
日本企業を変えるジョブ型課長（中
核管理職）の育て方

－ミクロの政策: ジョブ型課長育成スクール－

コーン・フェリー・ジャパン

2021年８月１８日



© 2021 Korn Ferry. All rights reserved 1

要旨

• 日本企業は失われた３０年の呪縛を断ち切り、イノベーション（注１）と生産性（注２）を通じて成長力を復活でき
るかの瀬戸際に立っている。

• イノベーションと生産性の実現には第一線（フロント）の社員のパワー、その中心にいる課長級の社員の知恵と
パワーを全開するという王道を歩むしかない。しかし、今、彼らの多くは指示された作業を組織の歯車として実
行する存在になり、エンゲージメント（企業への積極的帰属意識）は低迷している。

• 現場主導のプログラムは日本企業による１９７０－８０年代までのＱＣサークルが世界を席巻したが、過去３０年、
現場主導のプログラムは消滅した。逆に欧米企業は日本に学び、２０１０年以降は社員主導の組織改革に成功
しつつある。

• この問題を解決するため、コーン・フェリーはジョブ型課長育成スクールを提案する。顧客、社会、科学の進歩
に好奇心を持ち、機会や脅威、問題を発見し、解決し、顧客や社会に貢献するジョブ型社員を量産するプログ
ラムを提案する。

• コーンフェリーは人と組織に関するきわめて幅の広いグローバルな知見とソルーションの獲得に努力してきた
会社である。この知的資産を統合すれば日本企業に有意義な貢献ができる唯一無二の存在であると考える。

• ２１世紀の企業の繁栄に必要な社員力はこれまでの頭脳明晰なエリート社員に体現される人材像とは根本的
に異なる。このことをこれからの企業を担う課長級社員にしっかりと伝え、意識と行動の変革をGuideし、
Inspireし、Empowerしなければ多くの日本企業の未来はない。

• その出発点として２０２０年代の企業の繁栄の為にCHOが担うジョブは何か、を改めて考え、定める必要がある
と思います。

注１： イノベーションとは顧客や社会のUnmet needsをとらえ、解決すること
注２： 生産性とは最も希少な資源である「時間」から最大の付加価値を生み出すこと
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本日のテーマ

1.ジョブ型課長がもたらす恩恵

2.ジョブ型課長育成スクール

3.CHOの役割
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Ⅰ ジョブ型課長がもたらす恩恵

ジョブ型課長がなぜ必要か、どのような恩恵をも
たらすかの認識を持つことが今日の物語りの出
発点です。
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日本企業の未来：繁栄か、衰退か

虚妄の成果主義の再来
• 社員エンゲージメントの低下
• 社員は歯車になり、サイロ化
• 業績の低迷

現状の維持

• 日本人による日本に閉じこもる
経営

• 日本市場の深耕

• しかし、グローバル・コラボレー
ションの停滞

繁栄の時代の復活
• 個が生きる組織
• 経営力と社員力の両輪の経営

• 社員起点の生産性の向上とイノ
ベーション

失われた３０年の継続から衰退
• 茹でがえる化
• 会社の消滅

タスク型 ジョブ型

ジョブ型

メンバーシップ型

人事制度
（目に見える）

社員の働き方：意識と行動様式
（目に見えない）

業界、時代、国を超えて繁栄した企業が衰退に向かう理由は、成功体験が慣例を生み、社員は社内の仕来りやルールに従
い、定められたタスクを従順にこなす機械のような状態に陥るということです。金属が錆びるように、放置すれば社員の行動
は必ず、タスク型になります。今、日本のビジネス界では人事制度という観点でのジョブ型（雇用形態、報酬制度、等）の議論
が進んでいます。一方、社員の働き方という観点でのジョブ型の議論はあまり進んでいません。
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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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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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ジョブ型課長が２１世紀のパラダイムを主導する

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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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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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。

（上下関係から両輪の関係へ）

ジョブ型課長は経営者の負担を少し、軽くする
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二つの政策が連動しなければならない！

