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１．はじめに:柔らかな組織

的にまかされたものとなっている。
次に２）人事レベルの対応として、

重要な役割を果たすようになるので
ある。

今、組織･人事･教育の分野で、組

個人の職場における様々な役割やそ

織の状況対応力を高めるための新し

の遂行のために必要なスキルや知識

い考え方が動き始めている。それは

をベースとするのではなく、より全

組織・人事・教育の仕組みを、激変

人的な状況対応力とでも呼べる、ト

する環境変化に効果的に対応させる

ータルな人間力をベースした個人の

ために柔らかにするという、柔らか

力･能力・活動を重視するところに特

もちろん従来からインフォーマル

な組織の考え方に他ならない。この

色がある。この人事の仕組みでは、

な活動としての小集団活動や、個人

考え方は、１）組織レベルの状況対

従来の人事の基本にあった、個人を

の能力を重視した人事制度は企業で

応力促進のため、仕組みや構造、組

序列づけするグレーディングのもと

積極的に活用されてきている。しか

織内のフォーマルなプロセスに頼っ

として、役割やスキルに基礎を置く

しいまうまれはじめようとしている

た対応ではなく、組織における自発

という考え方から離れ、むしろこの

この柔らかな組織理論は、この従来

的な任意集団（コミュニティ）をベ

全人的な人間力をベースとして、コ

のアプローチとは根本的に異なるパ

ースとしている点に特色がある。こ

ミュニティやプロジェクトの運営を

ラダイムで構成されている。それは

の考え方では、コミュニティを組織

はかるためのサポートシステムとい

新しいアプローチが自律型人材を念

内外のメンバーにより構成し、従来

う考え方がベースとなっている。そ

頭におき、かれらの自発的・プロア

のプロジェクトマネジメント型組織、

れゆえ、３）教育レベルの対応とし

クティブな行動をベースとしている

エンパワメント型リーダーシップ、

ては、個人の力の開発を行うために、

点にほかならない。例えば従来の小

小集団活動などとは異なる運用を基

自発的集団であるコミュニティ活動

集団活動は自発的・インフォーマル

礎においているものである。従来の

を利用した Action

Learning が新

な活動というニュアンスで語られる

アプローチでは、プロジェクトマネ

しい能力開発のメカニズムの中心に

ことがあったが、それはあくまでも

ジメントも小集団組織にしても、具

すえられ、又個人のキャリア開発と

建前であり、具体的なテーマの選定

体的な目標達成のため、方針･プロセ

しても組織にとって必要なスキルや

や、メンバーの人選などは組織によ

スを明確にし、目標達成のためにそ

役割をどのように積み重ねるかとい

り計画され、特定の組織目標達成の

の活動をきちんとコントロールする

うよりも、継続的に自己が必要とす

ための手段という色彩が極めて強か

というものであった。ところが、こ

るスキルや知識を身につけ続けるた

った。そして活動の結果として、組

のコミュニティの活動は、メンバー

めのエネルギーの重要性の認識や、

織へのコミットメント、集団へのコ

もリーダーの選抜も、そしてテーマ

自己の価値観と仕事との関係性をよ

ミットメントを要求するものであり、

の選択もすべてコミュニティに自律

り重視する新たな教育プログラムが

自律型とは異なる方向性への誘導が

２．従来の組織の側からのアプロ
ーチとの相違
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組織によりなされていた。

