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Ⅰ　はじめに

本研究の目的は、21 世紀型の組織として注目を集めてきたネットワーク組織、その中

でも組織間ネットワーク（バーチャル・コーポレーション、アウトソーシング、戦略提携

等）ではなく、組織内ネットワークを研究するものである。日本ではネットワーク組織

の実際が何たるかがあまり文献でもみられず、身近に感じられるものではない。そこで、

実際にネットワーク組織と考えられる企業である株式会社 21（以下「トゥーワン」とい

う）にインタビュー調査を行って事例研究した。トゥーワンは、「組織の階層を一切持た

ない」「社長は権限を一切持たない」「ネットを利用した全員参加型の意思決定システム」

など、これまでの常識を覆す経営手法でも知られているメガネの小売チェーンである。

以下、第Ⅱ章において、ネットワーク組織とは何かについて先行研究を行った。第Ⅲ章

では、トゥーワンを事例研究として取り上げ、文献調査を行い、ネットワーク組織として

の検証を行った。そして、その検証の過程で生じた問題提起に対して、第Ⅳ章において実

際にトゥーワンにインタビュー調査し考察を行った。最後に第Ⅴ章において、本研究のま

とめを行った。

Ⅱ　先行研究：ネットワーク組織とは何か

朴（2002）は、ネットワーク組織を「自律的な個々人が共感している目的や価値を実現

するために緩やかにつながって協働する組織」だとして詳細に研究している。それによる

と、ネットワーク組織をヒエラルキー組織と区分する性格（要素）として中枢性格と周辺

性格の 2 つがあるという。以下、順を追って説明する（表 1）。

1. 中枢性格

ネットワーク組織をヒエラルキー組織から区別する判断基準（必要条件）となるもの

で、具体的には①自律性、②目的・価値の共有・共感、③分権性の 3 要素がある。①「自
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律性 1」とは、強制や義務ではなく、個々人がお互いの価値や個性を尊重しあいながら、

主体的にコミットメントしているという事である。多くの見解と観点があり、意見の対立

や葛藤も起こりうるが、それらは組織発展や創造性の発揮に活かされ、自己組織化される

原動力となりうる。②「目的・価値の共有・共感」とは、組織内の誰もが一定のビジョン

や目的を共有、共感しているという事である。ネットワーク組織は、これらのビジョンや

目的を達成する為に、誰もが企画し、協力しあう。③「分権性」とは、権限が集中され

ず、全ての人々に権限が委譲されるという事である。そして、構成員の皆がネットワーク

全体に対して責任を負う。リーダーの役目はコントロールではなく、ネットワークの諸活

動を促進したり、サポートするパートナーシップの関係にある。

2. 周辺性格

ネットワーク組織も経年的に硬直化し、ヒエラルキー化の傾向を帯びてしまう為、それ

を防ぎ、活性化させる要素が周辺性格である。具体的には、①オープン性の維持、②メン

バー重複性の奨励、③余裕・冗長性の許容の 3 つの要素がある。①「オープン性」とは、

ネットワークが活気にみちたものとなる為には、目的や価値に共感する人なら誰もがい

つでも参加したり、脱退できる事をいう。②「メンバーの重複性」とは、ひとつのネッ

トワークとの固定的な関係はメンバーの自主性や自律性を損なう恐れがあり、メンバーが

色々なネットワークに重複して参加することが望ましいという事である。③「余裕・冗長

性の許容」とは、皆が共有目的を達成する為に異なる意見や代替案などを許容できるとい

う事である。ネットワーク組織では、環境の変化に柔軟に対応する為に、異なる意見を尊

重し、目標や手段について多くの見方に寛容であるか、それが推奨される傾向にある。

表 1　ヒエラルキー組織とネットワーク組織の比較

区　　分 ヒエラルキー（階層）組織 ネットワーク組織

中枢性格
他律性
与えられた目的
集権性

自律性
目的・価値の共有・共感
分権性

周辺性格
クローズド／オープン性
メンバーの固定性
効率性

オープン性の維持
メンバーの重複性の奨励
余裕・冗長性の許容

　　出典：朴（2002）より筆者加筆修正

1  「自律性」とは「他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動するこ
と。」とある（yahoo 辞書「大辞泉」）。又、伊丹他（1989）は、「自律性」について以下の通り述べてい
る。「人は自律的であるがゆえにエネルギーが生まれてくる面がある。自律性が高ければ、その人は自
分の仕事を自分でコントロールする割合が高いことになる。多くの人にとってそれは、他人に命令され
てただ従うだけというよりも、心理的エネルギーを駆り立てる可能性が強い」。
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Ⅲ　トゥーワンの事例研究

