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結論

働き方改革が進むなかで、従業員の就業形態は今後ますます多様化すると見られる。そうしたなかで、組織に
対する帰属意識や共通前提が失われるのではないかと危惧する意見は少なくない。本稿では、時間と場所の共有
が希薄になりがちなこれからの働き方の中で、組織運営の重要なカギを握る「文化」に着目し、その共有を実現
するための手段を考察する。
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舘野 真人

働き方改革で問われる組織文化

● 論点 ●

柔軟な働き方が拡大するなかで、企業が直面する課題は何か

組織文化とはどのようなもので、なぜ重要なのか

組織文化の共有を実現する手段にはどのようなものがあるのか
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拡大する「柔軟な働き方」

労働人口の減少や高齢化の進展、国の主要政

策として位置づけられたことなどを受けて、「働

き方改革」が近年の主要な経営課題と認識さ

れるようになったことは周知のとおりである。

ITRの調査結果でも、実際に働き方やワークス

タイルの変革に取り組む企業の割合は着実に増

加している。ITRでは、国内企業に従事する者

2万5,000人以上を対象に、勤務先企業におけ

るワークスタイル変革の取り組み状況を定点観

測している。直近の2017年7月に実施したアン

ケート調査では、国内企業における主要な取り

組みの実施状況は上図のような結果となった。

例えば、ワークスタイル変革を経営目標に掲

げている企業は4分の1を超えており、テレワー

ク制度を正式に採用する企業の割合も10％を超

えた。社員の副業を認めている企業の割合も、

まだ少数ではあるものの7％に上った。これら3

つの取り組みの実施率は、前年調査からいずれ

も約2～3ポイントずつ上昇しており、今後に向

けてもさらに伸びることが見込まれる。

一方、在宅勤務制度、時短勤務制度、フレッ

クスタイム制度の採用率は、前年調査とほぼ同

等の水準となったが、いずれの制度も、特に大

企業の間では当たり前の制度として定着してい

るといっても過言ではない。2018年6月にも関

連法案の国会成立が見込まれるなか、こうした

動きはより広範囲に広がることが予想される。

今日における「働き方改革」の取り組みは、

局所的な改善活動にとどまらず、組織の就業制

度そのものを大きく転換しようとしている。

働き方改革の推進

時短勤務制度の
導入済み企業

35％

フレックスタイム制度の
導入済み企業

34％

社員の副業を
認めている企業

7％

ワークスタイル変革を
経営目標に掲げている企業

26％
テレワーク制度の
導入済み企業

11％

在宅勤務制度の
導入済み企業

14％

出典：ITR（2017年7月調査）
※調査対象はITRパネルユーザー2万5,000人
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働き手の意識の変化

