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本書の意義と狙い

「ピラミッド経営」から「両輪の経営」へ転換し
成長力を復活させる。生産性とイノベーションの
ためにジョブ型システムを活用し、社員のパワー
を解放する。

多くの日本企業は高度経済成長期（陽の時代）を終え
た過去30年間、イノベーションと成長が止まる「陰」
の時代の中で苦闘しています。その理由の一つは世界
の企業に比べて日本企業の運営が「片輪」の経営にな
っていることにあります。激しい乱気流の中で厳しい
株主の要求に対峙し、事業と組織の構造改革に取り組
み、Ｍ＆Ａを駆使し、会社の命運を一身に担う経営者
の皆様の使命感に支えられた奮闘には本当に頭が下が
ります。しかし、もう一つの車輪である社員力が駆動
していないという印象を強く感じます。一方の車輪だ
けでは車はその場で円周を描くように回転し、前進す
ることができません。

これは社員の皆様が怠けているということではなく、
組織という、何もしなければ自然に劣化し、社員の時
間とエネルギーを吸い上げていく得体の知れない力の
中でもがいているように思います。顧客や社会という
外の世界でなく、会社の中を向き、指示を受け、一所
懸命に働く多くの社員の活動が付加価値を生まない、
ルーティンの作業になっている、ワクワク・ドキドキ
という感覚で求められる以上の仕事をする社員が少な
いということです。米国西部や北欧で成長したGAFA的
な企業、中国の深圳の新興企業、日本の少数のベンチ
ャー企業にみられる自由闊達なチームで動く組織風土
がほとんど消滅しているように見えます。今の多くの
日本企業は1980年代の米国企業、社員は経営者の指示
を待ち、言われた作業をこなし、時間に応じた報酬を
受け取り、成果には責任を持たないという状態に酷似

しています。これでは当時の米国企業がそうであった
ようにイノベーションと成長は生まれず、リストラ（
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モグラたたき）を繰り返す悪循環からの脱出は望めな
いと思います。また、素晴らしい歴史と伝統を持つ一
流の企業が残念な不祥事を起こしてしまうといった現
象も現場の第一線の淀んだ組織風土、自由にものを言
えない雰囲気と言う底通する原因があり、これを克服
しなければ、コンプライアンスとリスク管理のための
ガバナンスの仕組みを強化しても病は繰り返すことに
なります。さらに、社員の手足を縛る内向きの仕事が
益々増え、顧客や社会に付加価値を生む創造的な仕事
はできなくなります。

こうした問題意識の中で2020年の１月に経団連が発し
た「メンバーシップ型」から「ジョブ型」への転換と
いうメッセージは千載一遇のチャンスであると私は考
えています。すべての社員が個性に目覚め、自分に適
したジョブを選択し、顧客・社会起点で問題を発見し
解決するためのリーダーシップをボトムアップで縦横
無尽に発揮する、厳しいが「やりがい」という報酬を

得る世界の実現が可能になるからです。もちろん、ピ
ラミッド型の上意下達の組織運営が維持されたままで
はジョブ型は成立しません。ジョブ型の本質は責任を
第一線に委譲することだからです。ジョブ型では社員
は専門知識を磨き、専門知識を使って顧客や社会の問
題を発見し、その解決を通じて付加価値を作り、誰か
に貢献することが求められるからです。指示された作
業を行うタスク型ではなく、自発性、自律性が求めら
れるからです。個が集団に埋没することなく、個性を
発揮することがジョブ型制度の成功の鍵だからです。
こうした思いをベースに第一線で活躍する社員の中核
になる課長級の社員の皆様への令和の時代の新しい行
動指針になるという願いを込めて新しい本を書きまし
た。制度や仕組みを作っても社員の意識、行動が変わ
らなければ折角の努力が実を結ばないからです。タイ
トルは『ジョブ型と課長の仕事：役割・達成責任・自
己成長』といたしました。ご笑覧いただければ幸いで
す。

ジョブ型での経営者と課長の役割（上下関係から両輪の関係へ）。本書でいう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ています。
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ドラフトの段階で課長級の社員の皆様の意見を伺いま
した。いろいろな批判を受けました。特に、この本に
書かれていることは理想論であり、長い歴史の中で凝
り固まった組織風土の実態を認識していないのではな
いかというコメントを多くの方からいただきました。
しかし、私自身、1980年代の半ば、米国企業が苦闘し
た時代、シリコンバレーの近くで生活をしていたので
すが、その時の若い事業家や老練なベンチャーキャピ
タリスト達の言葉を思い出します。マクロの環境に文
句を言っても仕方がない、自分達でできるミクロなこ
とを始めよう、ということでした。そして彼らの努力

は30年後の2010年代に大きな実りを迎えることになり
ました。陰の時代の沢山の無名の人々の志と努力が次
の陽の時代を生む、というのは不変の歴史法則である
と感じる次第です。

ジョブ型課長のSix Essentials(六つの基本)
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。

本書で奨励するジョブ型課長の姿勢と行動特性（Eight Disciplines８つの規律） 
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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.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。

4.役に立つスキルを磨く：チームの活力を創るリーダ
ーシップ、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.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）と不変
のテーマ（顧客起点の行動）に焦点を当てる。