ここでは、日下（2002）、日下（2005）、トゥーワンのホームページにより、会社概要及

び特徴を把握した上で、トゥーワンがネットワーク組織であることの検証を行いたい。

1. 会社概要

会社名称：株式会社 21（トゥーワン）

本社所在地：広島市西区己斐本町 2-18-8

設立及び資本金：設立 1986 年 2 月　資本金 5,000 万円

社是：「トゥーワンは社員の幸福を大切にします。社員は皆様の信頼を大切にします。」

経営方針：「会社に利益を残さず、お客様に還元する。」

事業内容：メガネ・コンタクト・補聴器の小売、メガネ店支援（FC，VC）

グループ売上高：84 億円（2007 年）　

※メガネ・コンタクトレンズといった業種別売上高では、全国約 3500 社中 28 位に位置

する（帝国データバンク企業情報より）。

社長：田川雄二（2006 年 5 月就任）

社員数：191 人（男性 75 人、女性 116 人）

グループ社員数 ：約 550 人

店舗：136 店舗（直営店）22、（フランチャイズ店）74、（ボランタリー店）40

グループ会社：㈱ 21 沖縄、㈱ 21 福岡、㈱ 21 島根、㈱ 21 山口、㈱ 21 長野、㈱ 21 東京

2. トゥーワンの特徴

①階層の全くない組織（超フラット）

トゥーワンには部長や課長といった管理職が存在しない。社長は対外的に便宜上、置

いているが、権限を一切持たない。階層をなくした理由は、社員が上司の事ばかり気にし

て、顧客視点に立った営業が出来にくいという階層の弊害を防ぐ為、又、管理職の人件費

が発生しない分、商品値引きに回すことができるからである。

②会社に利益を残さず社員と顧客に還元

トゥーワンは事業で獲得した利益を残さない（内部留保をしない）。利益は、社員に賞

与という形で利益分配され、又、顧客の為の商品値引きの原資にも使われている。社員の

利益分配は年 3 回ある（夏冬と決算期の賞与）。利益を残さない理由は、会社に利益を残

すとマネー投資など、よからぬ誘惑にかられてしまうとして、「利益処分に不透明な部分

を残さないためである」としている。

③社員による共同出資・共同経営

トゥーワンでは、株主は全員社員で、社員による共同経営を行っている。トゥーワンは
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創業当初から金融機関に全く頼らない無借金経営で、社員から出資（短期借入金）を募