企業の就業制度以上に、変化が見られるの

が、実際に組織で従事する働き手の意識であ

る。ITRが2016年に、従業員1,000人以上の大

企業に勤務するオフィスワーカーを対象に実施

した調査では、働き手の多くが、「働く時間」と

「働く場所」をより自由に選択できる環境が訪

れることを望んでいることが明らかとなった。

調査時点では、全体の75％以上が「決められ

た時間、決められた場所で業務を行う」立場で

あると回答しているが、5年後（2021年）の予

想では、そうした固定的な就業環境が維持され

ると考えている人の割合は半分以下（46％）に

とどまり、逆に勤務時間、勤務場所のいずれ

か、または両方が自由に選択できるようになる

と予想する人が多数派となっている。

さらに注目すべきは、理想とする働き方とし

て、「決められた時間、決められた場所で業務を

行う」をあげた人はわずか18％に過ぎず、逆に

「勤務時間、勤務場所ともに自由に選択できる」

とした人が52％と過半数に達していることであ

る。

こうした従業員の意識の変化は、経営サイド

にとっても決して看過することはできない。あ

らゆる業種で人材難が顕在化し、かつメディア

報道で柔軟な働き方を採用する企業の事例が

華々しく紹介されている今日において、従業員

（またはその予備群）からの支持を失うことは、

健全な事業遂行の妨げにもなりかねない。

企業経営者は、柔軟な働き方に対する従業員

の潜在的なニーズがかつてないほどに高まって

いることを認識しておく必要がある。

出典：ITR「ワークスタイルとデジタル・トランスファーに関する意識調査2016」
※調査対象は、従業員1,000人以上の企業に勤務する個人（有効回答：228件）

■決められた時間、決められた場所で業務を行う
■勤務する場所は固定的だが、勤務時間はある程度自主的に選択できる
■勤務時間は固定的だが、勤務する場所はある程度自主的に選択できる
■勤務時間、勤務場所ともに自由に選択できる

現在の働き方 5年後に予想される働き方 理想とする働き方
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働く時間と場所を柔軟にする取り組みは、先

進企業の例を見ると、総じて従業員個人の満足

度の向上につながっている。例えば、テレワー

クを日常的に実践している個人を対象にITRが

過去に実施したアンケート調査では、「勤務時

間当たりの業務処理量」「業務に対する集中力」

「家族・同居人との関係性」など多くの項目で、

従来よりも「向上した」とする回答が「低下し

た」を大きく上回っている。

しかしながらその一方で、最近の調査では、

テレワークの普及に伴うネガティブな反応も確

認されるようになってきた。なかでも目立つの

が、テレワークを行う本人ではなく、その周囲

の人々からの不安や不満の声である。

2017年9月に実施したアンケート調査で、自

分の職場の周囲の人がテレワークを行うときに

感じる課題を問うたところ、「業務連絡が取りに

くくなった」「会議・打ち合わせがしにくくなっ

た」と回答した人が全体の60％以上に上った。

特に問題なのは、そうした日常的な情報交換に

とどまらず、働き方の変化が組織のあり方にも

影響を及ぼす可能性があるということである。

同じ調査で「組織としての一体感が低下した」

と回答した人の割合も、やはり60％に達したの

である。

業態や職種によっても異なるが、業務は、少

なからず他者との関係性のうえで成り立つもの

である。テレワークやフルフレックス・タイム

などの普及により職場でメンバーが一堂に会す

機会が減少すれば、意思疎通や相互理解がそれ

だけ困難になることも想定される。働き方を柔

軟なものに変えるうえでは、組織全体の関係性

の変化にも目を向けることが求められる。

テレワークの進展がもたらす組織の課題
周囲の人がテレワークを実践するときに感じる課題

出典：ITR（2017年9月調査）

組織としての
一体感の低下

業務連絡の
取りにくさ

会議・打ち合わせの
しにくさ

■大いに感じる　■たまに感じることがある
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働き方改革の目的を端的に述べれば、「自己実

