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ソーシャル・ネットワークと組織のデザイン
—事業部制組織のコミュニケーション・マネジメント—

Point
❶  企業の戦略を具体化するための組織のデザインとして、組織構造と組織管理に、コミュニケーショ

ンの調整システムとしての人のネットワークを戦略的に組み込む必要がある。
❷  インフォーマルなネットワークでは、個人の「評判」による競争原理が働き、仲間を大切にし、品

格を保つなど、「掟」、すなわち、行動規範としての暗黙のルールがあり、集団の儀礼や儀式として
文化を創出する可能性を持つ。

❸  情報化とグローバル化により、変化への素早い対応が求められる市場においては、境界をまたぐ仕
事が多く、「弱いつながりの強み」を応用し、知が多極的に存在する「ヘテラルキー型」の組織が
有利となる。

❹  インフォーマルなネットワークが、マクロの組織構造とミクロの組織管理に補完的に働くオープン
な文化を持つ組織のデザインは、コミュニケーションの活発化によるイノベーションを可能にする。

1．		統合的な概念としてのソーシャル・ネット
ワークと戦略

人のネットワークは組織のデザインに関してど
のような戦略的な意味を持つのか。組織内や組織
間の人のネットワークを考える「ネットワーク組
織論」と、アナリティックとしての SNS やビッ
グ・データの「ソーシャル・ネットワーク」の分
析は、日本においてはあたかも別物であるかのよ
うな扱いを受けている。分析する現象が何であれ、

ひとりのプレイヤーを「ノード」（node） とし、
「ノードのペアの関係」（a pair of node） の視点か
ら社会現象を捉え、その関係性の構造の意味を考
えるものであり、これらは同じ土俵で論じられる
べきものである。以下では、組織のコミュニケー
ションのマネジメントに関するソーシャル・ネッ
トワーク （social network） という包括的な概念か
ら組織のデザインを考える。
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2．		ヒエラルキーからネットワークへ—「評判」
のガバナンスによる組織のデザイン

トップ・マネジメントが実務レベルで考えるべ
きことは、人の「関係性」の視点を取り入れたマ
ネジメントである。会社の内外に広がる、いろい
ろな人のネットワークの利害の調整を図りながら、
企業の戦略を具体化するための組織のデザインと
して、組織構造と組織管理に、コミュニケーショ
ンの調整システムとしてのネットワークを組み込
み、どのように経営資源として活用できるのかを
考えることである。

マクロの組織構造としては、伝統的な三つのタ
イプである「機能別組織」「複数事業部制組織」「マ
トリックス型組織」に対し、グローバル競争と消
費者主導の市場に対応すべく、いわゆる「ネット
ワーク型」の組織は、組織としての情報の共有化、
素早い意思決定と行動、生産体制やサービスを提
供するシステムの柔軟性に注目する。縦型の指揮
命令系統としてのヒエラルキーによる統制を緩和
し、社内の階層関係がよりフラットな構造を採用
する。現場に大幅に権限が移譲され、社員には
トップ・ダウンでの上からの命令に頼るのでなく、
市場の動きに現場の意思決定で迅速に対応できる
ことを求める。

組織構造と表裏一体の関係にあるのがミクロ組
織論、すなわち組織行動分野の経営管理の考え方
である。マネジメントによる従業員の仕事や行動
などに関する伝統的な三つの管理方法には、業績
による管理 （output control）、規則による管理 

（administrative control）、そして、組織の文化に
よる管理 （cultural control） がある。トップ・マ
ネジメントは、成果、行動の規則、文化による三
つの方法の組み合わせとしてミクロ・レベルで組
織管理を行うが、これらはミクロ・レベルの組織
化のプロセスから組織をデザインするものであり、
世界のビジネス・スクール教育の優れたフレーム
ワークとして広く受け入れられている。採用する
組織構造と組織管理のシステムは、企業環境、商
品、サービスの特徴や市場構造などにある程度依

存するが、トップ・マネジメントが企業戦略を立
案し、実行するため、社員を管理しながら、彼ら
の仕事へのモチベーションを上げ、イノベーショ
ンを喚起する組織をいかにして作り上げるかが
キーとなる。

