
ジョブ型課長への飛躍

－日本企業を牽引する中核管理職になる－

コーン・フェリー・ジャパン 綱島邦夫

2021年１０月８日

• 本日のテーマは、近年、話題になるいわゆ
るジョブ型雇用という言葉に代表される人
事制度のあり方ではありません。

• どのような制度であれ、そこに存在する社
員の働き方（意識と行動）におけるジョブ型
の意義と重要性について議論したく存じま
す。

• ジョブ型の働き方をする社員がどれだけ増
えるかが、２０２０年代における日本企業の
未来を決するからです。
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綱島 邦夫 （つなしま くにお）
シニア・クライアント・パートナー

kunio.tsunashim
a@kornferry.com

Expertise

• 成長のための組織ケイパビリティの開発

• CEO候補者へのアセスメント、コーチング

• 強い企業文化の創造

• グローバル人事の設計と運用

• 職務評価・報酬政策の設計

• グローバル採用計画

• Executive研修の企画と運営

• リーダーシップ開発のためのプログラムの設
計と運用

• 異文化環境でのプロジェクト運営

• ジョブ型社員の育成と活用

Academic and Professional background

Delivering results for clients

自動車、化学、家電、製薬、消費財、金融、
サービス業など、多様な業界において世界各国
でコンサルティング活動に従事する。

• 日本を代表する大手自動車メーカーにおけるwayとグ

ローバル人事制度の設計と導入を通じて巨大な世界事
業の創造に貢献

• 日本を代表する大手エレクトロニクスメーカーにおける
グローバル人事、グローバル採用、経営幹部候補者の
アセスメントとコーチングを通じて組織能力の強化に貢
献

• 大手メガバンクにおける経営人材候補のアセスメント、
コーチングを通じて経営人材開発に貢献

• 近年は米国のGAFAM的企業、中国・深圳のハイテク
企業、日本の新興企業の方々との交流を深めている。

• 慶應義塾大学経済学部卒業、米国ペンシルバニア大学・ウォートンスクール卒業（MBA）

• 野村証券で営業部門、企画部門の業務に従事した後、マッキンゼー・アンド・カンパニーNY

事務所に入社。国内外の様々な企業の戦略策定にかかわるコンサルティングを行う。マッ

キンゼー卒業後は、ラッセルレイノルズ、CSC（Computer Science Corporation)インデク

ス日本支社長を歴任し、コーンフェリー・ヘイグループに参画。

• ウォートンスクールExecutive Education Boardの理事を務める。

• 「成功の復讐」「社員力革命」、「エグゼクティブの悪い癖」、「事業を創る人事」（日本経済新

聞出版社） 「役員になる課長の仕事力」「強靭な組織を創る経営」「ジョブ型と課長の仕事」

（日本能率協会出版センター）など多数の出版を行う。共著として「マッキンゼー成熟期の

成長戦略」「マッキンゼー変革期の体質転換戦略」「グローバル人事」「取締役革命」等があ

る。
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１９８８年 １９９８年 ２００８年 ２０１８年

米国 ５，２２６
１０億ドル

９，０６２ １０
億ドル

１４，７１２１０
億ドル

２０，４９４１０
億ドル

５８０兆円 １００６兆円 １６３３兆円 ２２７４兆円

中国 １，５３３
１０億元

８，５４８ １０
億元

３１，９９３１０
億元

８８，７０２１０
億元

２３兆円 １２９兆円 ４８３兆円 １３３９兆円

日本 ３９４兆円 ５２８兆円 ５２０兆円 ５４８兆円
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日本経済の失われた１０年、２０年、３０年

出典：世界銀行統計

バブル経済が崩壊した１
９９０年代は失われた１０
年と言われた。

それが２０年になり、今、
「失われた３０年」と呼ば
れる。

先進国では例のない、長
期の低迷である。

この状態を次の１０年、継
続すれば日本の未来は
相当に暗くなる。

日本企業はイノベーション
と生産性を通じて成長力
を復活しなければならな
い。

日本、米国、中国の名目GDPの推
移（１９８８年ー２０１８年）
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地域別の社員エンゲージメントの推移
（2012年ー2017年）
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継続勤務意向が2年未満の20代社員の割合
（2011年ー2016年）
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日本企業の社員エンゲージメントの推移

