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です。でも、職場がどんな仕組みなのかを理解することも実は重要なのです。

前回の「ネット企業は『スピードと風通しの良さ』が重要」もあわせてご覧
ください。（編集部）
NTTレゾナントに勤務する山本暢（のぶる）氏の所属先は、「メディア
事業部」だ。ポータルサイト「goo」を運営し、広告掲載料が主な収集源と
なっている。同社のメディア事業部には、山本氏のようにトップページの
編集を担当する人間もいれば、広告スペースを販売する営業担当者も
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NTTレゾナントには、gooを事業の中心に据えるメディア事業部のほか

ジタルコンテンツを販売することで利益を獲得する「コマース事業部」、
gooで活用されている技術を使って新たな収益を探す「ビジネスプラット
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いる。

に、携帯端末などPCはもちろん、それ以外のデバイスも対象としたサー
ビス提供などをビジネスとする「シームレス事業部」、gooのサイト上でデ
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フォーム事業部」、デジタルサイネージ（電子広告）やテレビ会議システムなどをビジネスと
する「コミュニケーション事業部」がある。そしてこれら事業部とは別に、NTTレゾナントの
技術を裏で支える「技術マーケティング部」と法務や経理などNTTレゾナントという企業運
営の基盤となる業務を司る「企画部」が存在する。

メーカーや金融関連は職能部制が多い
NTTレゾナントの山本氏は「自分の仕事に集中でき、さらに柔軟にチームを変更できる」
と所属するメディア事業部の柔軟性を強調する。同事業部内にコンテンツを編集する人間
と営業をする人間などがまとまっていることで、事業の体制を時流の変化に応じていくらで
も柔軟に変化させられるからだ。

地球環境にやさしいITプラットフォームを目指して

導入事例から知る、自社にあったパッケージ
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いま話題のSaaS導入を成功させる鍵とは？
コストを削減！「持たざる経営」を、NECがサポート。

ログ管理の核心は、保管ではなく活用！？
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【LWF】金融機関での運用実績アリ
1000人月以上の大規模案件はお任せください！

同社のように、収益の元となる商品やサービスがたくさんある場合、その商品やサービ
スごとに“事業部制”を採用する会社が多い。これに対して、たとえば商品やサービスを販
売するための営業部、新しい商品を開発するための商品企画部などのように職能別に部
門化した“職能部制”も採用している会社もある。また、事業部制を変化させた“カンパニー
制”を取る会社もある。
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ラミッド型組織がいいか、ベンチャー企業に多く見られるサー
クル感覚でみんな自由に意見を言い合える経営参画型フラ

ット組織の方がいいか、各社が自由に考えながら組織を設
計していいわけです。『上下関係が緩やかでフラットな組織だから良い企業だ』とか『カン
パニー制を導入している組織だから進んでいる企業だ』といったことではありません。
あなたの会社はどこへ向かおうとしているかとか、進んでいるのか遅れているのかなどと
いったことは、会社における憲法と言える“社是”や“経営理念”を見て判断するのが正
解。それらに沿って策定されるお金儲けの戦略やリスク対策が効率的・効果的に実践しや
すいように、自社に合った組織設計がされています。ご自身が入社を決めた会社なら、ま
ず社是を見て、それから組織設計を確認すると、会社はあなたに何を期待し、あなたがど
う振る舞えば良いかとか、社長はどんな感覚（古いとか進んでいるとか）を持っているか、
どのように考えて経営しているかなどについて、実は手に取るように見えてくるのです」
今働いている会社で社是を見たことがありますか？ どんな組織構成をしていますか？
スラドの兄貴たちにこの記事をタレコむ
記事に関係する情報をコメントでお寄せください
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部分最適から全体最適へ意識改革を含めた移行を目指す、ERPの導入
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環境goo大賞2008--企業部門で日立製作所が大賞 [From CNET Japan]
goo音楽、アーティスト情報ページにローソンチケットのライブ情報を追加 [From CNET Japan]
IE8のアドオンギャラリー日本版公開--ヤフーなど21社が対応 [From CNET Japan]
goo、ダイエットを支援する「gooからだログ」を提供 [From CNET Japan]
NTTレゾナント、ユーザーの嗜好を把握して映画を推薦するサービス [From CNET Japan]
gooラボ、iアプリから動画投稿が可能な動画共有サービス「kyte」を提供開始 [From CNET Japan]
gooブロードバンドナビ、動画の見どころを共有できる機能を追加 [From CNET Japan]
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