り、市場に頼らない直接金融を実践してきた。会社が利益を社員に還元し、社員が自分の

資金を会社に再投資（短期借入金）する。つまり、社員 = 経営者 = 投資家という考え方

である。

④完全ガラス張りの透明経営（オープン経営）

トゥーワンでは、意思決定事項、給与・賞与明細、人事評価等を月次で全社員（パート

も含む）にグループウェアにて公開している。情報を共有化・公開している理由として

は、a）意思決定の効率性（稟議等の根回しが不要）、b）社員の出資判断材料 c）権力分

散、癒着防止、d）全社員の経営参画といった点が挙げられる。

⑤意思決定はグループウェアによる全社員提案制

経営に関わる懸案事項等がある場合、全ての社員がイントラネットで繋がれている「懇

談室」と名付けたグループウェアで提案できる仕組みになっている。発言が何もない場合

は承認したとみなされる（黙認制）。その為、社員全員が経営の問題を自分の問題と捉え

て考えざるを得ないので、全社員に経営参画の意識を持たせる事が出来るという。

⑥売上ノルマや利益目標値が一切ない

ノルマ、数値目標を課さない理由として、それらは同僚の足を引っ張るなど、社内に

「悪い競争」を生みかねず、又、押し付け販売が横行して、消費者が不利益を被る為とし

ている。又、ノルマがあれば、それを管理する中間管理職を置く必要があり、人件費がか

さむことになりかねない。

⑦間接部門を持たない

人事部、経理部、総務部といった間接部門が一切ない。全社員が稼いでいる直接部門に

属している。例えば、本部であっても、新聞折込チラシを作成して FC 店（フランチャイ

ズ）に販売しており、トゥーワンの中で最も稼ぎ頭の存在である。

⑧全員が経営者を目指す事が出来る職制

トゥーワンでは、共同経営者を目指す共同出資コースや将来 FC にて開業することを前

提とする独立コース、家業のメガネ店を継ぐことが前提の跡継ぎコースといった殆どの社

員が経営者を目指す職制となっている。

3. ネットワーク組織の検証（表 2）

果たしてトゥーワンはネットワーク組織であるのだろうか。「2. トゥーワンの特徴」を

基に、朴（2002）によるネットワーク組織の基準に照らして、検証してみた（表 2）。

検証の結果、中枢性格は、いずれも高い。周辺性格の内、メンバーの重複性では、その

徴候は見られないものの、ネットワーク組織としての必要条件となる中枢性格を満たして

いる。このことからトゥーワンはネットワーク組織であると考えられる。
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表 2　ネットワーク組織の検証

ネットワークの諸性格 程度 トゥーワンの組織の特徴

中枢
性格

自律性 高 ・労働と所有と経営一致の為、全員が経営参画可能
　（当事者性の一致）　
・ネットによる全社員の提案制
・意見不一致でも自らの責任で実行可能

目的・価値の共有、共感 高 ・「社員の幸福を大切にする」という価値を共有
・経営者という目的を共有・共感
・運命共同体意識の強さ
・分配された利益をトゥーワンへ再投資（信頼感の共有）

分権性 高 ・階層が全くない
・ネットによる全社員参加の意思決定
・分社化（資本 10%の分権型グループ）

周辺
性格

オープン性 中 ・インターンシップ制
・グループ会社間グループウェア「懇談室」で全グループ
　社員が経営参画

メンバーの重複性 低 ・基本的に重複はなし

余裕・冗長性 高 ・売上目標、ノルマがない
・人事評価はアバウト

4. 問題提起

上記 3. にて、トゥーワンに関するネットワーク組織の検証を行ったが、その過程にお

いて、ひとつの疑問点が生じる。それは、全くフラット（階層がない）でノルマを否定し

ている組織がどのような要素により、組織全体を一つの方向へコントロールしているのか

という疑問である。これは、組織構造上の視点からいえば、組織の調整・統合の問題であ

る。伝統的なヒエラルキー組織では、それは、文字通りヒエラルキー（階層）によって調

整・統合されている。それでは、ネットワーク組織ではどうであろうか。朴（2002）によ

ると、ネットワーク組織には、フォーマルな統制・調整機構があるわけではないが、自律

的なメンバーが共有、共感する同一目的・価値によって、組織を無秩序に陥らず一定の方

向性へ進ませることができるとしている。沼上（2004）によると、組織構造は、「分業」

と「調整・統合」に分かれ、そのうちの調整・統合には、①標準化、②ヒエラルキー、③

環境マネジメント、④スラック資源の活用、⑤水平関係という以下の 5 つの基本枠組があ

る。以下に、5 つの基本枠組について簡単に解説する。

①標準化

標準化とは、何らかの標準を多数の人や部署で共有したり、時間を超えて共通に用いた
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りすることである。決められた作業を決められた手順で実行することで情報を効率的に処