現と企業価値向上の両立」ということになろう。

多様化する個人のニーズに応えることはむろん

重要だが、それが企業・組織の成長や活性化に

つながらなければ持続可能な営みとはなりえな

い。

今日の働き方改革を巡っては、どちらかとい

えば前者の自己実現に主軸を置いた価値の議論

が先行している。例えば、「妊娠・出産・育児な

どのライフイベントを迎えても職務を遂行でき

る制度を設けることで離職率を低下させる」「労

働時間を削減し、社外での学習を推奨するこ

とで従業員のスキル向上を図る」「副業（複業）

を認めることで、幅広い業務経験を積んだ人材

を登用できるようにする」などといった目標が

掲げられることが多い。つまり、良質な職場環

境を提供して優秀な人材を確保・維持するとい

う点が極めて重視されている。これは、働き方

改革が多くの企業で人事政策として推進されて

いることからも見てとれる。

しかしながら、企業・組織の価値の最大化

は、優秀な人材を抱えるだけで実現できるもの

ではない。多様な人材をまとめ上げ、その力を

結集させるためのマネジメントが必要となる。

「メンバーの目標をいかに一致させるか」「適正

な合意形成をいかに実現するか」「公正な評価

制度をいかに構築するか」「組織としての規範

をいかに根付かせるか」といったテーマであ

る。現状においては、新しい働き方に対応した

組織としてのマネジメント体制は必ずしも根付

いているとは言い難い。

個人のニーズと組織のニーズの乖離を避ける

ことは、これからの改革推進において主要な議

題となるはずである。

働き方を巡る個人と組織のミスマッチ

自己実現

ワークライフ
バランス

労働時間の削減

自由な転職・副業

自由な勤務場所

社外での学び
個
人
の
ニ
ー
ズ

組
織
の
ニ
ー
ズ

乖離

目標の共有 合意形成 成果評価 組織の統制
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働き手個人の多様性を尊重しつつ、組織と

しての力を向上させるためには、はたしてどの

ような取り組みが必要になるのであろうか。そ

の重要な要素として、本稿で焦点を当てるのが

「組織文化」である。組織文化を明示して共有

することが、個人と組織のニーズの乖離を防ぐ

有効な手段になると考える。

心理学者で組織開発やキャリア開発にまつわ

る数多くの研究を手がけたエドガー・H. シャ

イン氏は、組織文化を以下のように定義してい

る。

～組織文化とはグループが外部への適応、さ

らに内部の統合化の問題に取り組む過程で、グ

ループによって学習された、共有される基本的

な前提認識のパターンである。～

なお、シャイン氏は、組織文化を3つのレベ

ルに分けて定義している。1つ目は、外部から

目に見える表層的な事象である。企業であれ

ば、服務規程や物理的なオフィス環境、保有す

る技術などが該当する。2つ目のレベルは、組

織の行動に関わる心情や価値観である。その組

織において、どのように行動すべきか、何が正

しい選択であるかといったことを判断するうえ

で拠り所となる規範やルールと言い換えること

ができる。3つ目のレベルは、組織の根底に流

れる当たり前と受け取られている前提認識であ

る。これは、過去の行動において成功と失敗を

積み重ねることによって醸成されるのが一般的

であり、メンバーの間で無意識のうちに定着し

ているものも少なくない。

組織文化は、組織の奥底にある行動様式も含

む概念であるといえる。

組織文化とは

目に見えるもの 服務規程、オフィスのレイアウト、技術など

行動規範、神聖視されがちな創設当時の逸話など

共通に当たり前と受け取られている行動様式など

目に見えないもの

基本的な前提認識

信条と価値観

出典：『組織文化とリーダーシップ』（エドガー・H.シャイン著、白桃書房）を基にITRが作成
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組織文化の大きな特徴は、それを人為的に変