トップ・ダウンのガバナンスは一般的に大企業
に多く見られ、組織管理として業績と規則を重視
するが、それだけでは、時として、長期的に従業
員のやる気を喚起し、信頼して権限委譲できる社
員を育てることが難しくなる。規則でがんじがら
めの状況で社員に業績だけを求めれば、部門間や
個人間での競争が厳しくなり、組織的な情報の共
有化が進まないばかりか、多くの社員はやがては
疲弊してしまうことになりかねない。
「ネットワーク型」のガバナンス・メカニズムは、

上記の三つの管理方法の中で、業績評価と規則に
よる管理が大事であることは否定しないが、同時
にある種のコミュニティ、すなわち、「共同体」と
しての文化を創ることに重点が移る。情報の共有
化と大幅な権限委譲による意思決定の速さがキー
となるので、基本的に指揮命令系統による規則や
業績による管理を緩め、インフォーマルなコミュ
ニケーションの活性化を試みる。

インフォーマルなネットワークは、組織管理の
目標と数字による競争とは異なり、メンバーには
個人の仲間内での「評判」というプレッシャー 

（peer pressure） による競争原理が働く。評判の
ガバナンス・メカニズムは、メンバー間の競争の
中でも、仲間を大切にし、メンバーとしての品格
を保つなど、そこには「掟」や「面子」、すなわち、
商習慣や行動規範としての暗黙の競争のルールが
あり、集団の儀礼や儀式など、さまざまな文化を
創出する可能性を持つ。同時に、「掟破り」にはメ
ンバーから外されるなどインフォーマルな制裁が
あり得る。

メンバーとして仲間から評価されることは、根
源的に個人の組織への帰属意識を高め、仕事への
モチベーションを上げるものでもある。イン
フォーマルなネットワークは、個々の社員の自発
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性により組織を下から作り上げるコミュニティの
共有財産なのであり、オープン・コミュニティの
文化は、メンバー間の業績をめぐる競争や政治的
な軋

あつ

轢
れき

を緩和し、調和の取れたバランスの良い組
織を作り出すことに寄与する。20 世紀の初めに、
著名な経営学者であったチェスター・バーナード 

（Chester Barnard） は、トップ・マネジメントの
仕事とは社員に自発性とやる気を起こさせる誘因
を作り出すことだと言ったが、ネットワークによ
る組織のガバナンスはバーナードの復活でもある。

3．		マネジメントによるインフォーマル・ネッ
トワークの活用とは

以下では、「ネットワーク型組織」の優位とマネ
ジメントによる取り組みの具体例を、実務への応
用を意識しながら検証する。「ネットワーク型」に
おける管理や調整では、フォーマルなものからよ
りインフォーマルなものへの比重を高めるという
トップ・マネジメントの意識の変化が重要になる。
フォーマルな指揮命令系統であるヒエラルキーの
まとめ方としてのマクロ・レベルでの組織構造、
ミクロ・レベルでの行動の管理方法、それらを調
整するインフォーマルなコミュニケーションのダ
イナミクスを説明する。

フォーマルにシステム化された管理の後ろに
は、実はいろいろなレベルで組織の内外を結びつ
け、また時にスムーズな業務のプロセスや情報の
流れをブロックするインフォーマルなネットワー
クが存在する。このような人間関係のダイナミク
スは、トップ・マネジメントからは見落とされが
ちで、組織内にさまざまな見えない障壁を作って
いることも少なくない。そして、それらは企業全
体の意思決定や経営の効率に実は大きく影響して
おり、インフォーマルなネットワークは、トップ・
マネジメントの考え方次第でプラスにもマイナス
にも作用する。

近年欧米の経済社会学（economic sociology） は、
企業の内外に存在する組織化されたネットワーク
自体を「組織的なネットワーク」（organizational 

network） として捉え、外部環境と組織のデザイン
との関係について、飛躍的に理論を発展させた。
1960 年代に登場したコンティンジェンシー理論 

（Lawrence and Lorsch 1967）は、タスクを細分
化して分析し、組織全体で再統合することが生産
効率を上げる手段であると主張したが、忙しい現
代の企業では、重層的にいろいろな社員のネット
ワークを形成しているさまざまなタスクを細分化
することは難しく、設計・生産・配送の間での同
時進行による情報のフィードバックによるコンカ
レント・エンジニアリングや、プロジェクト・マ
ネジメントの設計も重要となる。

