
コーン・フェリー・ジャパン
大手コンサルティングファーム、シンクタンクが考える人事部の未来

　ここに、コロナ禍以前の2018年にグローバル企
業のリーダー1550人に対してコーン・フェリーが
実施したFuture�of�Work（未来の経営と新しい働
き方）と人材に関する調査「The�Global�Talent�
Crunch」のレポートがある。Cレベルの経営トッ
プ（CEO、COO、CFOなどの経営層）の約 8 割
が、Future�of�Workにおいて生き残り、企業とし
て成長するためには、人材ギャップが重大な課題
になっており、その度合いはますます大きくなる
と答えている。そして、このギャップが放置され
れば、求められる要件・能力を備えた人材の不足
によるビジネス上のマイナスインパクトは、2030
年までに8.4兆ドルにも及ぶとも試算されている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業環
境はさらに目まぐるしく変化しており、このイン
パクトはより大きなものになる可能性もある。
　人材ギャップは、新しい課題ではない。さらに
言えば、人事労務の実務担当者である皆さんが取
り組まれているであろう多くのテーマ、例えば、
デジタルトランスフォーメーション（DX）、労働
市場の変化、同一労働同一賃金、年齢構成の適正
化、働き方改革、グローバル化、ジョブ型雇用へ
の変革、HRテックなど、そのほとんどはコロナ禍

以前から人事課題として取り上げられてきたもの
ではないだろうか。しかし、人事コンサルタント
として、さまざまな企業の経営者・人事リーダー
と仕事をする中で感じるのは、変化のスピードと
複雑性・不確実性がどんどん大きくなっているこ
とである。言い換えれば、VUCA（V
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性〕）への対応力が、人
事リーダーにとって極めて重要になってきている。

コーン・フェリー・ジャパン株式会社

未来をつくる人事リーダーに�
求められる要件
ADAPTモデルに見る�
新しいリーダーシップの姿
滝波純一（たきなみ じゅんいち）　　日本共同代表
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会　社　概　要

本社　�東京都千代田区丸の内 1－ 8－ 1　�
丸の内トラストタワーN館14F

資本金　－
従業員数　－
事 業概要　コーン・フェリーは、グローバルな組
織コンサルティングファームである。クライア
ントの組織構造やポジションとその責任を設計
し、適切な人材を採用できるよう支援し、社員
の処遇・育成・動機づけといった課題について
もコンサルテーションを提供している。さらに、
専門性を高めることによる人材のキャリアアッ
プを支援している。
　https://www.kornferry.com/ja
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特集 1

そこで、本稿では人事部として、今後、取り組む
べき一つひとつのテーマについて取り上げるので
はなく、人事リーダーとしてVUCAへの対応力を
どう高めるかについて、参考情報を提供しながら
論じていく。

　まず、グローバル企業で活躍しているトップ人
事リーダーの特徴から見ていきたい。少し乱暴な
言い方かもしれないが、事業経営とは、お金（財
務資本）と人材（人的資本）をインプットとして、
価値を生み出し、リターンを最大化していくこと
である。財務資本の重要性は言うまでもないが、
近年、企業価値を大きく左右するのは人的資本に
なってきており、その傾向はますます大きくなっ
ている。かつては社員の知的生産の量・質あるい
は付加価値の違いは一定の範囲内であったが、今
やそれは数十倍・数百倍の違いになっている。例
えば、エンジニアリングの世界では、標準的なエ
ンジニアを100人採用するよりも、天才的なエンジ
ニアを 1人採用するほうが、よほど企業価値向上
につながる時代に変化している。
　このため、先進的な企業では、財務資本と人的
資本の両面から包括的に経営の舵

かじ

取りができるよ
うにするため、CEO（最高経営責任者）、CFO
（最高財務責任者）、CHRO（最高人事責任者）に
よるコアマネジメントグループをつくっている。
このグループは「G 3」とも呼ばれる（ラム・チャ
ラン、ドミニク・バートン、デニス・ケアリー共
著、中島正樹、堀井摩耶、齋藤佐保里ほか訳『タ
レント・ウィンズ 人材ファーストの企業戦略』［日
本経済新聞出版］2019年）。このような企業では、
CEO、CFO、CHROが密に連携して、人材主導型
組織へと変革している。また、そのような企業で
は、人事部門を競争優位の源泉としている。では、
G 3として活躍しているCHROには、どのような
特徴があるのだろうか。コーン・フェリーが行っ
たCHROを対象とした調査からは、少なくとも以