化させることが極めて難しいということである。

組織はひとたび形成されれば、そこには何らか

の文化が生まれ、容易に消し去ることは難しく

なる。それはたとえ経営者（トップ）が変わっ

ても変わらないことが多い。伝統ある交響楽団

が新しい指揮者を迎えても、その音色の本質的

な特徴が変わらないのと同様である。

従業員を抱える組織にとっては、当然なが

ら文化は働き方に多大な影響を及ぼすことにな

る。就業における規程やルールはもとより、成

果の捉え方や評価基準、さらには事前に根回

しすべき相手やその方法など、影響は働き手の

日々の行動レベルにも及ぶことになる。

そのため、ビジネスニーズと合致すれば、強

い文化をもつ企業は望外な成果を上げることが

できるが、逆に文化が足かせとなりビジネスに

悪影響が及ぶこともある。イノベーションが強

く求められる局面において慎重な意思決定を重

んじる組織文化が障壁となったり、逆に迅速な

成果を追い求めるあまりにコンプライアンスや

規範が疎かになったりといった例は、現に国内

のさまざまな組織で見受けられる。

容易に変えることができず、その影響が多

方面にわたるからこそ、自分たちがどのような

文化のうえに立脚して行動しているのかを把握

し、文化の中身を共有することがより重要な営

みとなる。自分たちの行動原理を熟知していれ

ば、日常的なコミュニケーション・ロスは減り、

仮に自らの組織に不利な環境に身を置く事態と

なっても、より自覚的に対策を講じることがで

きるようになる。

組織文化の性質

影響が働き方の多方面に及ぶ容易に消し去ることができない

成功に貢献することも、
逆に悪影響を及ぼすこともある

共有により
コミュニケーション・ロスが

減少する
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な違いが生じることになる。所属する業界の違

いもまたしかりである。顧客のニーズや競合他

社の動向、ビジネスの変化スピードの違いも、

文化の形成に影響する。

最後に、影響が大きく、かつ扱いが難しいの

は組織を構成する人の影響である。新規スタッ

フの採用基準が組織文化を如実に反映すること

はいうまでもないが、それだけでなく、どのよ

うな人が組織内で出世しているのか、組織の活

動方針に影響力を発揮している部門やチームは

どこか、といった要素もメンバーの日々の行動

に影響を与える。従業員は誰しも他人から評価

されることを望んでおり、それに向けて日々の

行動を最適化させることになるからである。

自らの組織文化を認識するためにも、ここ

で、文化を形づくる主な要素を列挙してみた

い。

まず、外せないのは組織がたどってきた歴史

である。とりわけ、長年にわたって成功を収め

てきたような企業であれば、自社の創業の経緯

や、伝説的な経営者の逸話などが多くの従業員

の間で広く共有されていることであろう。企業

によっては、オフィスの玄関ロビーなど目立つ

ところにパネルやオブジェを展示し、外部の訪

問客にもそうしたストーリーを開示している。

これも、自分たちの文化を理解してほしいとい

う願いの反映である。

組織の規模や活動地域といった事業形態も独

特の文化を形成する。地方に根ざして小規模な

事業を営む企業と、全国もしくはグローバルに

進出する大企業とでは、おのずと文化にも大き

組織文化を形づくる要素

歴史
• 組織の成り立ち

• 創業にまつわる逸話
• 創業者の理念

• 過去の成功体験　など

人
• 採用される人の特徴

• 組織内の有力なグループの存在　など

規模・地域
• 事業の規模や範囲

• 拡大、縮小傾向　など

業界
• 業界を取り巻くビジネス環境

• 変化のスピード　など
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組織文化の類型例

ここで、組織文化を把握するうえで参考とな

る類型を示してみたい。リーダーシップや組織

開発の研究者であるテレンス・ディール氏と経

営コンサルタントであるアラン・ケネディ氏は、

組織の事業形態に着目して組織文化を4つの類

型に区分している。縦軸は、会社の活動に伴う

リスクの程度、横軸はビジネスサイクル（結果

が表れるまで）の速さを示している。

活動のリスクが大きく、その成否が速やかに

表れるような組織では、持久力よりも瞬発力が