織主導で教育する経営研修所と異な

や社会の至る所にコンピュータが存

ところがこの新しい自発的な柔ら

り、自律型人材の自律性に基盤を置

在し、コンピュータ同士が自律的に

かな組織では、コミュニティは組織

くコミュニティをサポートし、アク

連携して動作することにより、人間

の側のイニシアティブによる、特定

ションラーニングのコンセプトに基

の生活を強力にバックアップする情

の目標達成のための予定調和型のも

づき、それを人材啓発に活用し、新

報環境。1989 年に Xerox 社のパロア

のではない。むしろまったく任意に、

しいビジネスモデルの開発や状況対

ルト研究所が提唱した概念である

メンバーが自発的にコミュニティを

応力づくりに積極的に活用するので

（情報通信辞典）。この概念をベース

形成し、テーマを自主的に選定し、

ある。

に、ソニーは 2001 年の 4 月よりユ

活動スケジュールも任意に組むとい

ビキタスネットワークという表現を

う方式から成り立ち、この集団が構
築する情報、活動が組織の状況対応

社内で使用しはじめている。又この

３．組織の生き残り戦略

力を強化するという役割を担ってい

ようなコミュニティの理論が、環境
変化の激しいシリコンバレーのナレ

る。このコミュニティの活動の生産

すでに上述したが、このような新

ッジマネジメントのコンサルタント

性・成果は、従来の予定調和型の組

しい理論がうまれはじめてきた背景

から生まれてきている点にも注目し

織論による生産性とは一線を画すも

には企業をとりまく環境の変化、企

たい（Wenger ，Communities

のであり、またそれゆえ従来の効率

業や企業の中の個人が従来保有して

Practice, 1998, Wenger & Snyder,

論から議論することは難しい。残念

いた価値観の崩壊があげられよう。

HBR,

ながら組織にどのような環境変化が

従来の組織では予定調和型の組織･

私がいまひとつ注目している動

影響し、それに対し、組織がしっか

人事･教育･キャリア開発のシステム

きはコミュニティ活動のサポートに

りとした方針･目標を立てて、対応策

が構築されていた。先がある程度読

関するコーポレートユニバーシティ

のプロセスを上から下にブレークダ

めるからこそ、具体的な目標を確定

（以降 CU と略）の動向である。富

ウンし構築していくという、予定調

することができ、それを達成するた

士ゼロックスのバーチャルハリウッ

和型の従来の生産性･効率性の概念

めのプロセスや手段が明確化されて

ドも富士ゼロックスの CU の役割を

からは測ることができないのである。

きたのである。それを私はフォーマ

担う人材開発センターが黒子となり、

むしろ先が見えず、従来の価値観が

ルな組織･硬い組織と考えている。と

その運用のために、各カンパニー部

崩壊する時代の新しい状況対応力づ

ころが企業環境の激変で予定調和パ

門から選ばれた人たちを 7 ヶ月間期

くりであり、効率型生産性に対して

ラダイムが崩れ、先が見えない状況

間限定で異動させている点である。

バウンダリレス（境界･役割分担の仕

に立ち至った時、目標達成のための

企業にとり必要なスキルや知識を組

組みを超えた状態）の仕組みの中か

具体的なプロセスを組み込んだ組織

織主導で教育するための従来型の経

ら新しい価値を創造していく運動に

編成では対応が難しくなってきてい

営研修所とは異なり、自律型人材の

他ならない。それゆえ、従来の組織

る。むしろ様々なコミュニティを組

自律性に基盤を置くコミュニティを

理論（分業、組織の縦横という直線

織内に大量に自然発生させ、各コミ

サポートし、アクションラーニング

的な仕組みを重視する制度）、人事理

ュニティを非直線的にネットワーク

のコンセプトに基づき、それを人材

論（役割・機能分担をベースとする

で結び、そこから新しい価値やビジ

啓発に活用し、新しいビジネスモデ

制度）、教育理論（スキルや知識を重

ネスモデルを創造し、新しい活動の

ルの開発や状況対応力づくりに積極

視するアプローチ）とは異なる、非

芽とする状況対応力を組織の中に作

的に活用するシステムの構築は CU

直線的な、自律型の人間力を重視す

りこむアプローチが重要となってく

の活用でより機能するようになるの

る、新しい組織理論をベースとして

るのである。

ではないかと考えている。

2000,

of

Jan-Feb）。

いるのである。そしてこれをサポー

そのようなコミュニティにユビキ

トするメカニズムとしてコーポレー

タス組織、ユビキタスネットワーク、

ら経営の現場では必要という指摘は

トユニバーシティを設立し、その活

あるいはユビキタスコミュニティと

なされていた。一昔前に発表された

動としてコミュニティの運営･サポ

いう表現を使用する動きも出てきて

日経ビジネスの会社の寿命では、売

ート、それを活用した人材啓発を行

いる。ユビキタスとは至る所にある、

上高ベースで日本企業のトップ百社

うことを提案したい。従来のような

偏在する、という意味であり、ユビ

にランキングされている期間はほぼ

企業にとり必要なスキルや知識を組

キタスコンピューティングとは生活

30 年、そして 1999 年に発表された

もちろん、このような指摘は昔か
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新会社の寿命では、株価時価発行総

