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読者プレゼント（５名様）
『マンガでわかる新規事業開発 次世代事業リーダーの異分野参入ストーリー』
※本誌2020年6〜11月号、2021年3〜8月号に掲載した「新規事業で第2の創業をめざす」が書籍化されました

原作・解説：河野 賢一

作画：森元 智

出版社：オーム社
発売日：2022年4月8日

★応募は kinchu@map-net.org まで
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様：A5判／160頁
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【内容紹介】企業経営を左右する「新規事業開発」
や「事業承継」という重要な問題を、ストーリー性
を重視したマンガに織り込み、解説を増補。大学な
どの教育機関や企業研修テキストとしておすすめ！
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※お客様の個人情報は、商品発送のた
めのみに使用させていただきます。

本稿のテーマは「組織の多様性とイノベー

ション」です。以下の項目内容を、貴社のダイ
バーシティ経営にお役立てください。

・アフリカのことわざからの示唆と本質
・なぜ多様性が重要なのか

・イノベーションの本質とは

・イノベーションを起こす組織とは

それでは、ビジネスに当てはめ
て考えてみましょう。
●早く行きたければ 人で進め
他者に仕事を振るよりも、自分
でやってしまった方が早いと思っ
たことはありませんか。特に、管
理職やリーダーの方であればなお

しかし、一旦立ち止まって「皆

で進め」の〝皆〟の持つ本質を考

えてみましょう。ちなみに私の解

釈では、どんな〝皆〟でもいいわ

けではなく〝多様である組織〟が

遠くまで行けると確信します。

次に考えるのが、そもそも「多

組織の多様性とは

り、経験のある自分が対応した方

様性のある組織」とはどういう組

これは「短期的」には真実であ

さらです。

が、他者、とりわけ実務経験の浅

織なのかです。

●多様性、５つの必須項目

つの多様性」がある組織です。

の表面的なものでなく、次の「５

結論を言えば、年齢や性別など

い若手や新人などにやってもらう
よりも、早く、かつ高い成果が出
せるからです。

一方、このことわざの後半が本

●遠くまで行きたければ皆で進め
稿で掘り下げていきたい内容です。

があり、現在は自分の時間内で何

③「実践」の多様性

②「発言」の多様性

①「感性や思考」の多様性
If you want to go fast, go alone.

とかやりくりが出来たとしても、

④「失敗」の多様性

自分一人で出来る仕事には限界
If you want to go far, go together.

いずれ頭打ちになります。そこか

日本語訳すると、

ーで協力し相乗効果を発揮して、

ものが、図 です。

それぞれについて補足を加えた

⑤「人脈」の多様性
事を成し遂げるために皆で進め」

「早く行きたければ 人で進め」
という意味で、これはビジネスに

という発想が必要なのです。

「遠くまで行きたければ皆で進め」
も通じます。

1

多田 翼

1

1

らさらに遠くへ進むには「メンバ

のことわざです。

まず、ご紹介するのはアフリカ

アフリカのことわざ
からの示唆と本質

・組織の多様性とは
1

Aqxis 合同会社
代表

e ti tl e
Th

URL https://aqxis.biz

遠くまで行きたければ皆で進め！
ダイバーシティ経営の神髄
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特集企画／「ダイバーシティ経営」のススメ