下八つの特徴が抽出されている。
①�人材の能力を見極め、トップクラスの人材を、
それぞれが最大の価値を生み出せる仕事にマッ
チングする卓越した能力

②�組織がうまく機能しているかどうかを察する第
六感。すなわち、重大な問題の根本原因と成功
するための突破口がどこにあるかを嗅ぎ分ける
嗅覚。関係者の行動を矯正したり、それに報い
たりできる直観的な公平性

③�外部の人材を絶えずサーチし、自社のトップ人
材と比較できる知的好奇心

④�人事部門、可能であれば事業での職務経験を通
じて培われたリーダーシップ

⑤�G 3の一員として、人材が成否を分ける財務的
な意思決定の議論に加わる能力と意欲

⑥�自分の名声やエゴのために権力を求める志向の
なさ

⑦�極めて若い人材を、ベテラン社員を飛び越えて
昇進させ、絶えず変化する時代に組織を維持し、
士気を高め、率直に意見を述べ、CEOに正面か
ら反論する勇気

⑧�CFOとの協力関係をCEOにとっての最強のツー
ルに変えることができ、CFOと一致して働ける
鋭い理解力と感性

　一方、今のグローバル企業のCHROに不足して
いる能力はどうだろう。［図表 1］は、2016年に実
施したCHROを対象としたグローバル調査「Korn�
Ferry�CHRO�Survey」において、「トップ人事タ
レントの後継者の検討において最も不足が見られ
るものは何か」という問いに対する回答である。
一番は、「ビジネスに対する見識」41％、次いで、
「戦略を実行に移す能力」28％となっている。従
来、人事リーダーに期待されていたと思われる人
事領域の「テクニカルスキル」や「関係構築力」
も、「分析能力」も、回答の下位に来ている。これ
は、これらの能力が重要ではないということでは
なく、これらの能力が高い人事リーダーは見つけ
られるが、ビジネスに対する見識や戦略を実行に
移す能力も兼ね備えている人事リーダーが枯渇し

トップ人事リーダーの特徴2
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ているということである。
　もう一つ、「今日のCHROにとって最も重要な
コンピテンシーは何か」という問いについて、52
％と半数以上が「曖昧さの許容」を挙げている
［図表 2］。この結果を、日本企業の経営者および
CHROの集まりで共有したことがあるが、納得感
があるという反応だった。皆さんにとっても、納
得感がある調査結果ではないだろうか。

　人事リーダーとしてVUCAへの対応力を高める
に当たって、もう一つ調査結果を紹介したい。こ
れは、未来のリーダーに必要なスキルを明らかに

するために2019年にグローバルに実施した調査
「The�Self-Disruptive�Leader」で、コーン・フェ
リーが保有する15万人以上のリーダーのアセスメ
ントデータ、各国の投資家やアナリストへのサー
ベイ、グローバルイノベーションインデックス
2018、Fortune誌の「世界で最も称賛される企業」
や「最も成長著しい企業」、Forbes誌の「最も革
新的な企業」等の企業リストに照らした比較検証
などを基に分析している。
　この調査では、世界の82％の投資家は、投資先
企業がディスラプティブ（破壊的）な課題に直面
していると回答しており、また約70％の投資家は
旧来のリーダーシップでは将来立ち行かないと考
えていることが分かった。日本に関しては、この
割合はさらに大きくなり、約80％の投資家が旧来

VUCAの時代に求められる�
リーダーシップ3

 �今日のCHROにとって最も重要なコンピテンシー図表 2

 �トップ人事タレントの後継者に不足しているもの図表 1
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資料出所：“Korn�Ferry�CHRO�Survey”，2017（以下、［図表 2］も同じ）
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特集 1