求められる以上のことをやり、積極的
に貢献しようとする社員の割合は日
本企業が圧倒的に低い。

若手社員の退職願望は世界で最高のレベル
に達している。
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第一線の社員のパワーを全開し、活路を開く

日本企業が繁栄した時代（１９８０年代） 世界の企業が繁栄している時代（２０００年代）

“ Japan as NO.1 “  エズラ・ボーゲル

「第一線のリーダーが品質を作る」
エドワード・デミング

「米国企業のマネジャーは上司に従う。
日本企業のマネジャーは縦横斜めに組
織を動かす」盛田昭夫

「匠の時代」内橋克人

「知識創造企業」野中郁次郎

“ Learning Organization” ピーター・セン
ゲ

“ Google is run by culture” エリック・
シュミット

“ Customer obsession” ジェフ・ペゾス

「困ったら新人に聞け」

「個を生かす企業」

「経営の正解はすべて社員が知ってい
る」山室晋也
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本日のテーマ

1.ジョブ型社員の意味

2.ジョブ型社員の恩恵

3.ジョブ型課長の基本形
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ジョブの定義

タスク
（作業）

ジョブ
（仕事）

• 知識や技能を使って問
題を発見・解決し、誰か
（通常は顧客）に貢献す
ること

• 付加価値を創造するこ
と

• 外を見て、何かを感じ、
考えることを求める

• やり方や方法はわかっ
ている機械的な行動

• 定例的なルーチンワー
ク

• 新な価値を創造するも
のではない

• 放っておけば、自然に
増殖する

高度な専門知識（最近ではDX人材）を持つ人材、顧客の第一線で働くサービスパーソン、すべての社員をタスク型からジョブ型に
転換する必要がある。２０１９年に厚生省が発信した働き方改革、２０２０年に経団連が発信した「メンバーシップ型からジョブ型へ
の転換」の本質は雇用形態や報酬政策の問題ではなく、仕事に取り組むすべての社員の意識と行動様式の問題である。
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記憶に残る言葉

３人の石切り工の話

旅人が旅の途上で石切り工に何のために石切り
をしているのかを尋ねたところ、１人目の男は「生
計のためだ」と答え、２人目の男は「国で一番上手
な石切りになるためだ」と答えた。そして３人目の
男は「多くの人が安らぎを求める教会を造ってい
る」と答えたという。

最初の２人の男は自分のためだけに作業（タスク）
をしているのに対し、3人目の男は人々のために
意味のある仕事（ジョブ）をしていることをこの寓話
は物語っています。

１９８０年代、苦境にあえいでいた米国の伝統企業が、１９９０年代の再生期
に社員の意識をタスクからジョブに転換し、チームの力で会社の成果に貢
献する期待を語るときによく引き合いに出された言葉。Task Orientationか
らPerformance Orientationへ。

作業と仕事

誰もが答えをわかっていることは「作業」に過ぎな
い。仮説を立てて答えを見つけ、問題解決に導い
て初めて「仕事」になる。

鈴木敏文

ポストは問題解決のためにある

GEには問題山積だ。だから、私は首にならずにす
んでいる。GEでは問題が消えれば、ポストも消え
る。

全盛期のGE日本社長

モノづくりの意義

「社会の役に立つようなモノが作られねばならな
い」ということがモノづくりに携わる人の原点にある
べき思想だと思います

豊田英二
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新しいテーマに主体的に取り組む

ジョブ型社員：誰か（通常は顧客）の為に問題を発見し、解決し、貢献する存在
タスク型社員：指示された作業を淡々とこなす存在

SDGｓ コンプラ・リスク DE＆I OKR DX 働き方改革

今、多くの日本企業では人と組織に関係する様々な取り組みが
行われています。じかし、経営者が旗を振っても社員は「自分事」
として主体的に取り組んではいないように見えます。
ジョブ型社員が育たなければすべての取り組みは水辺に漂う浮