実質的には後退である」という思

それが続けばギャップは大きくな

これを整理すると、

れる組織になれます。

太郎のようになってしまいます。

③「実践」の多様性

組織内で出た様々な意見を組み合わせて、それを色々なパタ
ーンで組み合わせ、新しいアイデアを実行します。実行のやり
方が多様な組織です。

④「失敗」の多様性

一つのやり方で失敗すればそこから学び、違うやり方ですぐ

多いかもしれません。しかし、失敗からの学びが多い組織は、

それが多様性になっているのです。

⑤「人脈」の多様性

自社（自分たち）だけでは直ぐに解決しない事柄も、誰に聞

けばいいか、誰にサポートが得られるかを組織の誰かが直感的

に気付き、問題解決につなげられる組織です。また、適宜、組

1

織に外部の情報や知恵が入り、場合によっては外部の人が組織

に新しく加入します。組織が活性化している証拠です。

の多様性があれば組織の中で大小

ドがあります。

・多様性があれば組織内で様々な

淘汰される

・現状
 維持は後退であり、いずれ

・統一
 化された多様性のない組織
は、変化へのベクトルが弱い

り、いずれは玉手箱を開けた浦島

統一化された組織、つまり多様

現状維持を避けるには自ら変化

なぜ多様性が重要なのか

性のない組織は「変化」というベ

を起こす必要があり、図 の５つ

考です。

組織において多様性が重要なの
クトルが弱く、自ずと現状維持に

に挑戦します。行動が早く中身も様々であれば、確かに失敗も

は、組織が存続するためで「生き

は、心理的安全性が確保され、違いを認め合うオープンマイン

様々な変化が常に起こり、自ら変

とです。皆が意見を気兼ねなく自由に言える雰囲気がある組織

なりがちです。ビジネス環境は常

自分の感性や思考から各自がそれぞれの意見を持っているこ

に変化しており、自社だけ止まっ

②「発言」の多様性

残りのため」と言っても過言では

考え方が多様になります。

ありません。そして、その前提と

ものごとや体験への感じ方など、それぞれの感性を持ち合わ

わるというイノベーションが生ま

せた人がいる組織です。感性が様々であれば、視点や切り口、

ている状態では取り残されます。

①「感性や思考」の多様性

して共有したいのが「現状維持は

変化が常に起こり、自ら変化し

イノベーションが生まれる組織

になる

イノベーションの本質とは

イノベーションを一言で定義す

るのであれば「未来の当たり前を

創ること」であり、裏返せば、今

はまだ当たり前ではない、もしく

は存在すらしていないことの創造

になります。

それは「多くの人が気付いてい

ない」
「先見性のある一部の人は

見えている、知っている」が、何

となく「怪しいもの」で、革新的

しかし、世の中に普及し人々に

であるとは思えていないのです。
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組織の多様性、５つの必須項目
図1