重視され、タフガイ、マッチョと称される文化

が根付きやすい。トレンドをリードするファッ

ション業、マスメディアや娯楽産業などが該当

する。ユニークなサービスを引っ提げて急成長

を目指すベンチャー企業もこの類型に含まれる

であろう。

リスクは小さいが、結果が迅速に見えやすい

組織（不動産業、小売業、日用品メーカーなど

が該当）では、商品そのもののユニークさ以上

に個々のスタッフの提案や活動の量と品質が組

織の浮沈を左右することが多く、よく働き、よ

く遊ぶ文化が形成されやすい。

大規模な投資が必要であり、その結果が数

年単位で表れるような重工業、投資銀行などに

おいては、おのずと組織の意思決定は慎重にな

る。緻密な分析や高度な専門性、合理性が重視

される文化が育まれることになる。

リスクが低く、結果も見えにくい規制業種や

政府機関などにおいては、業務における手続き

が正しく運営されていることが生命線となる。

とかく官僚主義とも称されるが、ミスなく確実

に作業を遂行することは、このタイプの組織に

とっては大切な文化である。

瞬発力重視型
（タフガイ、マッチョ文化）

統制重視型
（手続きの文化）

活動量重視型
（よく働き／よく遊ぶ文化）

長期的 短期的
ビジネスサイクル

投資重視型
（会社を賭ける文化）

リ
ス
ク
テ
イ
ク

積
極

慎
重

出典：『シンボリック・マネジャー』（テレンス・ディール／アラン・ケネディー著、新潮社）を基にITRが作成

化学、鉄鋼業、
飛行機製造業、投資銀行　など

銀行、保険会社、
政府機関、電力会社　など

ベンチャー企業、ファッション業、広告、
テレビ、映画、出版、スポーツ　など

不動産業、小売業、商社、自動車販売業、
日用品メーカー　など
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前頁に示した各類型の文化の特徴を改めて整

理した。厳密にいえば、同じ企業に属していて

も、部門によって類型が異なる場合もあれば、

ひとつの組織が複数の特徴を有している場合も

ある。自らが所属する組織が4つの類型のどの

要素をどの程度備えているかをメンバー間で討

議することにより、組織の文化的な特徴が見え

てくるであろう。

また、文化の違いを知ることは、メンバーの

働き方改革を支援するためのアプローチを検討

するうえでも有効となる。

例えば、瞬発力重視型の組織では、何よりも

まず働き手個人に一定の自由と裁量権を与える

ことが優先される。「いつでもどこでも働ける環

境」が最も強く求められるのもこのタイプの組

織である。就業制度を柔軟にするとともに、場

合によってはBYODを認めることによって生

産性が高まることも期待できる。一方、活動

量が重視される組織においては、コミュニケー

ションを効率化するための基盤づくりが優先

される。オンライン会議やチャット／メッセン

ジャー、ソーシャルネットワークなどのツール

が効力を発揮しやすい。

投資重視型の組織では、上の2タイプほどリア

ルタイムの情報共有は必要とされない。その代

わりに、過去に培ったノウハウや成果物（ナレッ

ジ）の共有や再利用、定量データの分析環境な

ど、専門性に根ざした支援環境が求められる。

統制重視型の組織では、業務の正確性が重視

されるため、RPAなど自動化技術との親和性が

高い。また、組織内のヒエラルキーを重んじる

傾向が強いことから、報告・連絡プロセスや人

事評価の透明化を支援するツールも効果が上が

りやすいと考えられる。

類型ごとの特性比較
文化の類型 メンバーの主な特性 働き方に求める要素

瞬発力重視型 • 個人主義
• 迅速な成果を求める
• ユニークであることを重視

• いつでもどこでも働ける環境
• 自己裁量権の拡大

活動量重視型 • 顧客／市場ニーズ起点
• 活動量とコミュニケーションの頻
度、チームワークを重視

• 迅速なコミュニケーション手段
• 成果達成度の可視化

投資重視型 • 緻密な分析に基づく慎重な意思決
定を重視

• 知識の集積と共有を重視

• ナレッジの共有
• 客観的なデータに基づく分析

統制重視型 • 規律と正確さを重視
• 組織のヒエラルキーに沿って行動
を最適化

• 人為ミスの防止
• 公正な評価と人事
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組織文化を共有するうえでは、無意識のうち