き草になります。ジョブ型社員は大樹を育む根本であると思いま
す。

ジョブ型社員
であれば自分
が社会や環
境にいかに貢
献するかを自
発的に考える。

ジョブ型社員
にとってコンプ
ラ違反やリス
ク、不祥事は
自分の成果を
妨げるもので
あり、主体的
に対応する。

ジョブ型社員
は成果を達成
するため、最
適な人材を最
適な場所に確
保することに
真剣に取り組
む。

ジョブ型社員
はObjective

やKey 

Resultsを真
剣に考える。
それを見つけ
るのは容易で
はない
が、・・・。

ジョブ型社員
はDXは自分
のジョブを達
成する武器に
なると考え、
積極的に学ぶ。

ジョブ型社員
は無駄な作業
や時間を減ら
し、ジョブに集
中するので生
産性が向上す
る。

タスク型社員
はSDGｓは経
営のテーマだ
と考える。

タスク型社員
にとっては回
避動機が働き、
関与を避ける。

タスク型社員
は自分のサイ
ロに閉じこも
るのでDE&I

に関心を持た
ない。

タスク型社員
は目標設定
は自分の役
割ではないと
考える。

タスク型社員
はDXは自分
を代替えする
脅威であると
考える。

タスク型社員
は作業や時
間の減少は
報酬減になる
と考える。
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ジョブ型課長のプロフィール

• 個性に目覚め、貢献する「意志」を持つ。義務感でなく高揚感がエンジン。

• 三つの車輪を回す（どの輪が欠けても車は前進しない）

• 旺盛な好奇心を持ち、自らが起点になり顧客・社会の問題を解決する。

• 企業の中核管理職になり、顧客価値、イノベーションと生産性の向上を通じて企
業の成長を牽引する。

マネジメントの
力

マネジメントの
力

チームの力

チームの力

個の力

個の力

意志の力 意志の力
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経営者の役割 課長の役割

守り

収益の確
保

• 事業構造の改革（選択と集中）
• その為のM&A

• 資本政策によるROEの向上
• 経費構造の改革
• その為のリストラ
• その為の機械化と自働化（守りのDX）
• 収益とキャッシュフローの確保
• 株主とのパートナーシップの開発

• 会社共通の経営目標の達成
• コンプライアンス、リスク管理、の現場での実践

攻め

事業の成
長

• 企業の使命と存在する目的の定義
• イノベーションをファシリテートするマネジメント

プロセスの設計と運営
• シャープなヒエラルキー（意思決定者の明確

化）の維持
• 組織共通の病（悪しき官僚制、無駄な仕事、サ

イロ化）の克服への執念深い努力の継続
• 社員をGuideし、Inspireし、Empowerする

• 顧客満足による需要の拡大
• 無駄な作業の排除による生産性の向上
• チーム活力の向上による業績の向上
• 機能横断するのプロジェクト運営
• イノベーションのDCPA（まず、やってみて、様子を

見て、そのうえで計画し、実行する）
• その為のデジタル技術の活用（攻めのDX）
• D＆I SDGｓの現場での実践

顧客と社会への価値創造

経営者
（経営のプロ）

課長
（現場のプロ）

課長はタイトルを意味するものではなく、第
一線で顧客・社会と向き合い、部下を束ね、
リードする存在です。多くの企業では課長と
いう名称は使われなくなり、グループマネ
ジャーやリーダーと呼ばれます。

ジョブ型課長は両輪（両利き）の経営を実現する
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ジョブ型課長の基本形

② 自らの個性を知る Self-Awareness 

③ 顧客の問題を想像
する

Imagination 

④ 周囲を包み込む

Inclusion

➄ 自主的に計画し、
結果を生みだす

Initiation

① 自らのジョブを描く Job Crafting

個人の力 チームの力

意志の力

⑥ プロジェクトを駆動する Agile cross functional project

マネジメントの力

(跳躍）

生産性の向上
とイノベーショ
ンの実現

（価値創造）

顧客満足とオ
ペレーション
の改善

（社員の自律）

キャリアビジョ
ンの確立

ホップ

ステッ
プ

ジャン
プ
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① ジョブを構成する要素を理解し、自らのジョブを描く

ノウハウ 問題解決 貢献

1. どんな知識、技能が必要
か

2. どんな人間関係スキルが
必要なのか

3. どんなマネジメントスキル
が必要か

1. どれだけ広く、深い問題を
解決するのか

2. その解決はどれほど難し
いのか

1. どんなビジネスインパクト
があるのか

2. そのインパクトをどれだけ
主導するのか

3. 意思決定する責任はどれ
だけ大きいのか

ジョブ分析のフレームワーク

• これまで日本企業はジョブの本質を考えるという経験を持っていません。
• 職務等級制度を設計する上でポストの相対的な難易度、重要度を測定することはありましたが、ジョブの
絶対的な価値の評価を行うことはほとんどありませんでした。