The serialization title

駒谷 誠

と組織には諸問題が発生します。そこで私は、2015 年に「組

織コンサルの会」を発足させ〝中小企業の組織作りの手法〟を、
同じ志を持つコンサルタントたちと日々研究しています。

してきましたが「業態や規模は違えども、概ね組織の問題の
私自身、7 年間で 30 社を超える企業を顧問としてサポート

本質は同じであり、また改善策の王道も同じである」という
結論に達しました。その本質を 5 回の連載でお届けします。

また、もう一つの前提条件とし

て「利益を生み出せない会社は組

織作りの対象ではない」というこ

とです。理由は、儲かっていない

会社のテーマは営業とマーケティ

ングであり、まずは利益を生み出

す商売を作り出す必要がありま

す。組織作りとは、その商売を実

行するための部隊作りなのです。

●組織作りにはコストがかかる

そして、組織作りはコストがか
そして会社が成長して、社員数

ジメントをさせたり、会議に時間

い。例えば、営業のエースにマネ

かる施策であると認識してくださ
が 人〜 人を超え始めたときか

きをかけてください。

らがリーダーシップ論を学び、磨

規模を越えないケースは、社長自

儲け続けるための組織作り
中小企業の組織作りの実態
組織作りの「前提条件」

● つの条件設定

URL https://soshiki-consul.com/
E-mail info@soshiki-consul.com

ら、よくある組織問題が現れるよ

り、そうした組織作りに関する稼

中心とした会社になるので、企業

逆に 人以下の場合は、社長を

がうまくいくケースが多いです。

業部単位での組織作りを考えた方

それ以上になると会社よりも、事

ミングで破綻をきたすことになり

になるので、いずれどこかのタイ

が、組織問題を抱えたままの拡大

社は堅調に大きくなっていきます

利益を生み出す仕組みがあれば会

聞かれる言葉です。確かに、高い

これは、とても多くの企業から

す。しかし、収益として効果を生

ことができ永続性も担保されま

なれば、より効率的に商売を行う

もちろん組織が機能するように

ナスの行為になります。

とは、むしろ利益を圧迫するマイ

織作りに時間と費用を投資するこ

益を上げてない会社にとって、組

組織という概念は基本的に必要な

千人程度を想定しています。

く社長のリーダーシップで牽引す

むのは少し先の話です。

ます。

ら

をかけたり、研修に時間を割いた

る中小企業の規模は「少なくとも

働はすべてコストとなります。利

20

会社」になります。上限は経験か

15

る小さなチームになります。この

題がある」

「利益は出ているのに、組織に問

前提条件として、本稿で解説す

組織コンサルの会
代表

うになります。

20

社員数が 人〜 人を超えている

15

2

1

15

第1回

熱心にビジネスに取り組み、利益を上げて社員数が増える

30

儲け続けるための組織作り

組織作りの「問題点」

まとめました。さて、貴社はいか
がですか。当てはまる状況はあり
ましたか。
図 に挙げた現象は、社員数が
1

人を超えて利益が出ている会社

20

●社員増で組織がダメになる

・報酬制度を整備したが、社員の納得感は全く得られていない
・社長の方針やビジョンが現場に正しく届かない
・現場の状況を社長が正確に把握できない

・社長は本気で働かない社員に対して不満と不信が増大

・社員も現場の気持ちを理解してくれない会社と社長に不満と不信
が増大

・結局、会社はバラバラで個人任せ、個人頼みの事業となっている
・マネジメント機能もなく、最悪の場合、現場はモラルダウン

・組織の問題で退職者が増加

・採用ばかりにお金がかかり、利益を圧迫

であれば概ね起こる現象であると

前述の対象会社（社員数が 人
20

が登場

言えます。もし、組織作りに関す

・ルールを定めると、言われたことしかしないアルバイト的な社員

を超えた場合）では、どのような

一体感がない

問題を抱えているのでしょうか。

・色々な仕事観を持つ社員が登場し、皆バラバラで組織として全く

る施策を行なっていなければ〝自

・やらされ感があり、全く活性力のない職場

図 に「よくある組織問題」を
1

・社内に広がる漠然とした不安と不信
・報酬や仕事に対する不平等感

然と社員数が増えていきますが、

会社は、商売が順調であれば自

が、実際にそれが実現してしまう

ビジネスモデルを作ろうとします

して、強い商品・ブランドや強い

大原則に事業を営んでいます。そ

逆に、商売しか目に入っていない

と組織には問題が生じるのです。

然と発生する〟ものです。

と組織はいずれ崩壊して行きま

上がる仕組みができあがると、社

理由は明確で、効率的に利益が

その一番の理由は、社長一人で

員が頑張らなくても儲かってしま

す。
は、会社全体、全社員を見ていら

うからです。社員は実によく会社

増えるだけで組織がダメになって

は後述しますが「会社は社員数が

況に陥ってしまうのです。解決策

・問題意識のない社員でも儲かる

・変化する気のない社員でも儲かる

・社員がバラバラでも儲かる

・管理職が機能しなくても儲かる

つまり、

本気で頑張らなくなるのです。

を見ていて、会社が儲かり出すと

れなくなるからです。
会社が小さな頃は活気があり皆
で協力し、将来の夢を語りながら
頑張っていた組織ほど、その組織
が大きくなると、図 のような状

いく」そんなリスクを抱えている

「 今、 儲 か っ て い る か ら 会 社 は

・頭を使わない社員でも儲かる

大丈夫だろう…。自分一人が手を

と認識してください。

さらに、もうひとつのリスクは

抜いても何も変化はない」と、多

そんな恐ろしい状況になります。

です。非常によくある話で、私の

「組織は儲かるだけで駄目になる」

●儲かると組織がダメになる

1

本来、会社は永続性を求めて事

目にしていくのです。

す。その驕りと勘違いが組織を駄

くの社員が安易に、普通に考えま
結ぶ前に、この状況に陥っていま

クライアントの 割が顧問契約を
8

当然、企業経営は儲けることを

した。
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よくある組織問題
図1

アルバイトの求人· 採用から
戦力化へのロードマップ
大型スーパーマーケット現役店長の奮闘記

第3回

人材育成の本質を理解する
将来有望なアルバイトを採用してみたものの、その後に待

原作／山田店長
大手スーパーマーケット現役店長
Blog https://aoikirin.com
Twitter https://twitter.com/yamada_tencho
お問い合わせ https://aoikirin.com/contact/

マンガ／森元 智

ち受けている人材育成の青写真を、貴社では描けていますか。
今回は、人材育成の本質を深堀りして、先にある未来予想図
を描いてみます。テーマは「人材育成と教育の違い」
「環境作
りが人材育成の肝」
「環境の仕組み化とその土壌を醸成する」
になります。
44

坂本さん
新しいバイト
スタッフの
山本くんです
坂本です
よろしくネ！
山本です
よろしくお願い
します

山本くん
落研なんだっ
てねぇ〜
やっぱり
広まっちゃって
ますか⁝

彼は
バックヤードと
売場の両方とも
業務可能です
詳しい業務の
レクチャーを
お願いします

わかり
ました

店長の仕事は
売上アップ！

それは﹁人﹂に
成長してもらうことで
達成されます
人材育成は
どの業種・業態
店舗でも難しい
ですからね

そう
人が増えれば
増えるほど⁝
名の社員と

いるからね

人の上に立つには
人材育成と組織力アップを
目指さないと！

ＳＥＩＭＡＲＵには

アルバイトが

３００人のパート

２０

ところで
人材の﹁育成﹂と
﹁教育﹂の違いが
わかりますか？

えっ？

中小企業経営研究会／ご注文書

最新号

月刊 近代中小企業「KinChu」（付録小冊子付）

注文冊数

「ダイバーシティ経営」のススメ...............................................................................................
2022 年 5 月号 ×（
■価

格：セット販売
本誌のみ

最新号

1 冊 2,450 円（税＋送料込）
1 冊 1,900 円（税込）
（＋ 送料150 円）

小冊子「速習」（付録小冊子のみ）

注文冊数

エクセル関数の使い方〔基礎編〕.............................................................................................
2022 年 5 月号 ×（
■価

格：1 冊 700 円（定価 500 円 ＋ 税）
（＋ 送料150 円）
10 冊以上ご注文の場合は 1 冊 550 円（税込）
、送料は無料です。
20 冊以上ご注文の場合には割引有。

■発

）

送：原則注文受付後の翌営業日（平日）に発送。

■ 支払方法：銀行振込。商品発送時に請求書を同送いたします。
※その他、バックナンバーのご注文もお待ちしております。
※ご注文はメールでも承ります。kinchu@map-net.org までお申込ください。

）