活動と個人の日常的な活動を比較し

を活用することにより、一般のメン

額で見た場合の同じくトップ百社に

た場合、例えば仕事における情報量

バーにも自己啓発の場としてそれを

ランキングされている期間は、米国

の多さ、仕事へのやりがいやコミッ

活用することが可能となるのである。

で 5 年、日本でせいぜい 7 年という

トメントという側面から言えば、部

結果となっている。会社の寿命では

分的に逆転し、コミュニティにおけ

本業比率の低いこと、また、新会社

る活動が実態の活動を上回ってしま

の寿命では、企業の環境変化への対

うケースがユビキタスに生起してき

応能力が企業の寿命を長引かせる重

ていることが報告されている。

４．柔らかな組織における人間力
の回復と教育への対応

要な要因となっている。要は会社の

自律型人材をベースとした組織に

これらの一連の活動変化の中で、

生き残りには何といっても危機感を

おいては、仕事のやりがい、すなわ

私は情報データベースの構築と情報

持続し、変化対応の仕組みが内臓さ

ち仕事に自分の価値や想いを創りこ

検索エンジンの活用からヒューマン

れている、機動的な組織が必要とさ

む仕組みがとりわけ重要であり、そ

ポータルの活用へという点も強調し

れていたのである。そのために、硬

れが組織の生産性･価値創造につな

ている。これは少し説明が必要な活

直的なフォーマルな組織に対して、

がっていくのである。参加メンバー

動変化であろう。情報データベース

臨機応変に対応できるプロジェクト

が自分の意思に基づき、完全に自律･

とは Web 上で活用されるデータベー

マネジメントやエンパワメントの仕

自己責任型で、自分で手を上げてコ

スであり、それを活用するには当然

組みの重要性が唱えられてきた。と

ミュニティに参加し、採り上げるテ

のことながら、様々な検索エンジン

ころがいくらこのような組織を構築

ーマもメンバーの主体的意思にまか

の構築とその活用スキルの獲得が必

したとしても、それは組織のフォー

され、そして活動プロセス･スケジュ

要となるのである。多くの企業で情

マルな側面を機構的に温存させた上

ールも参加メンバーの自主的な判断

報活用はこのようなアプローチに急

での運営上の対策とでもいえるもの

にまかされるようなコミュニティ。

速に傾きつつあるが、これはもちろ

であった。言いかえるなら、プロジ

このようなコミュニティを大量に組

んハードな組織の仕組みの情報活用

ェクトチームを用いたとしてもそれ

織内にユビキタスに発生させ、その

に他ならない。ところがヒューマン

をサポートするバックアップ機構と

コミュニティを柔軟にリンクさせる

ポータルとはこのような情報を検索

しての従来のピラミッド型組織は温

という対応が新しい組織論として登

エンジンに頼るという方式ではなく、

存され、結果的には機動的なプロジ

場してきているのである。このよう

よく知っている事情通の生身の人間

ェクトの活動評価が、実はこのピラ

な完全自律型のインフォーマル組織

に初期情報の検索を頼るという方法

ミッド型組織の枠の中で行われてお

のリンケージを組織内に多数発生さ

にほかならない。情報検索では、そ

り、またエンパワメントは多分に責

せるアプローチを、筆者はユビキタ

の仕組みや活用方法を熟知していな

任だけの委譲で、完全に PDCA のサ

スコミュニティと呼んでいる。

いと大量の情報を検索し、その中か

イクルを下に落としこんでいく対応

又、このユビキタスコミュニティ

らさらに必要情報を選択するという

とは異なったものであった。要は、

は自律型人材の教育に積極的に活用

厄介なステップを経なければならな

インフォーマル組織、マトリックス

されるべきであろう。従来、このよ

いのである。情報を知らないからこ

組織、あるいはバウンダリレスの活

うなコミュニティの活用はｴﾘｰﾄ教育

そ、検索エンジンを活用しなければ

動（部門を超えた活動など）といっ

に限定的に活用されていた。特に

ならない素人検索者が、必要情報の

たとしても、組織をまとめるための

Action Learning、Hardship Testing、

選択に関するキーワードを知る由も

権限はあいかわらずピラミッド型組

自分の領域を越えた仕事へのチャレ

ない。ヒューマンポータル･パワーコ

織に残っていたといえよう。

ンジなどがエリート教育に活用され

ーディネーターの活用とは、このよ

しかし、いま起こりつつある柔ら

ていた。しかし、このような教育は

うな初期情報の検索をむしろ事情通

かな組織、自律的なコミュニティ活

いずれも手作りであり、時間、コス

の人間に頼り、かれらの知識･ノウハ

動は、このフォーマルな側面を内部

ト、手間隙のかかる教育カリキュラ

ウに頼るという対応法なのである。

から崩していき、その力関係を逆転

ムである。当然のことながらコスト

私はこのような役割をパワーコーデ

させる可能性をもった動きに他なら

パフォーマンスを考えた場合、エリ

ィネーター、ナレッジインティグレ

ない。富士ゼロックスのバーチャル

ートに限定された教育であった。と

ーター（花田

ハリウッドでは、このコミュニティ

ころがユビキタスコミュニティの場

能と条件、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊｰﾊﾞｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾚ

1995、コア人材の機
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ﾋﾞｭｰ）などと表現し、バーチャル組