• しかし、ジョブ型社員を育てるには社員がジョブとは何か、ジョブの価値はどのようにして決まるのかを理
解する必要があります。

• 社員がこのジョブ分析のフレームワークを使ってジョブとは何かを認識し、理解し、納得することが重要で
す。
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② 自らの強みと課題を知り成長をマネージする

コンピテンシー 性格 動機

コーンフェリーの標準コ
ンピテンシー（３８項目）
の強弱の判定。IQだけ

でなく、人と協働する
EQの強弱。デジタル時
代にはEQが重要（注）。

好奇心や学習マインド、
曖昧さの許容など
VUCAの時代に適合す
る性格の強弱

組織の縦横斜めの関
係者を包みこみ、顧客
や社会にインパクトを
与えようとするモチベー
ションの強弱。偏った達
成動機のリスクを知る。

オンラインでの質問項目への自己回答（約６０分）

自らのジョブに求められる要件の充足度の評価。改善の為の自己管理。

長期的には自分にあった好きなジョブを見出し、深耕するための指針の獲得

２１世紀に求められる人材像はこれまでの通念、常識とは大きく異なることを認識する。その上で自分に
あったジョブを探る視点を提供する。

（注）デジタル時代には顧客や社会の欲求を想像する多様な感性と周囲の人々と共創する（競争でなく）が企業の繁栄の成否を分ける。「一人で頑張
る」は通用しない。IQだけの人材は役にたたなくなる。このことを早く知らないと手遅れになる。Leadership Run Amok（過激な達成動機）は通用しない。
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③ 顧客や社会の問題を想像する。その為にオフィスを出て街を歩き、人
に会い、人と語る

発想 その結果

アートコーポレーション 車を運転して信号待ちをしていると

雨が降り出した。前のトラックの荷台の引っ越しの
家具。雨に濡れて気の毒。

箱型のキレイなアートコーポレーションのトラック

ソフトバンク パソコンの黎明期。ユーザーはプログラミングに苦
労。

皆さん、ご苦労様。私がソフトウェアの銀行です。

野村不動産のプラウド 高級マンションは素晴らしい。でも主婦には沢山の
不満。キッチンが暑い、管理任が怖い・・・

毎日の生活を快適にする拘りのマンション（プラウド
シリーズ）

パナソニックの誕生 街に電車が走っている これからはエレクトリクスの時代になる

ソニーのウォークマン カルフォルニアのロングビーチの
ローラースケーターはカッコいい

彼らに音楽を！

サントリーのボス 工事現場を通りかかった。昼に皆、
カンコーヒーを飲んでいる。

午後の作業をしゃっきりした気分で事故が無いよう
に。商品名は現場のボス！

ダイキン工業の世界化 中国はすごく多様な国だ。

そして中国は世界の強豪が競うオリンピックだ。中
国で成功すれば世界で成功する

中国を突破口にグローバル企業になる（中国は生
産の拠点でなく、巨大な市場になる）

ユニクロ NYのユニクロという店に入った。気の利いた普段着。
マクドナルドは食材の高速加工事業。

古着の普段着でなく良い普段着を売るUnique 

Clothing (ユニクロ）
服飾の高速加工事業であるFast Retailing

セゾンカード 銀行系のカードは大企業、男性、管理職を対象。で
も変だ。彼らには「つけ」がきくのでニーズはない・・・

ニーズは給料日の前で少し、お金が足りない女の
子達。

これらは一例に過ぎない。すべての良いアイデアは街を歩き、社会に触れ、人々と交流する
ときに生まれる。オフィスに籠っているだけではアイデアは生まれない。デジタル時代は知性
だけでなく、感性が重要。顧客や社会の見えないニーズを見る感受性を持つ社員が顧客価
値を創造し、イノベーションを実現する。GAFAMはその典型的な企業。
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ビジョンを共有し、部下を包み込み、指導育成にも注力するなど、人を主体的に動かすために必要な行動を顕著に発揮している。このため、
士気が高く一体感の高い組織風土をつくれている。高い業績を上げている。今、話題になるDE&I 心理的安全性はInclusive 

Leaderでなければ実現できない。

組織風土は企業文化を構成する重要な要素の一つ。企業文化には企業の歴史、DNA、過去の戦略が影響し、それを変えるには時間
がかかるが、風土はリーダーの意識と行動の変容で短期間で変えられる（最短で１年間）。
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90

