違
います。
社員数が30人の会社であれば、どの30人の組織でも同じ
ような課題が発生し、赤字の会社ではどの赤字の会社でも同
じような課題が発生するのです。つまり会社で起こる問題と
いうのは、「属人的な問題」よりも、「その時その時の組織の
状態」がベースにあります。

ところが日本人は、組織が大好きにもかかわらず組織につ
いて正しく理解をしてうまく自分の手の内に入れられている
人が非常に少ないです。
たとえば普段トップダウンで経営をされている社長が、日
頃尊敬している経営者が平等主義的な人事制度を導入してい
ると知り、突如「うちもやろう」とそれだけを真似して導入
した結果、「うちの会社はトップダウンなのか平等主義なの
か、一体どちらなのだろう」と社員達が混乱してしまい、組
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仕事観を
揃える

社長

社会に価値を
提供する会社にしよう

会社の雰囲気が
良くなってきた

毎日、出社するのが
楽しいなぁ

顧客に感謝される
仕事をしよう

全社で予算を
達成するぞ！

部下

上司 上司

部下

仕事観が
バラバラ

組織の問題を可視化し、理解することで社員の仕事観を揃える

社長

とにかく会社を
大きくするぞ！

部下が
わがままで大変…

会社に正当な
評価をしてほしい

上司は私のことを
何もわかっていない

チームで予算を
達成するぞ！

部下

上司 上司

部下

くるはずです。そして社内の組織で起こるさまざまな変化や、
自分自身のライフステージによって変化する環境にも、恐れ
ずに安心して、柔軟に対応できるようになります。

また、可視化された組織の課題を、新入社員から経営者に
至るまで、皆で理解することで、組織全体が同じ価値観を共
有できるようになります。会社組織であれば、それは「仕事
観」とも言えます。
仕事観が揃えば、その組織にはまとまりが出るようになり、
やるべきことや目標も各人それぞれの立場で明確になります。
同じ仕事観の人同士は互いに理解もしやすくなり、また、評
価もしやすく、そしてされやすくなります。おのずと職場の
雰囲気も良くなり、それに連動して生産性や業績も上がりま
す。結果として顧客や取引先、投資家など、社外からの評価
もそれに応じて高まります。
組織そのものが改善されると、組織全体が底上げされます。
それは一個人、一部署の比ではありません。組織の構造や特
徴を知っておくことは誰にとっても、とても大切なことなの
です。

これから就職を目指す学生の方々、転職や独立起業を考え
ている方々にも、転ばぬ先の杖として、さまざまな組織の実
例集として参考にしていただけたら幸いです。
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  06  特定の一製品、一事業に売上が集中するほど、
   外的環境の変化に対応しにくい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

  07  特定の社員に依存した売上があるほど、
   離職時のリスクは高い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125

  08 新規性が高すぎると
   資金調達しづらい理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128

第5章 社員と組織
  01 社長室を開放しても社員は成長しない・・・・・・・・・・・・・132

  02  「辞める辞める」と口癖のように言う社員が
   辞めない理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136

  03  福利厚生を充実し過ぎると福利厚生目的の
   中途社員が流入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139

  04 業績が下がるほど
   社員同士は仲が良くなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143

  05 仲の良さを優先するほど、
   成長率は鈍化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

      



  06  目標数値を下げれば社員同士の
   人間関係はすぐに良くなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

  07 遅刻をする人ほど、売上意識が低い理由・・・・・・・・・・151
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