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1．業績回復を支えた諸施策とその副作用
―「組織アーキテクチャー」の視点から―

「失われた 10 年」を経て、近年、企業業績は

確かに回復基調にある。この間に人事の領域では

採用抑制、人員削減、成果主義の導入、組織のフ

ラット化、非正規雇用の拡大が次々に行われ、業

績回復を支えてきた。しかし、これらの施策には

副作用もあった。昇格のためのポスト不足、連携

意識の低下、短期業績志向の増長である。今、こ

れらの副作用を私たちはどのように捉えるべき

か。こうした副作用に甘んじている私たちに、反

省すべき点はないのか。

人事分野の中堅担当者が集う異業種研究会

「ヒューマン研究会」でも、上述の視点に立ち、

事例研究や意見交換を繰り返した。そのプロセス

で、研究会は「組織アーキテクチャー」という概

念を得て、① 組織の仕事があらかじめ定義され、

その仕事に人をアサインする「仕事ベース組織」

と、② 組織にまず人がいて、その人が必要職務

を感知しながら主体的に職務を作っていく「人ベ

ース組織」の 2 つ（理論フレームはJ木 2006、

図表 1）を識別した。この枠組みで日本企業を見

ると、その組織アーキテクチャーは多分に「人ベ

ース組織」の性格を濃く持つことが分かる。だと

すれば、近年の人事施策の多くが「人ベース組織」

の本質的な強みを損ねていた可能性が疑われる。

それでは、「人ベース組織」の本質的な強みの回

復策はいかにあるべきか。

「ヒューマン研究会」では、この問題を解くべ

く 2 つのチームに分かれて研究活動を行った。

人事担当から見た成果主義の副作用
―ヒューマン研究会（第18期）活動紹介から―

Point
1 この10年、企業業績回復の下支えのため人員削減や成果主義の導入がなされたが、今それらの副

作用が指摘されている。異業種研究会「ヒューマン研究会」では、「組織アーキテクチャー」とい

う概念を用い、この副作用の発生原因と解決策について、2チームに分かれて研究を行った。
2 多くの職場が現場力を失いつつある。人員削減や組織のフラット化などにより「人ベース組織」

の強みが失われつつある中、リーダーは仕事力があることはもちろん、コミュニケーション能力

など今まで以上に組織を維持する力が求められる。
3 大量採用された後期バブル入社層は、その後の経済環境の悪化に伴い、マネジメント職への活用が

遅れたまま今日を迎えている。彼・彼女らの有効な活用のために、昇進や専門職への門戸を開くこ

とが組織活性化のための鍵となる。また、このことは今後の大量採用への警鐘も鳴らしている。
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（第 18 期参加企業：旭化成エレクトロニクス、

味の素冷凍食品、企業活力研究所、新日鐵ソリュー

ションズ、東京電力、東レ、富士通、三井化学、

三井生命保険、松下電器産業、計 10 社）本稿で

は、2 つのチームの研究成果を紹介する。

2．Aチームの研究成果：現場力の回復には

業務力＋組織維持力のあるリーダーが必要

近年の職場で失われていると感じるものを、

手近な言葉で総称して表現しようとすると、「現

場力」である。研究チームは現場力の正体を捉え

るために、「現場力低下」という言葉で表現でき

る事象を具体化した。例えば、業務上のミスが上

司・上位組織に伝わらない、若手の離職率が高ま

っている、メンタル疾患が増えている、次期ポス

ト就任者が育っていない、など（図表 2）。現場

力の低下はなぜ生じているのか。

研究チームが設定した仮説は、「社内における自

分自身の相対的な役割認識、存在感、有効感を十

分に持ち、職場内でのコミュニケーションを充実

させて、人材育成もきちんと行えば、職場の現場

力は増大する」というものだ。この仮説をアンケー

ト調査により検証した結果、① 従業員がやりがい

を持って働く職場は、上司と部下のコミュニケー

ションが活性化している。② 部下のプライベート

部分をよく理解している上司のもとでは、部下育

成もきちんと行われており、総じてやりがい感が

高い、の 2 点が明らかになった。しかし、調査対

象全体としては、部下のプライベートには関心が

低く、部下育成も不十分な職場の方が多かった。

「人ベース組織」 「仕事ベース組織」 

編成原理 「人」に注目して組織を作る 「仕事」に注目して組織を作る 

仕事の定義 働く人が仕事を作る 人の採用前に仕事が定義されている 

人の採用 大卒一括採用が中心 仕事の有無に応じて採用 

業務モデル 「すり合わせ型」業務 「モジュール型」業務 

組織モデル 有機論的組織 機械論的組織 

意思決定の方向 ボトムアップ トップダウン 

経営と執行 どの層も頭脳と手足を持つ 上層が頭脳、下層が手足 

強さのカギ 各層の有力者のつながり 上層に優秀層が存在 

図表１　（「人ベース組織」と「仕事ベース組織」の比較）

出所：P木晴夫をもとに（株）東レ経営研究所が作成

顕在化している問題 
・業務上のミスが上司、
上位組織に伝わらない。 

・若手の離職率が高まっ
ている。 

 
・メンタル疾患が増えて
いる。 

・次期ポスト就任者が育
っていない。 

 