情報化社会とグローバル化の進展により「常に
変化への素早い対応が要求される現代の市場」

（relentlessly moving markets） （Eisenhardt 1989） 
においては、個々の社員が従事する業務やタスク
の範囲はあいまい （ambiguous） になりやすい。社
員には多くの業務やタスクをつないで調整し、境
界をまたぐ （boundary-spanning） 仕事が多く、
フォーマルな企業内の事業部、課、チーム、委員
会などの組織に加え、インフォーマルな社内外の
個人間のネットワークが、組織の潤滑油として非
常に重要な役目を担っている。

このように、組織構造として必要なのは、ヒエ
ラルキーではなく、より分権的かつ知が多極的に
存在する「ヘテラルキー型」（heterarchy） の組織
であり、インフォーマルなネットワークが、マク
ロのフォーマルな組織構造とミクロの組織管理に
補完的に作用するように組み込まれた組織の姿で
ある。

4．		ブリッジによるコミュニケーションの活性
化—「弱いつながりの強み」

組織における人のネットワークは複雑で、戦略
的にデザインしなければ機能不全に陥る。このよ
うな関係性の構造の生成メカニズムを説明したの
が、マーク・グラノベター （Mark Granovetter） 
が提唱した「禁じられた三者間の関係」（Forbidden 
Triad） という概念である。ノード間の関係を論理
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的に考察する理論を、「バランス理論 （Balance 
Theory）」と言う。図表 1 では、A と B、A と C の
間に強い友人関係がある時に、B と C が敵対的な
関係にあれば、このような 3 者間の関係 （triad） 
は非常にバランスが悪い。B と C の間で敵対的な
関係が生じたこのような 3 者間の関係は長続きし
ないという意味から「禁じられた三者間の関係 

（Forbidden Triad）」と呼ばれる。3 者の関係は、
やがては、B と仲の悪い C の代わりに、A も B も
仲の良い D との関係に移っていく。このようなメ
カニズムをネットワークの「他動性」（transitivity） 
と呼び、人間関係が安定する通常の人間関係のパ
ターンである。

この概念を発展させ、グラノベターは、3 人以
上の関係では、いくつかの強いノードのペアの結
びつき （dyads） があると、それらは隣接する仲の

良いノード同士の関係をどんどん強め、やがては
小さなクラスターとしてまとまってしまうと考え
た。その結果、ネットワーク全体がいくつかの「離
れ小島」として分裂する （fragmentation） ことに
なる。従って、こうした友情や信頼関係に基づい
た「強いつながり」は、実は情報の共有などの組
織のコミュニケーションの大きな妨げになるので
あり、広くネットワークの全体をつなぐブリッジ
としての「弱いリンク」（weak ties） を多く持つ
ことこそ重要であると主張した （Granovetter 
1973）。

濃密な人間関係を持つクラスターはメンバーに
とっては居心地の良い「ほら穴」であり、彼らは「洞
窟の住人」（caveman） として、ここからなかなか
出てこない。このような状況を打開するのは「弱
いリンク」であり、ある時ひとつの洞窟から這

は

い
出してきたノードが別の洞窟を訪問することで、
異なる洞窟の住人同士が「弱いリンク」でつながり、
ブリッジされた両方の洞窟のメンバーの情報の共
有が可能になる。このような分断されたネット
ワーク全体のリンクの分布の中で、ほんの数パー
セントのリンクを「弱いリンク」として結び換える 

（リワイヤリング ; rewiring） だけで、洞窟として
のサブ・ネットワークが結び付き、ネットワーク
全体がつながり、いわゆる「スモール・ワールド」
が出現する。

この過程をネットワーク・グラフで表現すると、
図表 2 の左側のネットワークが、中央のようなリ

図表1　「禁じられた三角関係	（A	Forbidden	Triad）」

出所：筆者作成

図表 2　「スモール・ワールド」の生成メカニズム

（注）  図はダンカン・ワッツ（Duncan Watts）（1999: 103-104） から転載
出所：筆者作成
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ワイヤリングによって、右側のネットワークのよ
うになる。強い結びつきがいくつものクラスター
を作り出し、ネットワークを分断するのに対し、

「弱いつながりの強み」（strength of weak ties） は
このようなクラスターをブリッジし、情報伝達効
率の良い大きなネットワークを作る。

　
5．		「事業部制組織」の弊害	
—「閉じた」ネットワークの問題

典型的な巨大「事業部制組織」の弊害である「サ
イロ化」の問題を、ネットワークの視点で考えて
みる。日本の典型的な重厚長大産業のあるリー
ディング・カンパニーの場合には、従業員はどこ
の部門に配属され、どの工場での勤務を経験して
きたかにより、社内でインフォーマルな「背番号」