のリーダーシップでは立ち行かないと回答してい
る。在宅勤務やオンライン会議など働き方を大き
く変えた新型コロナウイルス感染症の拡大は、ま
さに破壊的な出来事といえるが、では、ディスラ
プティブな時代に求められるリーダーシップはど
のようなものか。
　この調査からは、以下の五つの要素が重要であ
ることが分かったが、その頭文字を取って、われ
われは「ADAPTモデル」と呼んでいる［図表 3］。
　ADAPTモデルの各要素の内容は以下のとおり
である。
①�Anticipate（先見性）：文脈を読み取り、迅速に
判断を下し、機会を創出する。社会的ニーズに
対して企業が果たすべきことにフォーカスする。
不透明な状況下にあっても集団的な取り組みに
対して方向性を示し、統合する
②�Drive（活性化）：目的意識（パーパス）を育む
ことによって人々を活気づける。自分自身や他
者の心身のエネルギーをマネジメントする。
人々を希望的、楽観的、内発的に動機づけるた
めに前向きな環境を育む

③�Accelerate（スピード）：絶え間ない技術革新
と望ましいビジネス成果を生み出すために、知
識・情報の流れをマネジメントする。アジャイ
ルなプロセス、迅速なプロトタイピング、反復
的なアプローチを駆使してアイデアを実行に移
し、事業化する
④�Partner（パートナーシップ）：部門や組織の境
界が一層曖昧になる中において連携を促し、
パートナーシップを形成する。意見交換を可能
にする。能力を相互に補完し合い、高いパ
フォーマンスを実現する
⑤�Trust（信頼）：組織と個人との間の相互成長に
軸足を置いた新しい関係を構築する。多様な視
点と価値観を統合する。個人が自身の目的意識
（パーパス）を明らかにする手助けをし、最大限
に貢献するよう促す
　未来のリーダーとして活躍するためには、
ADAPTのすべての特性を備えていることが世界
中において理想ではあるものの、各国のリーダー
には、それぞれ異なった強みと課題があることも
この調査から明らかになっている。

 �これから求められるリーダーシップ「ADAPTモデル」図表 3

資料出所：“The�Self-Disruptive�Leader”，Korn�Ferry�（2019）
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　現在の日本のリーダーについていうと、Trust
（信頼）は最もギャップが大きな要素である。日本
企業の多くは、終身雇用制と日本人中心のマネジ
メントスタイルによって、創業者の哲学をベース
にした組織文化を育んできたが、一方で、それに
よって多様な文化の醸成が困難になっているよう
に見受けられる。伝統的に集団主義と調和を重視
する文化の中で、リーダーたちは個の尊重や正当
な自己表現の機会を過小評価してきたようにも見
える。リーダーには、将来を見据えて、若い世代
の人材をどのようにして惹

ひ

きつけ、活用できるか
について熟考することが求められている。
　Drive（活性化）も、日本のリーダーにおいて
比較的割合が低く出ている要素である。目の前の
課題に対して手堅く成果を出し、一方で、リスク
を取って大胆にチャレンジすることを避けるリー
ダーが、これまでは評価されてきたかもしれない。
しかし今後は、社員の創造性を支援するような前
向きで活気にあふれた環境をつくり出すことが求
められる。そして、コロナ禍を踏まえ、そのよう
な資質はますます重要になってくると思われる。
　この調査は、すべてのリーダーを対象としたも
のであり、必ずしも人事リーダーに特化したもの
ではない。しかし、目まぐるしく変化する事業環
境において、ADAPTの特性を備えた人材を開発
するだけでなく、人事リーダー自らもADAPTの
特性を高めていくことは、今後より一層重要性を
増してくるだろう。

［ 1］「ビジネスに対する見識」と「曖昧さの許容」
　では、人事リーダーとしてVUCAへの対応力を
高めるために、何をすればよいのだろうか。
　例えば、前掲［図表 1 〜 2］のトップ人事リー
ダーの特徴から抽出された「ビジネスに対する見
識」と「曖昧さの許容」について考えてみよう。
　皆さんのような人事のプロには釈

