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連 載

　社員個人の私的な事情をパッ
ケージとして会社が受け入れ、均
質性の文化とマッチングさせる試
みが広がっています。
　多様性への対応が、採用や定着
のために欠かせない「福利厚生」の
施策だという認識は、まだ根強い
ようです。組織が均質性から抜け
られない理由は多様性が利益につ
ながらないからだと考えられます。
　多様性は本当に「無駄なもの」
なのでしょうか。

皆が似ていれば、
だれも気がつかない

　閉じ込められた会議室のなかの

定例ミーティングの席では、若い

社員が自分で作成した資料を、出

席しているマネージャーと、「あ

なた」も含めた数名のチームリー

ダーたちに配付しています。

　そこには大量の棒グラフやコメ

ントが記入されていて、いままで

ミーティングでは配付されたこと

のない資料でした。

　それはプロジェクトにかかわっ

ている30名ほどのメンバー全員

の職歴の一覧のようでした。よく

みるとほかにも、他のプロジェク

トや営業チームのメンバーや客先

の担当者の職歴まで表示してあり

ます。

　こんなことをどうやって調べた

のか、本当に正確なのかと、リー

ダーたちはうめくようにつぶやい

ています。「あなた」は若い社員

に以前からいろいろな質問や相談

を受けていたこと、その際、過去

に自分がかかわったプロジェクト

について話していたことを思い出

しました。

　ハリのある若い社員の声が無味

乾燥な会議室にこだまします。

　「メンバーの離脱も大きな問題

ですが、そもそも業務量自体が増

えてしまう事態も考えたほうがい

いのではないでしょうか」

　「自分の経験は少ないのですが、

最終テストの段階になって、お客

様が意図していた機能が実現して

雨の後はぬかるみを避け、
日差しを立木づたいに和らげて、
2人は肩を並べて歩いた。
男は、金を返さない友人や
病気で死んだ母親の話をした。
私は世の中の不正や、
昨夜の夢について話した。
5日間で2人が喧嘩をしたのは、
男が私の食べ物を盗もうとした、
たった1回だけだった。
分かれ道で2人は別れた。
男は西の港へ、私は東の峠へ。
名を知らないことを思い出して
振り返った時、男はもう
砂粒のように小さくなっていた。

同じものを見ても、違う何かを思い出す
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で、会社の採用担当者とは気軽に