に根付いている前提認識をすくい上げ、組織

の信条や価値観を明らかにしたうえで、それを

最終的には目に見えるかたちで提示する「表出

化」と、逆に組織として掲げたビジョンや目標

を人々の日々の行動に定着化させる「内面化」

の双方向の取り組みが必要となる。

表出化では、前提認識を把握する手段とし

て、個別ヒアリングやグループ・ディスカッ

ションを通して調査を行うのが一般的である。

日々の行動の中で組織文化が反映されていると

感じる事例、意思決定のあり方やそこに影響力

を発揮しているリーダーの存在、自身の仕事の

成果として重視している指標、働く時間や空間

に対する認識などを聞き取りながら、組織がも

つ信条や価値観を少しずつ解読していくことに

なる。組織の運営にとって重要だと考える要素

は、組織のミッション・ステートメントとして

言語化したり、就業規則に反映させたりといっ

た目に見えるかたちで残すことが推奨される。

一方、内面化においては、まずは目に見える

かたちで提示されている組織全体の目標を共

有するところが出発点となる。経営者による訓

示、期初のキックオフミーティングや各種社員

向けイベントなどを通した情報発信などが有効

となる。採用活動や人事異動なども、目に見え

るかたちで組織文化を伝播させるための手段

である。また、価値観から前提認識への落とし

込みでは、メンバーの日々の活動の中で組織に

とって好ましいものを積極的に賞賛、評価する

営みを継続することが必要となる。

組織文化共有のアプローチ

• 組織目標の共有
• 儀式・イベントの実施
• 採用・人事への適用

• 組織にとって好ましい
 行動に対する称賛
• MVP投票、表彰制度

目に見えるもの

信条と価値観

基本的な前提認識

表出化 内面化

• 組織ミッションの言語化
• メンバーの活動・意識の
 継続的な計測

• メンバーへのヒアリング
• アセスメント・ツールの
 利用
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表出化を支援するための仕組みとして、近

年、多くの企業で採用されるようになってきたの

が組織診断サービスである。組織文化の分析は

極めてデリケートなものであり、分析結果が不

正確なものとなる可能性は常に存在する。また、

仮に正しい診断と分析ができたとしても、当の

組織において分析結果に対するフィードバック

を受け入れる準備が整っていないことも少なく

ない。組織診断サービスは客観的な評価を手軽

に行ううえで有効な手法ではあるが、利用にあ

たっては、複数のサービスを試したり、他の手

法と組み合わせたりするなどして、1つの手法に

過度に依存しないことが推奨される。また、組

織に属するメンバーに対して診断の目的や意義

を十分に理解させたうえで実施することが望ま

しい。

組織診断サービスにはいくつかの種類が存在

する。まずは、従業員の関係性や行動、意識・

モチベーションなどにかかわる指標をスコアリ

ングするタイプの汎用型の診断サービスである。

組織の活性度の把握に重点が置かれており、文

化に踏み込んだ分析までは行わないが、手軽に

行えるため、組織の健康状態を定点観測するよ

うな用途に向く。

組織文化により焦点を当てた診断サービスも

存在する。こちらは、組織のタイプを類型化し、

組織運営を巡る課題や解決策の提示までを行う

ものが多い。アセスメントやベンチマークの手段

として有効であると考えられる。

また、昨今では、働き方やワークスタイルによ

り特化した診断サービスも登場している。これ

は、長時間労働や残業の削減など、働き方につ

いて課題を認識している企業では利用しやすい

であろう。

組織診断サービスの活用
種別 概要 代表的な製品／サービス

汎用型組織診断サービス 従業員（メンバー）へのアンケートを通じ
て、組織の成長やパフォーマンスに関わ
る指標のスコアを算出、客観的な分析
を支援する

• ヒューマンバリュー「Ocapi」
• リンクアンドモチベーション「マゼラ
ン」

• あしたのチーム「S e v e n E y e s 
Dock」　など

組織文化診断サービス 文化の面から組織の特性を類型化し、
課題や改善策などを提示する。アセスメ
ントに有効

• ジェック「組織文化診断（SBS）」 
• マネジメントベース「ESベンチマーク
ジャパン」　など

ワークスタイル特化型診断サービス ワークスタイルに関わる組織の課題や従
業員のストレスチェックに特化した診断結
果を提供

• ヒトラボジェイピー「チェンジ」 
など
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組織文化を共有し、それを日々の行動レベル