ャルスタッフのリティンなどの求心

なインフォーマルなネットワークの

織時代の新たな組織内の役割として

力となるものである。それは、変化

出現により、新しい情報の流れが組

提言してきた。そしてこのようなヒ

する環境の中で、組織力向上に積極

織の中に始まっているのである。自

ューマンポータル･パワーコーディ

的に活用される可能性をもったもの

立的な集団を例にとれば、e-mail の

ネーターの育成･認知･活用は前述の

であり、それゆえ組織の状況対応力

コピーを上司に送らない限り、ある

コミュニティによりなされるのであ

を高める仕組みととらえられるので

いはリーダーがこの情報集団のメン

る。

あ る 。 し か し Communities of

バーに登録されていない限り、情報

Practice の活動は、「プラクティス」

はリーダーには届かない。そして、

不確実性の高い環境の中での組織対

という言葉で表現されているように、

メンバーの判断により、情報が送ら

応力として機能するが、それと同時

目標達成のために明確に計画された

れたり、送られなかったりという下

に自律型人材の教育に積極的に活用

プロセスとは異なるものである。繰

からの取捨選択により、情報が交換

されるべきであろう。従来、このよ

り返しになるが、「プラクティス」は、

され、交錯し、様々なユビキタスコ

うなコミュニティの活用はエリート

従来の小集団活動の「プロセス」と

ミュニティの中やその間で情報交流

教育に利用されていた。特に、Action

は異なり、自律した個人による自然

が行われているのである。既に現実

Learning、Hardship

発生的な活動をベースとした新しい

の問題として、情報の流れを念頭に

分の領域を越えた仕事へのチャレン

組織パラダイムをベースとしている。

置くなら、状況対応力の基盤として

ジなどがエリート教育に活用されて

そしてこのような仕組みを構築する

の情報交流においても、職制上の組

いた。このような教育はいずれも手

こ と に よ り 、 新 し い Learning

織とユビキタスコミュニティの力関

作りであり、時間、コスト、手間隙

Organization が形成されていくので

係の逆転が既に起こっているのであ

のかかる教育ｶﾘｷｭﾗﾑである。当然の

ある。

る。

このような一連のソフト的対応は

Testing、自

ことながらコストパフォーマンスを

この Communities of Practice の

しかもフォーマルな組織は朝令暮

考えた場合、エリートに限定された

好例は富士ゼロックス社が実践して

改、いつどのように変更されるか予

教育であった。ところがこのような

きた、新規ビジネス･業務プロセス改

測がつかない。このような変化があ

教育はむしろコミュニティの場を使

善のためのバーチャルハリウッドと

っても組織が流れていくには、一連

用することにより、一般のメンバー

呼ばれる一連の活動や、アクセンチ

のユビキタスコミュニティの存在を

にも自己啓発の場として活用するこ

ュ ア で 活 用 さ れ て い る

より前面に押し出し、その機能と活

とが可能となるのである。

Communities 活動であろう。両社に

動を積極的に活用するという認識が