話せる間柄になっていました。

　土木分野でトンネル掘削の仕事

をしているという社員の話を聞い

ているときに、取材中にもかかわ

らず、採用担当者がしきりに話に

入りたがっていることに気がつき

ました。それまでそのような気配

を彼から感じたことはなかったの

で、違和感を感じました。取材に

とって「違和感」はとても貴重な

ものです。違和感のなかにこそ、

いままでみえていなかった情報が

顔をのぞかせているからです。

　私は社員への取材を中断して採

用担当者の話を聞くことにしまし

た。

　彼は堰を切ったようにトンネル

掘削の仕事の特殊性について話し

始めました。

　「トンネル掘削は筋書きのない

ドラマのようなもので、実際に穴

を掘ってみないと地質が岩盤なの

か、どこに水脈があるのかといっ

た基本的な情報さえわからない」

　「そのために現場の社員は、突

然起こる前例のない事態に翻弄さ

れる。限られた時間と資源のなか

で、知恵と技術を結集して解決策

を考え、迅速に実行していく」

　「これはプロジェクトであり、

現場の社員のチーム力が中心にな

る仕事」

　「学生はプロジェクト型の仕事

の面白さを理解してくれない」

　以上のような話だったように記

憶しています。

をもっていることに気がつきます。

　会議の参加者がまず、マネー

ジャーや若い社員が提示する考え

や議題に対して「たしかに、その

とおりだ」と共感し、その次に、

「でも私の場合は」と共通認識と

は異なった個人的な差異を提示し

ています。共感と差異の表出を繰

り返すことで、しだいにさまざま

な情報が「個人的な考え」として

表に出てくることを感じます。

　いくつかの具体的な課題が表に

出てくると、あるリーダーが若い

社員に向かってつぶやきます。

　「でも、この職歴表のようなも

のは何のためのものなの？」

それは意味が違う

　相手が何かを伝えたがっている

のに、自分にはそれが何かわから

ない、という経験をしたことがあ

る方も多いでしょう。多くの場合

はそんな経験はすぐに忘れるもの

です。自分が理解できないこと

は、自分にとって価値が低いこと

だからです。それこそが均質性の

もっている危険な罠でもありま

す。均質性は情報そのものを封印

してしまいます。

　会議室からしばらく離れて、私

自身がある会社の入社案内を制作

した際の経験を紹介します。それ

はバブル景気絶頂期の1980年代

末のことでした。

　ある中堅ゼネコンの取材をした

ときのことです。東京、名古屋、

大阪と取材行脚をともにしたせい

いないというケースがあって、や

り直しになったことがあります。

お客さまからの信頼も失いかねま

せんし、業務量も増えました。

作っている商品の意図をもう一

度、全体で確認しておいたほうが

いいのではないかと思います」

　この声をきっかけにして、リー

ダーたちはそれぞれの記憶から、

仕事の背景にある意図を、自分の

チームの担当の範囲で、自分はど

う認識しているのかを話し始めま

す。はじめは皆が共有しているは

ずの大枠の共通認識から始まり、

しだいに細かな点に話題が移って

いきます。

　「いまさらどうしてこんなこと

を確認しなければならないのか」

といった反応はあまりありません

でした。結局、後になって問題が

発覚するより、できるだけ早くわ

かって危険を回避したほうが負担

にならないことを、出席者たちは

わかっているからだ、と「あな

た」は感じます。

　マネージャーが「たとえばお客

さまの現場からクレームが出る場

合はないだろうか」と話しかける

と、十分に検討されているはず、

という共通認識に対して、１人の

リーダーから、このまま進んだ場

合、都合で犠牲にしてきた特定の

使い勝手の悪さが、テスト段階で

問題となるのではないかという意

見が出ました。

　「あなた」は、若い社員が主導し

ているいまの議論が、一定の手法
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30名ほどが働いていることにな