マクロの政策（CEO、CHO主導）ミクロの政策（第一線が主導）

• 社員の自律（自発、自覚、自治）を支援
する評価制度、報酬制度の導入と持続
的な改善。

• シャープなヒエラルキーの維持（悪しき官
僚制とスタッフ肥大の打破）。

• 人的資本を人的資産に転換するコミット
メント。人的資産開発のKPIを定義する。

• People Firstの教祖になる。社員を
Guideし、Inspireし、Empowerする。

• Center of excellenceとしての人事スタッ
フの専門力を深耕しHRBPの機能を強
化する。

• コーポレート・コミュニケーション（社外・
社内）を深化し、社員と株主の賛同を確
保する。

• 社員に直接、働きかけ、意識と行動
の変容を刺激する

• １９８０年代までの日本企業にはQC

サークルに代表される社員参加のプ
ログラムが存在した

• 米国企業は日本企業を研究し、GE

を嚆矢に、同様のプログラムを始め
る（ワークアウト、ベストプラクティス、
SIX シグマ、等）

• 今日の日本企業ではフロントでのミ
クロの政策はほとんど消滅

本日のご提案
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Ⅱ ジョブ型課長育成スクール

ジョブ型課長に求める要素は過去３０年、日本企業で
の優秀社員（頭脳明晰、分析思考、調整力）とは大きく
異なります。彼ら、彼女らの心に深く染みる取り組みが
必要です。新な意識、行動を獲得するという意味で「ス
クール」（ギリシャ語のスコレー：深く、自由に考える）と
しました。
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本プログラムの真髄

目的
（大義名分）

イノベーションと生産性の向上を通じて日本企業の成長力を復活する

新しい役割の提案

経営者 課長 取締役会

フロントラインの社員を組織の歯車から
解放し、パワーを最大に発揮させる。そ
のための仕組みとプロセスを設計し、
運営する。社員をGuideし、Inspireし、
Empowerする

イノベーションと生産性向上をドライブ
する中核管理職になる。

そのためのマインドセット、思考、行動
を革新する

経営者が人的資本（人材）を人的資産
（人財）に転換し、無形資産を拡大し、
企業価値を創造するためのガバナンス
の仕組み、基準とプロセスを運営する

本プログラムの真髄

1.信念の共有： イノベーションと生産性を実現し、企業の成長を牽引するとい
う強い志を打ち出し、社員を感動させる

2.体系的な取り組み： リーダーシップ、コミュニケーション、DE＆I、OKRなど

の様々な活動が独立して取り上げられ、相乗効果が生まれない。必要なエッ
センシャルが過不足なく含まれなければ効果は小さい

3.三段跳び（跳躍競技）のアプロアーチ：ホップ（自律）、ステップ（価値の創造）、
ジャンプ（イノベーションと生産性の実現）
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三段跳びのアプローチのイメージ

自律 価値創造 跳躍

プロフェッショナルになる

• ジョブに目覚める
• 個性を知る
• 自己責任を意識する

技を磨く

• 想像力
imagination

• 周囲を包み込む
Inclusion

• 計画し結果を出す
Initiation

川を飛び越える

• プロジェクトを駆動す
る

顧客満足とオペレーションの改善

イノベーションと生産性の実現

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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ミクロの政策：ジョブ型課長育成スクール

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

生産性の向上
とイノベーショ
ンの実現

顧客満足とオ
ペレーションの
改善

社員の自律
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ジョブ型課長育成スクールの目的

認
識
の
壁

実
行
の
壁

継
続
の
壁

（組織の変革を阻む三つの壁）

２１世紀のパラダイムで活躍する課長の
姿は、これまでと大きく異なることを認識し、
自己改造に向けて一歩踏みだすことを
Inspireする

継続の為にはマ
クロの政策（CEO

CHO）が必要に
なる
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６つのテーマで認識するべきポイント

1. 自らのジョブを描く Job Crafting： 目線を高め、自らの活動を客観視する。誰のために、どんな問題を

解決し、どのように貢献するのかを３０秒で語れるようにする。細かい職務記述書はジョブ型でなくタスク
型を意味することを知る。

2. 自らの構成を知る Self Awareness ： 21世紀のビジネスに求められるＥＱコンピテンシー、ＶＵＣＡの時

代に生きる性格、人に共感し、貢献する動機をどれだけ持っているかを反省し、未来に向けての自己マ
ネジメントの指針を得る。

3. 顧客の問題を想像する Imagination： データや分析でなく、顧客や社会と交流し、科学の進歩に好奇
心を持ち、Unmet Needsを察知する想像力が大切であることを認識し、自らの行動を変える。