しゃ

迦
か

に説法だが、

私の手元にあるコンピテンシー開発ガイドを開く
と、「ビジネスに対する見識」については、「自分
を取り巻く環境（業界、組織、顧客、競合）に視
野を広げ、理解を深める」とある。有効なアサイ
ンメントの例としては「他部門・他部署・他地域
への短期の異動、予算策定・管理などのプロセス
への関与、顧客満足度調査や競合分析への関与」
などが挙げられている。また、「曖昧さの許容」に
関しては、「組織変革やM＆Aなどの推進、ゼロか
ら何かを立ち上げる業務、新規国や新興国への参
入に関わる業務、現状の業務からスコープや複雑
性を上げること」などが有効なアサインメントと
して例示されている。
　このように書くと、当たり前のように思われる
かもしれないし、あるいは人事においては、その
ような経験はなかなか得られないと思われるかも
しれない。しかし、例えば米国の大手健康保険会
社のHumana�Inc.は、2013〜17年にかけて、130人
以上の人事メンバー（人事全体の20％以上に当た
る）をオペレーションや人事以外の他の業務に異
動させる取り組みを実施している。日本において
も、人事から事業部門や他の本社機能への異動を
積極的に行っている企業も存在する。このような
取り組みは、今後ますます重要になるであろうし、
人事リーダーとしても、そのような機会に積極的
に関与していくことが求められよう。
　では、ADAPTの特性強化についてはどうだろ
うか。ADAPTの各要素の開発においても、タフ
アサインメント（いわゆるDIVAアサインメント
〔D

4

iverse：多様性に満ちた、I
4

ntense：密度の濃
い、V

4

aried：変化に富んだ、A
4

dverse：逆境を克
服する〕）が有効であることは言うまでもなく、部
門横断的な学びの機会やアクションラーニング、
コーチングなどを組み合わせた継続的な学びの機
会をつくっていくことが重要だが、もう一つ、性
格特性やマインドセット（思考様式）の開発を意
識することも重要になる。ここでは、マインドセッ
トの開発に焦点を当て、ADAPTの各要素につい
て、どのような意識を持つべきか見てみたい。

人事リーダーとしての�
能力開発4
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［ 2］ADAPTモデルによるマインドセット開発
⑴Anticipate（先見性）
　まず一つ目のAnticipate（先見性）に求められ
るのは、「不安定さと曖昧さを明確にし、幸運を自
らつかみ取る。挑戦しがいや障害があるほど、チャ
ンスとばかりに動機づけられる」というマインド
セットである。
　もしも、
・�それは私の仕事の範

はん

疇
ちゅう

を超えている
・�物事は時が来ればおのずと改善する、あるいは、
大きな期待をしても大きな失望に変わるだけだ
─といった考えに陥っているとしたら、
・�時間がかかり過ぎると別の問題が発生し、最初
からやり直す必要がある。今すぐやろう！
・�期待外れの結果は避けられない。だが、落胆す
るかどうかを選ぶのは自由だ
─と自分に言い聞かせることが、Anticipate（先
見性）を高める第一歩になる。

⑵Drive（活性化）
　Drive（活性化）に求められるのは、「不確実な
将来に対し不安に思う人々を勇気づけ、新たなス
キルを身に付けるようにポジティブに働き掛け、
積極性と前向きさを取り戻させる」ことである。
　もしも、
・�とにかく目の前の仕事をこなせばよい
・�仕事を詰め込み、一生懸命に働くことが成功の
カギだ
・�仕事に感情を持ち込まないで、感情とは切り離
して人を見ること
─といった考えを持っていたとしたら、
・�リーダーシップとは、チームの状態をより良く
すること
・�思いやりの気持ちから、コミュニティの感覚が
生まれる
・�共感することで防衛本能が低くなり、ポジティ
ブなエネルギーに変わる
・�ポジティブな態度は、ポジティブな思考と結果

の連鎖反応につながる
─と認識を変えてみよう。

⑶Accelerate（スピード）
　Accelerate（スピード）に求められるのは、「デ
ザイン思考とリーン生産方式で知識・情報の流れ
を管理しリードするが、自分でコントロールせず
に権限委譲する」ことである。
　もしも、
・�成功のチャンスは一度だけだ
・�念入りに準備することが成功のカギだ
・�すべてを完璧にする必要がある
─と考えていたら、
・�完璧なんて誰もあり得ない
・�失敗は成功のもと
・�早く成功したければ、今すぐ始めることだ
─と考え直してみよう。