ります。「あなた」もリーダーの

１人です。

　マネージャーの役割は、リー

ダーたちをまとめてプロジェクト

全体を進めていくことと、並行し

て進んでいる他のプロジェクトの

マネージャーと調整し合ってビジ

ネス全体がうまくいくように推進

することでした。

　若い社員はどうやら、プロジェ

クトのマネージメントを学ぶため

にマネージャーについて仕事をし

ているようでした。

　「この資料は、課題が出てきた

ときにチームのなかのどこに、ど

んな専門知識や経験をもったメン

バーがいるのかがみえるようにし

たものです」

　若い社員の言葉に、リーダーた

ちは黙り込んでしまいました。

　「あなた」の隣にいたリーダー

は、自分のチームについてはよく

わかっているし、他人のチームの

メンバーの職歴に興味をもつ暇な

どない、とつぶやきました。

　あるリーダーが諭すように若い

社員に言いました。

　「まあ、一人ひとりに面談して

一覧にまとめた努力は認めるよ。

しかし、いったんこの種のデータ

ベースを作ったとしても、人や仕

事の状況は刻々と変化してしまう

からデータを常に更新し続けなけ

れば意味がない。それにはとんで

もない時間とコストがかかる。そ

もそもいったいだれがどんなふう

学をもっていることに気がついた

からです。

　オペレーションという言葉を素

朴な感覚でとらえると、ピラミッ

ド構造のなかでの情報の一方的な

流れがイメージできます。そこで

の「マネージメント」は情報を

「少数の出す側」から「多数の受

け取る側」へ均質に移動させるこ

とを意味します。しかしプロジェ

クトでは、現場に情報が集中し、

権限が移譲されることから、情報

を出す側が多様性に富んで多数に

なり、ピラミッド組織はそのまま

では機能しなくなります。

　ピラミッドが逆さまになってし

まったときには、「マネージメン

ト」とはいったいだれに何をする

ことを意味することになるのだろ

うか。私は深淵を垣間見るような

興奮を覚えたことを思い出します。

見えるものは、
見えないものから
できている

　会議室には全体を管理するマ

ネージャーが１人と、各チームの

リーダーが集まっています。リー

ダーは現場でそれぞれ数名のメン

バーを部下として管理していま

す。部下といってもパートナー会

社のベテラン社員もいましたから

年齢も経験もさまざまでした。会

議室にはリーダーが５名ほどいる

ので、このプロジェクト全体で

は、リーダーとメンバー合わせて

　私は最初、彼の熱意と話の内容

とにアンバランスさを感じまし

た。以前からゼネコンやハウジン

グメーカーを取材した経験もあ

り、施工監理という、建築科の学

生が体験したことのない特殊な世

界を学生に理解してもらうことの

難しさは知っているつもりでした

し、エンジニアリング会社を担当

した際には属人的で現場優先の課

題解決の仕事を知る機会に恵まれ

ました。彼はそのようなことを伝

えたいのだろうという感覚から離

れることができなかったのです。

　反応が芳しくない私に対して、

彼が「プロジェクトの仕事とオペ

レーションの仕事は性質が逆で

す」と興奮して語ったときに、よ

うやく彼が何をいいたいのかが理

解できたような気がしました。

　当時の私は、プロジェクトとオ

ペレーションは組織のなかで美し

く役割分担されているものだとい

う感覚をもっていたのだと思いま

す。反対語としては認識していな

かったのです。もちろん、プロ

ジェクトもオペレーションも、そ

の言葉自体はごく一般的な普通名

詞で、対義語として知られている

わけではありません。

　しかし仕事のなかで、あえてそ

れを反対の意味をもつ言葉として

認識したときに、私は突然目の前

に新しい世界が広がることを感じ

ました。プロジェクトというワー

クスタイルは組織のピラミッド構

造を逆さまに転倒させてしまう力
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クトがうまくいく」といった経験

を重ねてきた結果だったといえる

でしょう。

　このように、たとえ特殊なケー

スだとしても、プロジェクト型の

仕事のなかでは、多様性が組織の

利益につながる例が確かに存在し

ています。

　逆にいえば、均質なオペレー

ション文化への依存を、プロジェ

クト文化に依拠する業務に変える

ことが、多様性を組織の利益につ

なげる道だともいえます。

　しかしここで私たちは、よりよ

い就業環境の実現を阻み、多様性

を利益につなげることを阻む、ラ

スボスに並ぶもう１つの壁「裏ボ

ス」に向き合うことになります。

　それはプロジェクトとオペレー

ションを問わず立ちはだかり、シ

ニシズムや均質性にもとらわれて

いない、ラスボス以上に解決が困

難な壁。すなわち「局所最適」で

す。

「裏ボス」＝局所最適はどのよう
に組織をむしばむのか。ラスボス
を弱らせ、「裏ボス」を手なづけ
るために、ゼロから作り出さなけ
ればならない「マネージメント」
について、話を進めます。

（やしろ・たかし）

マネージャーとしてかかわるよう

になったときでした。

　会議室のミーティングの寓話で

語られている状況は、主にシステ

ム開発のプロジェクトでの出来事

に基づいています。

　システム開発はかつて、汎用性

のない技術と閉鎖的な労働環境で

の付加価値の低い産業でした。

　奇怪なラスボス（＝利益構造）

が跋扈する、シニシズムにあふ

れ、劣悪だった労働集約型の就業

環境が、IT の進化によってしだ

いに知識集約産業へと生まれ変

わっていきました。ソフトウエア

とネットワークによっていままで

にない新しい価値を生み出す「仕

組みを作る」産業へと急速に進化

しました。

　ほとんどの業界が、均質性を重

要視するラスボスの強い支配を受

けていた1990年代にあっても、

前例のないプロジェクトを、多様

な個性をもつメンバーのチーム

ワークによって実現するという、

独特のワークスタイルを具現化し

つつありました。

　それは、「チーム全員が似たよ

うな傾向をもっていると、だれも

リスクに気がつかないことが多

い」「いろいろな経験や価値観を

もった人がいるほうが、プロジェ

にこのデータを利用すればいいの

かわからない」

　一方で「あなた」は、その資料

をとても美しいものに感じていま

した。なぜなら多くの人々の多様

な時間の積み重ねと出会いの様子

とを、まるでミニチュアの街並み

のように立体的にみることができ

たからです。

　資料に示されている人々の過去

の個性的な職歴をみていると、こ

の資料全体が過去から現在へ、そ

して未来へと育つ生命のようなも

ので、多様なプロジェクトが職歴

を生むと同時に、多様な職歴のう

えにこそプロジェクトが存立して

いるという相互関係があることを

「あなた」は強く感じました。

　若い社員は「あなた」に向かっ

て小さな声でささやきました。

　「本当はここにいる皆さんが、

自分の明日のために利用してほし

いのですけどね」

　会議室の壁はいつのまにかすべ

てが鏡に変わっていました。

　閉じ込められた人々はこれか

ら、自分自身の見たくはない姿を

見ることになります。

しかし、そこには何かがいる

　プロジェクトという仕事のスタ

イルを知ってから、私が再びプロ

ジェクト型の仕事に出会ったのは

1990年代後半でした。多くのシ

ステム開発企業の採用支援にかか

わり、自分自身も大手企業の採用

のフルデジタル化プロジェクトに
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