4. 周囲を包みこむ Inclusion:  多様な個性、多様な価値観や意見を包み込む組織風土のあり方を知り、
良い風土を創るために自らのリーダーシップのあり方を考え、改善する指針を得る。

5. 自主的に計画し、結果を生み出す Initiation:   野心的な目標を掲げ、実現のためのＫＰＩを探ぐり、マイ
ルストーンにする自主的目標管理を実践するアプローチを獲得する。

6. プロジェクトを駆動する Agile Cross Functional Project： １－５の力量をベースにイノベーションと生
産性を向上するためのプロジェクトを社内で提案し、推進するアプローチを獲得する

企業の２１世紀の繁栄を主導する社員像は２０世紀後半のトップダウン経営での社員像とは根本的に異
なることを認識することが出発点になる。
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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

コーンフェリーの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
成動機のウリスクを知
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（コーン・フェリーの調査に基づく）の充足度の評価

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
に会う

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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④ 自由闊達にものが言える風土を創るInclusive Leaderを育てる

コーンフェリーは組織風土とリーダーシップを可視化するツールを過去３０
年間、全世界で活用しています。

コーンフェリーは優れた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（ KF Professional )を活用し、リーダーシップ改善のコーチングのツールとして活用
しています。
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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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プログラムの運営（標準版）

第一
フェーズ

リーンスタートアップ ジョブ型課長のプロフィー
ルに近く、実績と信頼を得
ている課長級社員を選び、
変革の先陣を切って頂く

第二
フェーズ

認定講師プログラム 彼らがファシリテータとして
プログラムを運営するため
の必要なスキル、ノウハウ
を提供する

第三
フェース

スケールアップ 彼らが模範になり、講師と
なり、ジョブ型課長を量産す
る

第四
フェーズ

全社的な展開 ジョブ型課長がジョブ型社
員を量産する

• ６つのセッション（正味１
日）を２週間毎に１回、３
か月をかけて実施する。

• セッションは１２名のワー
クショップ方式

• 講師、フォシリテータは
コーン・フェリーのスタッフ
が担う。

• セッション②、④ではアセ
スメントツールや組織風
土・リーダーシップスタイ
ル調査をツールとして活
用する

• 伝統的なPDCAでなくGAFAM的なDCPA（ まずはやってみて、様子を見る。そして計画し、大規模に展
開する）というアプロ―チをとる

• まずは少数であっても精鋭を磨く。彼らが起点になって幾何級数的に仲間を増やす。１年目は１０人、２
年目は３０人、３年目は１００人、４年目は３００人、そして５年目には１０００人のジョブ型課長が育つこと
をイメージする。
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プログラムの手法

伝統的なAction Learning とWorkshopの手法を修正して活用すると同時

に心理テストや組織風土・リーダーシップスタイルなどの自己内省を支援す
るツールを活用する。

• このプログラムは個人に焦点をあてている。メンバーが最初からチーム
になり、チームとして課題を発掘し、解決策を提案するという伝統的な
Action Learningの手法は取らない。

• ただし、他の参加者との意見交換を通じて自らの認識や思考を深める
workshopの手法は活用する

• テストツールを活用し、フィードバックやコーチングを通じて参加者の個人
としての内省を支援する

• その上で個々の参加者が自身のジョブを定め、キャリアビジョンを描き、
自己改造への具体的な行動計画を練り、一歩踏み出すプロセスを支援
する。
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プログラムの成果物

1.全ての参加者が自らのジョブを短い言葉で語ることができる。

2.今のジョブだけでなく将来担えるジョブのイメージ（キャリアビジョン）を語
ることが出来る。

3.顧客と社会を知るための自身の行動計画を持つ。

4.良い組織風土を創るための自身のリーダーシップスタイル改善の指針を
得、行動計画を持つ。

5.自身のジョブを達成するための自主的な目標管理のプロセスを知り、活
用する。

6. （１）－（５）を踏まえ、イノベーションと生産性実現のためのプロジェクト提
案（PPTでなくA4ワード数枚）を作成し、会社に提案することができる。



© 2021 Korn Ferry. All rights reserved 26

なぜ、課長級社員に焦点をあてるのか

• 顧客を知り、オペレーションの実際を体現し、知識や技術、ノウハウを持つのはフロントの社員である。そ
の中心に存在するのは課長級の社員である。会社の可能性、課題、良いこと、悪いことは彼ら、彼女らが
すべて知っている。