理する事ができる。具体的にはルール化、規則、マニュアル等がこれに該当する。

②ヒエラルキー

ヒエラルキー（階層）は、標準化でうまくいかない例外事象が生じた場合に、その問題

を解決する仕組みとして事後的な調整・統合手段として使われる。ヒエラルキーは、理論

的には情報処理の観点から非常に効率的な仕組みである。

③環境マネジメント

本来、自社内で行う筈であった処理を外部の経済主体に負担させる事を言い、情報処理

の負荷を削減する手段として使われる。例えば、病院が予約制を採用することにより、環

境側の患者になんらかの負担をさせることなどが挙げられる。

④スラック資源活用

スラック 2 とは、「ゆるみ」「たるみ」という意味である。目標を高く設定すると、厳し

い事前の計画と標準化が必要であり、事後的にも調整が必要であるが、目標を「ゆるめ」

に設定すると、組織にかかる情報処理の負荷をいくぶんか削減することが可能になる。例

えば、製品の納期目標をゆるめに設定したり、製品性能の目標値を低めに設定する事が挙

げられる。しかし、調整の仕事が楽になる代わりに、コストが上がったり、機会利益を失

うこともありうる。製品納期がもっと早ければより高い価格で売れたかもしれない。こう

いったスラック資源を活用することによって発生するプラスとマイナスを、それを活用し

なかった場合のプラス・マイナスと多面的かつ長期的に比較考量する必要がある。

⑤水平関係の設定

通常のヒエラルキーを上下に流れる情報を水平方向に流す仕組みであり、情報処理能力

を拡充する手段として使われる。具体的には、直接折衝、調整担当者の設置、連絡会・研

究会などがある。

これらの基本枠組みは情報処理という観点から捉える事が出来る。そこで、沼上

（2004）による組織構造の理論に基づき、トゥーワンをコントロール（調整・統合）して

いる要素を解明する為、次のインタビュー調査を実施した。

2  トム・デマルコ（2001）によると、スラック（ゆとり）を取り戻すことによって、①組織が敏速にな
る　②「人的資本」ともいうべき重要な人材が維持できる　③未来に投資できるようになる　④リスク
回避ではなく、賢明なリスク選択が出来るようになるといった効果が期待できるという。
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Ⅳ　インタビュー調査

1. 調査概要

（1）日　時 2008 年 12 月 15 日　13 時 30 分 ~21 時（約 7 時間半）

（2）場　所 トゥーワン本部 2F 応接スペース

（3）対象者 アライアンス（本部） 商品開発担当　平本 清氏

   アライアンス（本部）　営業兼人事評価担当　大上博巳氏

（4）インタビュー方法

インフォーマルな会話を織り交ぜながら、事前に用意した質問票に則ってインタビュー

を実施した。質問は全 93 項目にわたり、その主なものは以下のとおりである。以下、表

中の質問番号は以下の番号に従う（例えばⅡ．A. 3 は組織構造についての質問である）。

　（質問票の概要）

Ⅰ．会社概要（A. 全体概要調査、B. 福利厚生）

Ⅱ．組織構造等（A. 組織構造（ヒエラルキー、フラット）、B. 組織の存在意義、C. フ

ラット組織の調整要素、D. 社員の共有目的意識、E. 組織文化、F. リーダーシッ

プ、G. モチベーション、H. 標準化（= ルール）、I. 組織の意思決定方法、J. 小さな

本部（アライアンス）の位置付け、K. イントラネット「懇談室」の機能性、L. 共同経

営者、M. 幹部会、N. 店舗の分業体制、O. グループ経営体制）

Ⅲ．21 システムについて（A. NPO 的経営、B. IT による情報共有化、C. 組織規模拡大

によるシステム維持、D. 内部留保ゼロのメカニズム、E. 間接部門費、F. 業績管理）

2. 調査結果及び考察

①標準化（表 3）

トゥーワンには、店舗運営マニュアルや接客マニュアル、社規則（法定のものを除く）、

意思決定ルール等標準化に関するものは、殆ど存在しない。規則を作る手間（コスト）が

あれば、その分のコストを社員や商品の値引きに費やした方がよいとの認識があるようで

あった。又、不確実な外部環境に柔軟に対応する為に組織調整の基本要素である標準化が

逆に意思決定のスピードを遅くし、情報処理の観点から、逆に非効率であるとみなしてい

た。但し、社員全員で共有する暗黙の非公式ルール（組織文化）が存在しており、これが

組織調整をしているものと考えられる。
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表 3　標準化・ルール化の検証