がつけられ、その人間関係を超えて部門横断的に
活発にコミュニケーションを取りながら仕事をす
るのは現実的にはかなり難しいという企業文化が
ある。この企業の場合には、それぞれの事業部が
プロフィット・センターとして競争する「戦略的
なビジネス・ユニット」（strategic business unit; 
SBU） であり、複数事業部制の下、縦割りの指揮
命令系統を基本に、本社の企業戦略を事業部レベ
ルで遂行する組織構造を採用している。社内の
フォーマルな人間関係は縦を基本として作られて
いるので、横断的に部署間の調整を行うことは一
般的に難しく、エリート主義と保守的な文化、そ
して組織の縦のヒエラルキーが事業部間の峻

しゅん

烈
れつ

な
競争を生み出し、横断的なインフォーマルなネッ
トワークの形成を阻害している。一方で、縦の人

図表 3　	インフォーマル・ネットワークがサイロ化した組織の簡略化した概念図

（注）  ”Div” 事業部 （divis ion）、“Dep” 課 （department）、“Mgr” マネジャー （manager）、“Emp” 従業員
（employee）。ノードをつなぐ線が太くなるに従いノード間の関係が強いことを表現している。CEOを中心に、友人
関係などインフォーマルなネットワークは、三つの異なる事業部内での凝集性が高く、事業部を超えたつながりは見ら
れない

出所：筆者作成
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間関係を含めて地理的には事業部と密接に結びつ
いた事業所ベースの仲間意識が強く、同一性を重
んじる企業文化と専門性の高い技術者のプライド
が、開放的に事業部を超えるつながりを作ること
を邪魔している。

グラノベターが指摘したように、濃密な人の
ネットワークは外に広がるよりも内輪の結束をよ
り強めていく傾向がある。この結果、図表 3 のよ
うに、社内の友人関係やプロフェッショナルなア
ドバイスを求めるインフォーマル・ネットワーク
は、事業所ベースの巨大なクラスターとなり、そ
れぞれが離れ小島として、本社にフォーマルな指
揮命令系統でつながっている。このような組織で
は、事業部や事業所内での技術開発や知識の蓄積
と実用化に関しては、その専門化を促すメリット
が大きい半面、全社的な情報や知識の共有が難し
く、従業員にとっては、多角化されたいろいろな
事業分野の中で業際的な活動は行いにくいため、
組織として市場環境の変化や消費者のニーズに対
する意思決定の柔軟性は高いとは言えず、革新的
なイノベーションが起こりにくい状況にある。

このような場合に、意識的にインフォーマル・
ネットワークを組み替えるような全社的な取り組
みを導入することが考えられる。部署間の「縄張
り意識」が強い場合に、部署を超えた配置転換に
よる人のネットワークのリワイヤリングを行い、
コミュニケーションを活性化させることが難しけ
れば、例えば、強い人のつながりからなる巨大な

クラスターを作っている事業部間に、「弱いつなが
りの強み」を利用し、事業部間に、コーディネー
ターあるいは部署間交流を推進する媒介者的な役
割を導入し、弱いリンクで全体をつなげば、企業
内のコミュニケーションが活性化される。

現実には、このようなネットワークの視点に立
つ組織改革として、事業部を超えた意見交換会、
研究会、アウティングや研修会、交流イベントや
懇親目的の諸制度の導入、プロジェクト・チーム
などの立ち上げを積極的に導入し、また、中途採
用などにより、社内の人間関係に縛られない人材
の活用を進めることで、徐々に社内のコミュニ
ケーションの活性化を促すことも可能である。分
断されたネットワークを創造的にブリッジする「弱
いリンク」によりリワイヤリングすることは、一
時的な業務の混乱をもたらす可能性もあるが、
トップ・マネジメントは、インフォーマルなネッ
トワークを、組織の文化を変える潤滑油として使
うことを真剣に考える必要がある。

このようなオープンな文化を持つ組織が作られ
れば、コミュニケーションの活発化による透明性
の確保、意見のぶつかり合いによるイノベーショ
ンの喚起が可能となる。組織を人のコミュニティ
と考え、社内の人間関係のネットワークを重視し
た企業内コミュニケーションの活性化は、近年よ
うやく日本企業での真剣な取り組みが始まったば
かりであり、今後このような取り組みへのマネジ
メントの理解と挑戦はますます重要になる。
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