• ２０００年以降の米国の伝統企業の再生の歴史を見ると、フロントに焦点をあて、フロントをGuideし、
Inspireし、Empowerするというアプローチが成功への王道であることがはっきりしている。

• 日本企業での成功例は少ないが、経営者がフロントの知恵を吸収するリーダーシップを発揮しているケー
スに良い事例がみられる。彼らの共通点はEQ（心の知能指数）の高さである。一方、トップダウンの構造
改革、リストラ、財務政策に焦点を当てた経営者は短期間でV字回復を遂げるが、その後は長期低迷す
るというパターンが多い。このような経営者の共通点は人や組織の問題に淡泊なことである。

• また、日本企業のフロントにいる社員のエンゲージメントは冒頭に述べたように危機的な状況にある。今、
手を打たなければ手遅れになる。（注）

• ただし、表面的、断片的、短絡的な対応では成果は生まれない。腰を据え、愚直な努力を５年間継続する
必要がある。Make Haste Slowly （ゆっくり急げ）、日本語では急がば回れという言葉があるが、ジョブ型

課長育成スクールの６つのテーマをバランスよく深耕して頂きたい。どの一つのテーマが欠けても成果は
減退する。

注：日本企業の社員のエンゲージメントの危機については「エンゲージメント経営」JMA出版 柴田彰に詳しく語られている。
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ジョブ型課長の姿勢と行動（再掲）

志と力量 姿勢と行動

意志 １．中核管理職になる：トップダウンの指示を実行する中間管理職でなく、自らのジョブを定め、
ボトムアップでイノベーションと企業の成長に貢献する中核管理職になる。

２．２１世紀のパラダイムを主導する：「競争に勝つ」でなく、顧客と社会への価値創造の為に組
織のメンバーと縦横無尽に協力する。

３．自らの運命を支配する：自らの個性に目覚め、ジョブを選び、学習と成長を続ける。専門性
を深め、同時に視野を広げ、顧客と社会に貢献する。

個の力 ４．スキルを磨く：専門知識、対話を通じて人と共鳴するコミュニケーション、そして想像と構想を
生みだす思考の技術を学び、実践する。
５．新なマネジメントの焦点を理解する：２１世紀の新なテーマ（コンプライエンス、リスク、D&I、
SDGs）

６．不変（不易）のテーマ（顧客・社会起点の行動）に集中する：顧客の問題に執着し、新しい解
決を想像し、考え抜き、改善・改良を継続する。

チームの力 ７．成果を生むチーム風土を開発する：メンバーが拘束感なく自由闊達に働き、高い基準に挑
戦する組織風土を創る。
８．多様性を生かす( Inclusion )：異なる思想、価値観、知識、技能を持つ人材を発見し、活用
する（すべての社員は自分が得意な分野で役に立つ）

プロセスの力 ９. チームの目標管理を推進する：上意下達の目標管理でなく、本来の目標管理
（Management by objective and self control－自ら考え、目標を定め、自主的に管理する）を
実践する。このプロセスは今日、OKR Objective and Key Resultsと呼ばれる。

１０．プロジェクトを駆動する：組織を横断するクロス・ファンクショナル・プロジェクトを提案し、主
導する。

ジョブ型課長育成スクールは必要
な力量をほぼカバーする

緑のフォントはカバーされるもの
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ジョブ型課長が生息できる組織風土（再掲）
理想的な風土の要素 背景、コメント

1 業界、地域、
国籍、時代を
超える共通の
要素

上位下達で目標・タスクを降ろす硬直的なマネジメ
ントは存在しない。

• １９８０年代、米国大企業は大苦境に遭遇し、１９８７年にはブラックマンデイというNY証券取引
所の大暴落を経験。ダウ平均は２０００ドルから１５００ドルに一気に下落（１日で２５％の下落）。