質問
No. 質問項目 インタビュー回答（要旨） 判定

（調整の有無）
Ⅱ．A. 1 組織図は作成していますか？ 作成していない。必要性を感じていない。 なし

Ⅱ．H. 1
社内規則は作成していますか？ 作成していない。規則に引きずられると柔軟

な行動がとれない。 なし

Ⅱ．H. 2

店舗運営マニュアル、接客マ
ニュアルは作成していますか？

作成していない。顧客に対して「自分の友人や家
族のメガネを一緒に選ぶ」のと同じ気持ちで接客
すること、それだけでいいと教育してある。 なし

Ⅱ．H. 3
業務意思決定のルールは書面
化していますか？

作成していない。
なし

Ⅱ．H. 4
社員の評価方法・制度等他に書
面化しているものがありますか？

していない。今まで実施してきた過去の累積
があるのでわざわざ書面化する必要がない。 なし

Ⅱ．D. 1
全社員が共有している共通価値観
とはどのようなものでしょうか？

社員を第一に考えるという事であり、個々の
価値観を否定しないという考えである。 なし

Ⅱ．G. 1

御社の社員のモチベーション
を向上させている要素は何だ
とお考えになっていますか？

①社員が会社を所有しているということ　②
経営者を目指す職制　③利益分配が高いと
いうことなどによってもたらされる強い共有意
識である。 なし

②ヒエラルキー（表 4）

トゥーワンの調査文献に登場した「共同経営者」「幹部会」「店舗責任者」等と「ヒエラ

ルキー」との関連性を調べた。

表 4　ヒエラルキーの検証

質問
No. 質問項目 インタビュー回答（要旨） 判定

（調整の有無）

Ⅱ．A.2
本部と各店舗との関係はどの
ようなものと考えていますか？

全く同等であり、上下関係はない。
なし

Ⅱ．J .4

本部は組織の意思決定にどの
ように関わっていますか？

本部が意見調整している訳ではない。本部が
提案した場合でも異論が出れば、あくまでお
互いが納得するまで話し合いで決めている。 なし

Ⅱ．L .1
共同経営者の具体的役割につ
いて教えて下さい。

皆、取締役であり、株主でもあるが、権限は持た
ない。肩書きだけで、その他の社員と同じである。 なし

Ⅱ．M .1

役員で構成されているという
幹部会とはどのようなもので
すか？

役員懇親会というものが年に１回あって、昼
から 6 時間、お酒を飲むという会である。
意思決定機関では全然ない。唯一決めるの
は、社長を誰にするかという事ぐらい。 なし

Ⅱ．M .2
取締役会議が会社の最高意思決
定機関ではないのですか？

あくまでも法律上の形だけのものであって、
意思決定の場は、「懇談室」である。 なし

 Ⅱ．N.
  2-6

店舗責任者の具体的役割につ
いて教えて下さい。

他の社員と権限は同じで、条件は、その店舗
の状況を全社員に報告し、隠さずに公開運営
をやってくれるかだけである。むしろ、接客を
行う女性社員の方が偉いくらいである。 なし

Ⅱ .O .3

あくまでも、フラットな組織を
目指している根幹となる考え
方を教えて下さい。

階層をなくしているから、新しい発想、方策が出て
くる。組織を大きくするのが目的ではなく、社員が
幸せになることを一番に考えている。 なし

その結果、ヒエラルキーに関連する要素は全くみられなかった。
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③環境マネジメント

この要素は、トゥーワンには特に見られなかった。

④スラック（ゆるみ）資源の活用（表 5）

トゥーワンには、スラック（ゆるみ）資源を活用していると考えられる以下の幾つかの

特徴が見られた。

表 5　スラックの検証

質問
No. 質問項目 インタビュー回答（要旨） 判定

（調整の有無）

Ⅱ．A. 3

「ヒエラルキー」という、社員
を統制する仕組みがないと、
フリーライダーが発生する恐
れがありますが？

実力ある社員が目立つようになるので、フ
リーライダーや駄目社員がいてくれた方がい
い。足を引っ張らない限りは、いてくれてい
い。 有り

Ⅱ．C. 5

御社のようなヒエラルキーを
否定した、フラットで民主的
な組織を一つの方向に調整す
る要素は何だと思いますか？

仕事をのんびりやりたいと思う人もいるだろうし、
それを否定したりはしない。階層を作ったり、規則
を作ると、お互いストレスが溜まって大変である。
お互いの価値観を否定しなかったら、人は、案
外、楽しく働けるものである。 有り