にまで落とし込む内面化において、重要な役割

を果たすのが目標管理である。目標管理は、組

織の目的に沿った成果をあげるために個々の従

業員が自らの目標を設定し、定期的にその達成

度を評価する仕組みの総称であり、すでに多く

の企業で運用されているが、制度が形骸化して

いる事例も見受けられる。

そうしたなかで、近年、IT業界やスタート

アップ企業の間で注目されているのが「OKR

（Objective and Key Results）」である。これ

は、Intel社でCEOを務めたアンドリュー・グ

ローブ氏が考案したとされるもので、どこへ

向かうべきかを示す1つの「Objective（O：目

標）」と、その達成度を定量的に測定できる3～

4つの「Key Results（KR：主な結果）」の組み

合わせによって、目標とその達成状況を表すの

が特徴である。全社、部門、個人それぞれの階

層でOKRを設定し、それを全社的に共有するこ

とで、従業員のベクトルを合わせると同時に成

果の進捗度を可視化し、組織としてのパフォー

マンスを最大化させることを目的としている。

野心的な目標設定が推奨されている（60～

70％程度の達成率が最適とされる）ことからも

OKRの意義は目標の達成にあるのではなく、経

営者から現場の従業員までがそれぞれの目標を

連鎖させることで目指すべき方向性を整合させ

ることにある。また、自身または所属部門だけ

でなく、他部門も含めて目標を共有できること

から、組織全体が向かっている方向性を、自ら

の行動と紐付けて理解しやすいという特徴があ

る。

組織目標の共有：OKR

Key Result Key Result Key Result

Objective Objective Objective

Key Result Key Result Key Result Key Result Key Result Key Result

Objective Objective Objective Objective Objective Objective

Key Result Key Result Key Result Key Result Key Result Key Result

全社
OKR

部門
OKR

個人
OKR

Objective
目標は野心的に

（60～70％ぐらいの達成率）

1つのObjectiveに対して
1～4の測定可能な
Key Resultを設定

全社のKey Resultと
関連づけるかたちで部門単位、
個人単位のOKRを設定

運用サイクルは
四半期ごとが一般的

OKRの進捗度を
絶えず全社で共有
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リツイート
（リポスト）

いいね！

メンション

ハッシュタグ

チェックイン

気に入った投稿に対して
ワンクリックで共感を示すこと。

特定メンバー宛に投稿すること。
投稿内容は相手にも即座に通知される。

特定のキーワードを入力しておくことで、
検索による一覧化などを可能にすること。

他人の投稿を引用して
自身のアカウント名義で拡散すること。

投稿に位置情報を付加し、
自身の居場所を他者に知らせること。

@
#

組織文化の共有とテクノロジとの関係を考え

るうえで、無視できないのがソーシャル・ネッ

トワークである。ソーシャル・ネットワークと

は、人と人との社会的なつながりを維持・促

進するための機能を提供するサービスの総称

であり、一般消費者向けのサービスとしては

FacebookやTwitter、LINEなどが広く普及し

ている。2010年代に入ってからは、組織内にお

いても従業員同士の交流や情報共有を目的に導

入されるようになっている。

こうした社内（組織内）のソーシャル・ネッ

トワークも、組織文化の共有を促進するうえ

で有効なツールとなりうる。ただし、ソーシャ

ル・ネットワークの要諦は、特定のシステムや

サービスで生み出される「場」ではなく、そ

のうえでやり取りされるコミュニケーションの

「プロトコル（約束事、様式）」であるというこ

とを忘れるべきではない（ITR Review 2015年

8月号「ソーシャル型の「流儀」を取り入れよ」 

#R-215082）。

上掲したのは、ソーシャル・ネットワークに

よってもたらされた代表的なプロトコルである

が、気に入った投稿に対してワンクリックで共

感を示すことができる「いいねボタン」、アット

マーク（@）によって特定メンバー宛の通知を

行う「メンション」、フリーワードによってコン

テンツの分類を可能にする「ハッシュタグ」な

どは、すでに多くのエンタープライズ・システ

ムに取り入れられている。LINEによって普及

した「スタンプ」なども、コミュニケーション

を活性化させる代表的なプロトコルであろう。

ソーシャル型のプロトコルの活用は、個人の

行動や成果に対する前向きなフィードバックを

促すという点で大いに効果が見込まれる。

社内ソーシャル・システムの活用
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組織内におけるソーシャル型コミュニケー