• 多くの米国企業は日本企業の経営を学び、経営品質の向上に取り組む。
• そうしたなかで組織風土が事業成果の向上に大きく貢献することを認識すする。

• 左記の６つの項目はハーバード大学の調査・研究によって明らかになった好業績組織の典型
的な風土。

• 風土を向上するには管理者のリーダーシップの形が大切であることが認識される。

• この考え方はＩＢＭの１９９０年代の再生に活用され、良いリーダーシップの形を学び、良い風土
を創ることがマネジャーの重要なテーマになる。

• この考え方は世界の大企業に広がり、日本企業においても活用が進んでいる。

2 本社はスリムで現場の第一線でジョブを担う社員に
責任・権限が委譲されている。

3 現場の社員は自発的に高い水準の目標を目指して
いる。

4 社員の多くは好きな仕事に夢中で取り組みやりが
いを感じている。

5 現場の社員は会社の使命、ビジョン、戦略に共鳴し
ている。

6 現場の社員はチームとして結束している。

7 GAFAM的企
業、

中国の新興企
業に典型的に
みられる要素

ジョブに関係のない無駄な作業は徹底的に排除さ
れている。

• 定期的（6日月－１年に一回）程度で作業の棚卸をする習慣を持つ会社は少ない。その理由は

ジョブの意識が希薄なこと。ジョブがしっかりと定義されれば、集中するべき作業が明確になり、
生産性が向上する。

8 現場の第一線と社長のコミュニケーションは確実に
行われている。

• 顧客のニーズ、他企業の動き、技術やサービスのエッセンスはすべて現場の第一線の社員の
中に存在する。機会や脅威、リスクは現場の社員はすべてを知っている。経営の判断に現場の
声が届けば良質の意思決定ができる。

9 第一線の社員の目は社長でなく顧客・社会に向
かっている。

• ピーター・ドラッカーの言葉：企業は成功すればするほど内向きの仕事が増大する。社員の目
は社内に閉ざされ、外の機会や脅威への感度が鈍っていく。

• GEのジャック・ウェルチ氏の言葉：社員は社長に目を向け、顧客に尻を向けるものだ。

10 第一線の社員が機会や脅威を見つけけ組織横断
にプロジェクトを駆動している。

• 今を守るためにはルーティンの仕事が必要。新なアイデア、大きな改善、改革にはクロスファン
クショナルチームが必要。顧客起点のイノベーションを実現する鍵を握る。

11 社員は貪欲に学習し、相互に教え、教えられる関係
にある。社内研修講師を務める社員が多い。

• VUCAの時代には学習の継続が不可欠。学習に貪欲な組織は社内での学習ネットワークが躍
動している。社員は自分の専門分野では伝道師として活躍する。

12 現状を変え、顧客・社会に価値を創造する社員が
最も尊敬されている。

• 江戸時代、薩摩藩に伝わる有名な評価基準：時代と国籍を超える不変の基準
－ 一番、何かに挑戦し、成功した者
－ 二番、何かに挑戦し、失敗した者
－ 三番、自ら挑戦しなかったが、挑戦した者の手助けをした者
－ 四番、何もしなかった者
－ 五番、何もせずに批判だけしている者

ジョブ型課長育成スクールは必要
な風土の大半をカバーする

緑のフォントはカバーされるもの
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Ⅲ CHOの役割

ジョブ型社員の出発点として２１世紀の経営にお
けるCHOのジョブは何か、世界の潮流を洞察し、

過去の取り組みを振り返り、改めて定義する必
要があると思います。
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CHOの新な役割は何か

1.欧米では１９９０年代に人と組織の関する大きな変革が始
まった。第一線の社員のパワーの解放が企業繁栄の王道
であるという考え方が潮流になる。

2.そうした中で「人事の役割は何か」という根本的な問いに答
えることが、求められている。

3.日本企業の過去３０年間の人事の取り組みを振り返り、総
括し、２０２０年代におけるCHOのジョブを改めて定義する
必要がある。
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第一線の社員活性化の重要性を説いた８冊の本

著者 出版年 趣旨 日本への浸透

エクセレント・カンパニー マッキンゼー １９８３ 戦略コンサルタントであったマッキン
ゼーが人に焦点を当てた最初の本

日本でも話題になる。７Sのフレー
ムワークは有名。

危機を超えて エドワード・デミング １９８６ 日本の品質管理の父といわれるデミ
ング博士の最初の本。フロント社員の
リーダーシップと良いプロセスの重要
性を説き、当時の米国企業のトップダ
ウン・本社スタッフ重視の経営を批判