100

リーダーシップスタイル（観察者評価） 組織風土（観察者評価） 成果に貢献
している組
織風土

改善の余地
のある組織風
土

成果を妨げて
いる組織風土1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

9

9

④ 自由闊達にものが言える風土を創るInclusive Leaderになる

組織風土とリーダーシップを可視化するツールは過去３０年間、全世界で
活用されています。

優れたInclusive Leaderが発揮するコンピテンシー、性格、動機を可視化する心理テストを活用
し、リーダーシップの改善をはかる。
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➄ 自主的な目標管理 Management by objective and self-control

１９８０年代の米国企業、
現在の日本企業

本来のMBO

（今OKR）

目的 経営目標の達成の
ために部門に降ろ
すノルマ

野心的な目標とイノベー
ションの実現

着眼点 達成率（１００％） KPI 又はKey Results

評価 機械的な評価 なぜ、達成できたのか、な
ぜできないのかの原因の
究明。改善・改良につなげ
る。

評価者 上司 本人・部下・上司

評価の時期 四半期末、半期末、
年度末

必要な時にいつでもすぐに

報酬との連動 達成率は賞与に影
響

報酬への直接的な連動は
ない
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⑥ プロジェクトを駆動し、アジャイル組織を牽引する

出典）Korn Ferry, Organizational Agility

顧客起点

フォーカス

カスタマージャーニーを起点に顧客がなぜ必要とするかを常に問い続ける

最低限必要なアウトプット（MVP: Minimum Viable Product）を生み出すために、最も価
値の高い活動に集中することでリソースを効率的に活用する

機能横断 各テーマの成果創出に必要な専門性を持つメンバーが分野横断的にチームを組む

短いサイクル/継続改善 短いスプリントを繰り返し、顧客フィードバックをもらいながら継続改善する

フロント主導 権限を大幅に委譲することにより、チームが自律的/自発的に活動する

高頻度なコミュニケーション デジタルツールを活用して高頻度なタイミング（日次等）で進捗や課題を共有する

VUCAの時代において、顧客起点で真に価値のあるサービスを生み出す仕組みとして、
企業は従来のヒエラルキー型からアジャイル型組織への変革に取り組んでいる

ジョブ型課長育成の到達点はアジャイル組
織の実現である。ここに到達すればイノベー
ションと生産性の向上が実現する。。
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纏め：ジョブ型課長が２１世紀の繁栄を拓く

米国企業の成熟 日本企業の躍進
米国企業の苦闘

米国企業の変革
（戦略経営）

米国企業の変革
（無形資産の重視）

地球環境との闘い

１９６０年代 １９７０ー８０年代 １９９０年代 ２０００年代 現在

• 冷戦の時代

• 多国籍企業（地
域への土着化）

• 地域最適の追
及

• イノベーション
（安価と品質の
両立を果たした
自動車、ソニー
のウォークマン、
等

• オペレーションの
生産性と効率

• 規模の経済（選
択と集中）

• そのためのグ
ローバル化

• 株主至上の台頭
（機関投資家の
時代）

• 戦略経営（資本
効率の向上）

• ソフトウェアの価
値の誕生

• People First

• フロント起点の経
営

• Empowerment

• Learning 

Organization

• Customer/Social Value 

Creation

• その為に貢献する企業だ
けが存在できる

• 競争でなく、共創

米国企業の社員は組
織の歯車となり、タス
ク主義が蔓延

日本企業はこの時代
の米国企業の経営を
踏襲している

日本企業は２０００年代以降の潮流を完全に見過ごし
ている。

社員のエンゲージメントは世界で最悪のレベルにある
（日本人の特殊性でなく、経営が努力を怠ったことが理
由）

「競争優位の戦略、商品市場戦略、アライアンス戦略、そしてバリューチェーンやコアコンピタンスと
いった競争のエッセンスになるフレームワークは、２０世紀後半、安定成長が見込まれる工業化社
会の末期に生み出さたものである。それらを一部の企業エリートが学び、戦略なるものを立案し、数
千、あるいは数万の現場従業員達を指揮しながら粛々と実践することで成長できる時代は終わっ
た。」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネスレビュー２００１年５月号「見えない大陸、覇者の条件」大前
研一
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