ションの発展形として注目されている施策のひ

とつに「ピア・ボーナス」がある。これは、個

人間で少額の成果給（ボーナス）を贈り合う

取り組みであり、一部の企業においてインセン

ティブ・プログラムのひとつとして採用する動

きが広がっている。メンバーそれぞれが決めら

れた持ち点の中で、組織に対して貢献した個人

に対して、ポイント付与とともに感謝の意を伝

え合うのが基本的な運用法である。必須ではな

いが、ポイントを金額換算して報酬に反映させ

ることもできる。

ピア・ボーナスの特徴は、感謝のフィード

バックを即時または短いサイクルで交換するこ

とができること、新規顧客獲得や売上げ目標の

達成などわかりやすい貢献だけでなく定性的な

貢献についても可視化しやすくなることにある。

海外ではGoogle社が社員の評価指標のひとつ

としてピア・ボーナスを採用していることが知

られているが、国内でも、フリーマーケット・

アプリを提供するメルカリで採用されるなど、

賞賛の文化を育む手段として注目されている。

ピア・ボーナスを実現するサービスも複数

登場しており、いずれも、ソーシャル・ネット

ワーク上への投稿や、投稿に対するいいねボ

タンのクリックと同様の感覚で利用することが

できる。スマートフォンからアクセスしたり、

Slackなどのグループチャットと連動してポイ

ントを贈ることも可能である。

組織文化を日々の行動に根付かせるうえで、

望ましい行動を積極的に賞賛することは極めて

有効であるとされている。その具現化の手段と

して、ピア・ボーナスは今後も注目を集めると

見られる。

ピア・ボーナスによる感謝の表明

ベンダー名・製品名 概要

Fringe81「Unipos」 2017年6月に開始したピア・ボーナス・サービスの草分け。1人週400ポイ
ントが与えられ、感謝を伝えたいメンバーに支給できる

CAMPFIRE「OKIMOCHI」 2017年8月にOSSとして公開されたアプリケーション。Slack上の発言に対
してスタンプを送ることで、メンバー間でビットコインを支給し合うこと
ができる

ウォンタ「Osushi」 2018年1月に開始したTwitter連動のサービス。1回当たり100～1,000円の
現金を送ることができる。社外とのつながりにも対応可能。
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働き方改革の実践手段はさまざまであるが、

いずれにせよ、働き手個人の多様性を許容する

方向に向かうことは避けられないであろう。労

働人口の不足とともに有能な人材の流動性は高

まり、その一方で、AI技術やRPAの進展によ

り、ルーティン業務を中心に人に依存しない環

境整備は急ピッチで進むと予想される。そうし

た時代にあって、「組織で働くことの意義は何

か」「何のために働くのか」といった内発的動機

付けの重要性はますます高まると考えられる。

柔軟な働く環境を提供することで人のパ

フォーマンスを最大化させることは働き方改革

の主眼であるが、企業や組織においては、多様

な価値観をもつ働き手の意識を集約し、共通の

組織目標に向けてベクトルを合わせるというさ

らに重要な難題が待ち構えている。組織文化の

共有は、その難題に立ち向かううえで欠かせな

い取り組みとなる。

組織文化は、あらゆる組織に厳然と存在す

るものでありながら、その中にいる人には認識

しにくく、しかも一度形成されたら容易に消し

去ることができない。まずは自らの組織の文化

がどのような特徴をもつのか、それが働く人の

日々の行動にどのような影響を及ぼしているの

かを客観的に把握し、メンバー間で共有するこ

とを推奨したい。組織文化の変革に取り組む

のはその先のステップであると考える。こうし

た取り組みは、全社レベルだけでなく、部門や

チーム単位でも実践することが可能である。

本稿では、組織文化の共有に焦点を当てて、

いくつかのアプローチや利用可能なツール類を

紹介した。働き方と組織の関係を最適化する一

助として、実践されることを期待したい。

結論

組織目標の
達成

パフォーマンス
向上

柔軟な
働く環境の
提供

組織文化の
共有
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