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南山大学安藤史江教授との共同研究
「組織成果と社内コミュニケーションとの関係性に関する研究」
について
～コロナ禍で企業の経営課題としてより注目されるようになった社内コミュニケーション～

三井不動産ビルマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋寛） は、 組
織学習論の研究が専門の南山大学経営学部安藤史江教授と共同で「組織成果と社内コミ ュ ニケ
ーションとの関係性」 について産学共同研究を行いました。 当社は、本研究で得られた結果 を、
「ビジネスシーンの明日を変えていく」というブランドビジョンのもと、企業の経営課題を捉えた ソリ
ューションサービスやワークスタイルの提案に活用していきま す。
■研究背景
経営課題の１つとして、職場をはじめとする社内のコミュ ニケーション不全を挙げる企業は、 決
して少なくありません。しかし、社内コミュニケーションといってもその種類はさまざまです。ま た、 ど
のコミュニケーションの改善・充実が、具体的にどのような組織成果に効果をもたらすのか、 十分
に解明されているとは言いがたいのが実状です。
そこで、当社では、組織成果と社内コミュ ニケーシ ョンの関係性を明らかにし、 企業の 経営課題
を捉えたソリューションサービスやワークスタイルの提案につながる研究に取り組みました。
■調査概要
・調査対象者：首都圏（一都三県）の２０～６５歳の正社員１,６５０名
・調査方法：調査専門会社による web 形式のアンケート配布・回収
・調査期間：２０２０年１１月２７日から１１月３０日まで（４日間）
■研究結果
・組織成果を示す３指標「 メンバー個人の仕事の効率」「メンバー個人のモ チベーシ ョン」「 職 場で
のイノベ―ションの実現」の同時実現が組織業績向上に効果的である（図 1）
・３指標の同時実現のためには公式・非公式コミュニケーションの充実が重要である
・３指標に影響を与える公式・非公式コミュニケーションの種類は５つあり、コミュニケーシ ョンの種
類によって各指標へ影響を与える度合いが異なる（表１）
→例えば、表１内①職場でのイノベーションの実現には、「非公式コミュ ニケーション」の１ つの要

素である「職場内外のコミュニケーシ ョン促進の仕組み（リ ラックスしながらコミュ ニケーシ ョンでき
る場所やメンバー同士が交流できるツールが用意されているなど）」が最も効果的である

■研究考察
社内コミュニケーションの充実は、組織成果の３指標の実現を通じて、組織業績の向上に役立
ちます。しかしながら、限られた組織資源のもとで、効果的に成果を上げることを目指す場合、無
作為にあらゆる種類のコミュニケーションの充実を図るよりも、自社の強みや弱みを十分に把握・
理解したうえで、特に弱みの改善に役立つ対策を講じることが重要と考えます。
当社では、今回得られた研究成果も活用しながら、今後も企業の経営課題を捉えたソリ ュ ーシ
ョンサービスの開発や提供を行い、新たな価値を提供していきます。

■共同研究者プロフィール
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月東京大学より博士（経済学）取得。１９９９年４月より南山大学経営
学部専任講師、ビジネス研究科准教授などを経て、２０１４年 より 現
職。
専門は、組織学習論、組織変革論、人的資源管理 など。
主著に、『コア・テキスト組織学習』（新世社，２０１９年，単著）、『組織
変革のレバレッジ』（白桃書房，２０１７年，編著）など。
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企業の働き方変革推進をサポートするワークスタイルコンサルテ ィン
グ事業の構築・推進や、企業の経営課題を捉えた新規ソリ ュ ーシ ョ
ンサービスの企画開発推進を担当。
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図 １：組織成果の３指標
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図 ２：非公式コミュニケーションと成果指標との関係の一例
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集うカフェを用意するとよいでしょう（表２）。正しい分
析のもと、自社の現状と目的にあった対応策こそが求めら
れるのです。
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