共通に見られる活動の特色は自律し

必要なのである。これからの

た個人を前提とした完全にインフォ

Learning

ーマルな、そして社員間の自由な情

ユビキタスコミュニティのサポート

報交換のメカニズムをベースとして、

メカニズムをどのように構築するか

す で に コミ ュニテ ィ に関 して は

そこから新しいビジネスモデルを全

が、組織の力を高めるには重要な課

様々な角度から述べてきた。このコ

社的に開発していこうという運動で

題となるのである。

ミュニティは単なる趣味のクラブや

ある。このようなコミュニティ活動

ｸﾞﾙｰﾌﾟ、会社外の活動における個々

はこれからの組織の発展･変革にお

人の生きがい追及の場というもので

いて重要な役割を果たす可能性を有

ない。むしろ組織内コミュニティの

している。

５．Communities of Practice

Organization にとって、

６．まとめ：Community 活動の実
践が自律型人材の組織求心力の
重要な要素に

活動により、組織の状況対応力を高

これらのコミュニティ活動はイン

め、又それに個人が参加することに

フォーマルであり、自律的な問題意

より、個人のキャリア競争力を高め

識をもった集団により構成されてい

この一連のコミュニティ活動は組

るという位置付けをもったものであ

る。しかし、現実の組織は職制上の

織の状況対応力強化にとどまらない。

る。Communities of Practice は、戦

リーダーの元、そのリーダーの権限

むしろ個人の活動をより積極的にし、

略推進、新規事業の創造、問題解決

をベースとした組織運営がなされて

自律志向の個人間の信頼関係を向上

の手段、ﾍベストプラクティスの浸透、

いる。ところが、テレコミューティ

させるのに役立つのである。その信

個人のレベル向上、ハイ・ポテンシ

ング、情報コミュニティの進展、様々

頼関係を組織にとって重要な資産と
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して捉え、新しい組織理論ではこれ
を Social Capital と呼んでいる。そ
こから自律型人材の組織求心力が生
まれてこよう。これからの組織にお
いては教育のコンテンツの選択は個
人中心になってこよう。組織が単に
教育機会の提供（時間や金銭的なサ
ポート）に視点を移していくように
なる時、むしろ組織がどれほどこの
コミュニティの生成や活動支援に熱
心かが重要な差別化につながってい
くのではなかろうか。教育内容が個
人によって選ばれる時代に、コンテ
ンツ自体は求心力とはなりえない。
むしろこのコミュニティの存在は、
自律的な新しい個人をベースとした、
そして自己責任で個人が個人のキャ
リアを開発していく時代においては
重要な自己啓発の場として機能して
いくようになるのである。そして、
それが新しい自律的な個人にとって
の組織求心力になるのである。それ
ゆえ、このコミュニティは個人の
Employability

と

組

織

の

Employmentability (組織求心力)を
つなぐ場となるのである。
（2001 年 9 月）
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