Ⅱ．O. 2

21 グループは、10％の出資と
いう非常に本部権限の緩やか
な体制を取っていますが、10%
ですと、各法人が別歩きする
恐れはありませんか？

コントロールする気はない。別歩きしてくれて
構わない。むしろ、優秀な法人が出てきて本
部（広島）に取って代わって貰うことを期待し
ている。

有り

Ⅲ．F. 2

個人の業績（営業成績）はど
のようにして測定していらっ
しゃるのでしょうか？

勤務態度などで評価している。それも絶対正
確とはいえないので、アバウトだと話してい
る。その代わり実際より多めの給与で反映さ
せている。 有り

Ⅱ．I. 1

仕入先との良い関係作りをな
さっていると聞きましたが、具
体的にどのような関係作りを
されているのか教えて下さい。

社内用と同じ取引先用の「懇談室」で情報
共有を図っている。また、一切仕入れにおい
て値引き交渉はやっていない。「ウィンウィン」
の関係を目指している。 有り

社員の個性を尊重するトゥーワンは、フリーライダーについても、その存在を許容して

いる。フリーライダーは会社にとってモラル低下等損失の恐れがあるが、これを厳しく管

理するコストよりも、許容する方がコストが小さいという考え方がとれる。又、売上ノル

マ、目標管理等の成果主義を否定している。ノルマ等を設定すれば、業績が上がる可能性

があるが、厳しく管理するコストと比して、設けない方がコストが小さい。人事評価もア

バウトな評価であると社員に公言している。そもそも人間を正確に評価する事は不可能と

考え、評価に余計なコストを費やすより、その分、社員に余分に給与を払う方がメリット

があると判断している。商品仕入れも仕入業者と一切値引き交渉をしない。値引を引出す

と、会社利益に貢献するが、バイヤーの人件費がかさむ事にもなる。トゥーワンは、値引

交渉をしない事で仕入業者からライバル企業よりも信頼を得て、逆に品質の良い商品や情
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報を優先的に提供して貰う等のメリットを享受している。これらは、スラックを利用して

組織上の情報処理負荷削減を行っていると考えることができる。

⑤水平関係（図 1）

トゥーワンは、グループウェア「懇談室」にて直接折衝しており、水平関係による組

織調整を行っており、「黙認制」等の工夫によりスピーディーな意思決定を実現している

（図 1）。

※トップの社員は、その時々の自発的な「提案者＝リーダー」を表す

図 1　トゥーワンのネットワーク組織図

Ⅴ　まとめ

以上の考察から、トゥーワンというネットワーク組織は、非公式ルール、スラック、水

平関係の 3 つの要素で組織の調整・統合を行っていることが分かった。

ヒエラルキーは、沼上（2004）によると、正しく運用すれば、非常に情報処理の観点か

ら効率的な仕組みなのであるが、トゥーワンでは、非常に効率が悪いという認識を持って

いた。これは、標準化においても同様であった。逆に、トゥーワンは、これらの伝統的な

組織構造の仕組みの代わりに、非公式ルール、スラック、水平関係の 3 つの仕組みをう
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まく使うことで、非常に効率的な情報処理を実現させていた。ネットワーク組織に水平関

係の仕組みが存在する事は、容易に想像出来るが、本事例では、さらに非公式ルールやス

ラックを採用している事が大きな特徴といえる。非公式ルールが有効に機能する為には、

既に取り上げたネットワーク組織の中枢性格の一つである「目的・価値の共有・共感」を

有する事が必要となってくるし、又、「スラック」という仕組みについては、ネットワー

ク組織の周辺性格の一つである「余裕・冗長性の許容」と共通する面があり、ネットワー

ク組織を考える上で、非常に興味深いものであった。本研究は、朴（2002）の研究ではあ

まり論じられていなかった情報処理の観点からネットワーク組織の事例を分析したという

点において、意義があるものと考える。しかし、本事例で明らかになった特徴は、メガネ

という単一品種を小売業としている中小規模の組織のものであり、ネットワーク組織の中

のごく一形態にしか過ぎないであろう。では、大規模なネットワーク組織はどのような特

徴を有しているのだろうか。権限を限りなく分散化させた大規模組織というものは果たし

て実現可能なのであろうか 3。今後、大企業におけるネットワーク組織のあり方も含め、

ネットワーク組織について、さらに多くの事例研究が積み重ねられることを期待したい。
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