原因 
職場内の会話が減り、気軽に相
談できなくなっている。 
仕事のやりがいが減っている。
自分の仕事の位置づけが分から
なくなっている。 
職場内の会話が減り、気軽に相
談できなくなっている。 
人材育成の機会・時間が減って
いる。 
 

環境要因 
①上司の仕事量が増え部下にか
まうことができない。 

②成果主義の導入により人材育
成に重きが置かれず目先の実
績に偏っている。 

③業務の細分化により「個人」
業務が増えた。 

④メール文化の浸透により会話
が減っている。 

⑤社内における仕事以外のイン
フォーマルな接点が減って
いる。 

図表２　現場の問題と原因

出所：ヒューマン研究会（18期）研究報告書



本研究が示唆しているのは、PM 理論 1 でいう

ところの「M 機能」の重要性である。これは決

して目新しい結論ではないが、人員削減や組織の

フラット化などにより、人ベース組織が仕事ベー

ス組織に向かいつつある状況下にあっても、職場

は「M 機能」を求めていると示唆されたことは

意義深い。従来のリーダーシップ研究は、P と M

の両機能に長けた人物など求めても得られないと

考えられてきたが、現場力発揮のためには、やは

り P も M も高いリーダーが必要だということで

ある。

3．Bチームの研究成果：大量採用された後期

バブル入社層の活用に関する一考察

後期バブル入社層は、1989 年から 92 年にかけ

て大量採用され、人ベース組織での活躍と貢献が

期待されて入社した。しかし、入社数年で経済状

況が一気に悪化したことから、人ベース組織のセ

オリーを踏まえた活用が難しくなった。仕事を創

造するよりも個人の実績を求められ、従来ならマ

ネジメントポジションに就く年齢に達しても、昇

格できずにいる者も少なくない。入社時の期待と

入社後の現実がずれた世代である。

後期バブル入社層の人材特性、世代特性を丁

寧に分析すれば、彼らは会社へのロイヤリティが

高く、離職率は低い、コミュニケーションを重視

し、ゼネラリストとして様々な仕事をすることに

価値を見出す傾向がある。だとすれば、彼らはや

はり人ベース組織で活躍させたほうが、本人たち

にとっても会社にとってもハッピーなのではない

か。研究チームは、このような問題意識を持って、

彼らの潜在能力を現在の職場で引き出す方策を検

討した。

その結果、① 日本型組織の特徴である部門間

連携や部門間調整のキーパーソンとなるポスト

を用意し、そこへの昇進機会を作る、② 個人実

績に過度に焦点を当てないスペシャリストコー

スを設定し、専門技能の伝承、組織を越えた共

有化という形での、会社への貢献を促す、③ ロー

テーションの頻度を上げる、などの方策が提言

された。
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職場の位置付けについて重く 
受け止めている職場 

職場の位置付けを重く受け 
止めてはいない職場 

必ずしも職場の位置付けが高い職場だけが 
やりがいのある職場ではない！ 

やりがい感のある職場 

プライベート理解も含めたコミュニケーションが活性化している職場 

　　　　人間関係の基本理解が出来ている職場 
　　　　　　人材育成がきちんと行われている職場 

図表３　職場のやりがい感に効く要素

出所：ヒューマン研究会（18期）研究報告書

１　PM 理論：三隅二不二によって提唱された理論。集団の機能は「P 機能」（Performance Function ：目標達成機能）と「M 機能」
（Maintenance Function ：集団維持機能）に分かれ、P 機能は集団が生産性を高めるような働きをすること、M 機能は集団のチー
ムワークを強固なものにするような働きをすることと提唱した。
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この研究の美点は、バブル後期世代をその世

代特性、能力特性、意識特性などから多面的かつ

入念に分析できたことにある。解決策には具体性、

革新性の面で不十分さも残るが、前工程で行われ

た分析の丁寧さが、この世代を理解する糸口を豊

かに与えてくれた。研究対象としてはバブル入社

層が選ばれたが、「新卒採用急増ののちのポスト

削減」と一般化すれば、新卒採用が増加している

昨今、この研究が示唆することを再考する価値は

ある。

4．「ヒューマン研究会」の成果

2 つの研究が導いた解決策には課題も多く、必

ずしも革新的で即効性のある解が得られたわけ

ではない。しかし、「組織アーキテクチャー」と

いう概念を得て、現場で起きていることをその

視点から丹念に整理することにより、問題構造

への理解は大いに深まった。価値あるフレーム

を見つけ、メンバー全員でその活用方法を模索

した協働経験は、次の問題解決場面にも活かさ

れるはずだ。

研究会メンバーは、全 8 回の会合の前半で、

事例研究を通して価値ある課題を嗅ぎ取る嗅覚を

養い、研究会中盤に、真に自分たちが解きたい課

題を設定した。当然、どちらのチームも自分たち

が設定したテーマへのコミットメントは高い。

言わずもがな（阿吽の呼吸）が通じない異業

種のメンバーが集って、紳士協定のもとに可能な

限りの情報を交換し合い、相互に知恵を積み重ね

ていく。本研究会の特徴は、メンバーの真に自律

的な知的活動が存分に繰り広げられるところにあ

る。

図表４　前期・後期バブル入社世代の特徴

出所：ヒューマン研究会（18期）研究報告書