⑷Partner（パートナーシップ）
　Partner（パートナーシップ）に求められるのは
「問題を抱え込まずに協力し、権力が分散した階層
的でない組織をリードする。関係性は自発的で一
時的なもの」というマインドセットである。
　もしも、
・�コントロールすればするほど楽になる
・�役割の明確さと境界を目指して努力する
・�他の人よりも優れていると確信している
・�二つのアイデアのいずれかがより良いものだ
─と考えていたら、
・�100％正しい人なんていない
・�あなたのアイデアがどんなに良くても、周りの
人々はそれをさらにブラッシュアップしてくれ
るかもしれない

・�自分よりも優れている人と付き合おう
・�侃
かん

々
かん

諤
がく

々
がく

と議論することで、新たなより良いア
イデアが生まれる
─と自分に言い聞かせることである。

労政時報　第4002号/20.10.2318



コーン・フェリー・ジャパン
大手コンサルティングファーム、シンクタンクが考える人事部の未来

⑸Trust（信頼）
　Trust（信頼）に求められるマインドセットは
「多様な人々を結び付け、コミットメントを高め、
彼ら自身の目的意識（パーパス）や向上心、価値
観を認める」ということである。
　もしも、
・�多様性を減らすと、調和が取れる
・�人は皆同じなので、全員を同じように扱う。人
は常に合理的だ
・�決して人には弱さを見せない
─と考えていたら、
・�画一性ではなく、多様性にこそ強みがある
・�違いそのものが人々を分断するのではない。違
いを認識できないことにより分断が生まれる
・�人は公平さと多様性を持つことができる
─と考え直すことが重要である。
　もちろん、ADAPTの特性を強化するためには、
さまざまな学びの機会をつくり、能力開発を継続
することが必要になるが、多分に性格的・動機的
な特性にも左右される面がある。このため、自身
の性格特性や動機特性を客観的に見つめ直し、マ
インドセットの開発を意識的に行うことが、
ADAPTの特性強化の第一歩となる。

　コロナ禍の影響により、日本企業の働き方に在
宅勤務やジョブ型雇用といった大きな変化が生じ

ている。しかし、コロナ禍によって、これらの変
化が加速されたのは事実だが、実はそのはるか以
前から日本企業の人事には、大きな変化が求めら
れていた。私の同僚である綱島邦夫（経営力研究
所コンサルタント、コーン・フェリー シニア ク
ライアント パートナー）は、それを「日本企業の
人事部は氷山に向かって進むタイタニック号の甲
板で机の並べ替えに忙しく働いている」と自身の
著書『事業を創る人事 グローバル先進企業にな
るための人づくり』［日本経済新聞出版］（2017
年）の中でうまく表現していた。本稿で述べたの
は、コロナ禍とは関係なく人事関係者に求められ
る変化の原理原則ともいえるものだ。
　変化の大きな時代において、人事の果たすべき
役割はますます大きく、重要になっている。その
ためには、環境変化を捉えて自社が取り組むべき
人事課題を特定し、それを解決するための方法論
について造詣を深めることも重要である。しかし、
それと同様に、人事リーダー一人ひとりがVUCA
への対応力を高めていくことも重要である。進化
論を提唱したチャールズ・ダーウィンは、「最も強
い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残
るのでもない。唯一、生き残るのは、変化できる
者である」という言葉を残したといわれている。
今回紹介した情報が、「変化に強い」人事リーダー
として、そして未来をつくる人事リーダーとして
活躍されるに当たって、少しでも参考になれば幸
いである。

最後に5

滝波純一　たきなみ じゅんいち　　
コーン・フェリー・ジャパン株式会社　
日本共同代表

京都大学工学部卒・同大学院応用システム科学修士、カリフォルニア大学ロサンゼルス校
（UCLA）経営学修士（MBA）。東レ株式会社、ボストン・コンサルティング・グループを経
て、コーン・フェリーに入社。シニア�クライアント�パートナーとして、金融、医薬品、消費
財、流通、情報通信等の幅広い業界に対し、組織改革、リーダーシップ開発、グローバル人事
制度設計、M＆A支援等、コンサルティング経験を豊富に有する。
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