米国だけでなく世界的なベストセ
ラーになる。しかし、日本には翻訳
もされず。

ラーニング・オーガニゼーション ピーター・センゲ １９９０ VUCAの時代を３０年前に予測。偉大
な経営者でなく第一線の社員が変化
を察知し、自発的に連携して対応する
企業への転換を主張。

世界のロングセラーとなるが、日本
での売り上げは低迷。
近年、その発展形であるティール
組織が話題になる

人事の新しい役割 デービッド・ウルリック １９９７ 当時の人事はアドミニストレーションの
役割を超えていないことを批判。新な
役割（社員のチャンピオン、戦略パー
トナー、変革のエージェントとしての役
割）を提唱。

２０１０年代後半からHRBP制度を
入れる日本企業が現れる

個を生かす企業 クリス・バートレット他 １９９７ フロントの社員の力を信じ、その力を
解放することで企業が繁栄することを
説く

創業間もないグロービスが翻訳。
知る人ぞ知る本。

ウォー・フォー・タレント マッキンゼー ２００１ 採用の重要性、コーチングの大切さを
説く

War for talentという言葉は２０年を
経過した今、改めて認識される

バランスト・スコアカード ロバート・キャプナン
他

２００１ 経営者が無形資産の重要性を理解し、
無形資産の増加に取り組む意義を主
張。財務中心の評価基準を批判。顧
客基盤、業務プロセス、社員エンゲー
ジメントを業績基準に追加。

世界企業の大半が導入。日本企業
での本格導入の事例はない。

EQ リーダーシップ ダニエル・ゴールマン ２００２ ２１世紀の経営の繁栄にはIQでなく
EQが重要であることを説く。社員への
EQ教育を主張。

EQは「心の知能指数」という名翻
訳で関連書籍は日本でもベストセ
ラーになる。
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日本企業における人事の新な役割は何か。ウルリック教授の理論を統合
し、それを超える必要はないか。

事業ラインの
戦略パートナー

変革エージェント

アドミニストレーションの
エキスパート

社員のチャンピオン

未来

現在

IQ EQ

ウルリック教授の有名な理論

？

仮説：すべての社員を生かしきる組織ケイパビリティ（人、プロセス、文化）
を総合的に開発する。人事のKPIはイノベーションと生産性。
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日本企業の人事の取り組みの歴史

主な取り組み その効果と反省

１９９０年代 • 能力資格制度の見直しと職務等級制度の導
入

• 武田薬品工業がその嚆矢になる

• 過度な業績連動、「虚妄の成果主義：
という言葉が生まれる

２０００年代
前半

• 外国人社員を活用するグルーバル人事制度
の導入

• トヨタ自動車がその嚆矢になる

• 対象は外国人社員
• 日本人社員のグローバル化という視
点は生まれなかった

• ガバナンスという視点が強まる

２０００年代
後半

• コンピテンシーモデルの導入
• 社員の行動指針の確立を通じたパーフォー
マンスの向上を狙う

• 抽象的な能力定義でなく、具体的な
行動事例を示すことで能力開発を支
援

• コンピテンシーの背景にある動機、性
格などの根本的な因子への洞察が
不足し、表面的な活用にとどまる

２０１０年代 • 経営人材の育成、登用を中心とするタレント
マネジメントシステムの導入

• １９９０年年代のGEを中心とする米国型モデ
ルを参考にする

• コーチングの導入

• 経営力の意義と重要性への認識が
高まる

• 経営人材候補者の成長のファシリ
テーションを可能とする

• 経営者を選ぶ取締役会の力量の開
発が進んでいない

２０２０年代 • ？？？ • ？？？



© 2021 Korn Ferry. All rights reserved 34

CHOのジョブを考えるための三つの質問

1. CHOの顧客は誰か。

2. 顧客が抱える問題は何か。

3. その問題をどのように解決するのか。
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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

Tel: 090-4623-
2483 
kunio.tsunashima
@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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出版社（日本能率協会マネジメントセンター）からの広告
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