6.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。

企業が持つ技術・知識・ノウハウや顧客の思いの変化
を感じるセンサー、問題を発見し、解決し、企業の思

いやビジョンを実現するパワーはすべて第一線の社員
の中に潜在しています。その力を健在化するには現場
の第一線で社員を束ね、顧客に対峙する課長級の社員
の行動変容が求められていると思います。

経営者と人事部門の皆様に検討頂きたいこ
と
本書はジョブ型を実践する課長級社員の皆様の行動変
容を支援するための基本Essentialと規律Disciplineの紹
介を目的にしています。人事の制度やプログラムのあ
り方については語っておりません。しかし、彼らがジ
ョブ型課長として活躍するために背中を押し、束縛を
取りのぞく必要があります。人事の制度、プログラム
が適切に作動するための創意工夫が求められます。

多くの日本企業は1990年代から2000年代にかけてジョ
ブ型制度（当時は職務型と呼ばれていた）に取り組み
ました。しかし、「虚妄の成果主義」「内側から見た
富士通、『成果主義』の崩壊」という本（いずれも200
4年に出版）がベストセラーになったように日本企業の
取り組みは良い結果を生みませんでした。その理由は
単純です。日本企業が導入したのは米国の伝統的企業
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の衰退の原因になった、タスク型の制度（社員は経営
がトップダウンで求めるタスクを実行し、時間に応じ
て報酬を受けとり、成果には責任を持たない）を誤っ
て導入してしまったことにあります。その反省なくし
てジョブ型制度の成功は望めません。以下の八つの視
点が重要です。

1.ジョブの意味を正しく共有する：

ジョブ（仕事）とタスク（作業）の違いを粘り強く伝
える。ジョブとは専門知識を使って、問題を発見し、
解決し、付加価値を生み出す創造的な活動であり、定
まったルーティンを行うタスクとは別物であることを
全社員に共有する。専門知識だけでは宝の持ち腐れで
あることを理解させる。これは現場の第一線で営業や
事務のオペレーションを担う、すべての社員を対象に
するものです。

2.ジョブを実践するスキルの教育に投資する：

ジョブを実践するには顧客や社会へのアンテナと感度
を高め、チームを創り、問題を発見し、解決するリー
ダーシップ、コミュニケーションと（分析思考を超え
る）思考の技術が求められます。一朝一夕に身につく
ものではなく、「形」を学ぶことが重要。さもなけれ
ば、形無しであり、何の役にも立たないことを伝えま
す。また米英を中心に発展した20世紀型の競争を過度
に意識する戦略経営の呪縛を解き、21世紀型の顧客・
社会への価値創造経営へのマインドシフトの転換を支
援する必要があります。

3.責任の委譲をすすめる：

ジョブ型の本質は成果責任の社員への委譲です。社員
はタスクを行い成果責任は経営者が持つというタスク
型とは全く異なります。上位下達の目標管理でなく、
社員による自主的な目標管理が必須です。創業期のヒ
ューレット・パッカードで生まれ、インテルに引き継
がれたManagement by objective and Self control、 (今
日ではOKRと呼ばれる)アプローチの復活が必要です。

4.等級・評価・報酬制度の目的は「成長支援」と「フ
ェアネス」であることを明確に共有する：

スポーツ、芸能やアカデミアのプロは評価や報酬は求
めるものでなく、後からついてくるものであることを
知っています。ビジネスの世界でもワクワク・ドキド
キしながら夢中で仕事をしている瞬間は誰も評価や報
酬を意識することはありません。しかし、自ら選び、
夢中で取り組む仕事でなく、会社から求められるタス
クを行う場合、人は会社による評価と報酬を気にしは
じめます。人間は感情の動物です。妬み、嫉みから自
由になることはできません。完璧でどの会社にも適合
する一般解はありません。等級制度が社員の成長をサ
ポートし、評価・報酬がアンフェアになっていないこ
とを目的にしているという旗を降ろさず、改善、改良
を地道に続け、社員の信頼を得ることが王道です。

5.社員のエンゲージメントを向上させる：

社員のエンゲージメント、ジョブに対するコミットメ
ントはジョブ型の生命線です。メンバーシップ型では
健康診断的な意味しかなかったいわゆる社員意識調査
はジョブ型の世界では企業の成長と発展のＫＰＩ（重
要業績指標）です。調査結果が毎年向上しない企業に
は不祥事が継続し、イノベーションと成長が生まれる
ことはありません。エンゲージメントはお金で高まる
ものではありません。会社の存在理由への共感、顧客
や社会に価値を提供し、なくてはならない会社である
とのプライド、仕事のやりがい、良いチーム、誰かの
役にたつ喜び、学びと成長の機会という心理的報酬に
よって高まるものです。

6.自由にものを言える風土を真剣に守りぬく：

組織にはヒエラルキーが必要です。意思決定と実行な
き組織は機能しません。しかし、ヒエラルキーは必要
以上に肥大化するものです。身分の序列、権威の序列
になります。現場の社員が自由にものをいえる雰囲気
と風土を必死に守り抜く、危険の兆候を注意深く探
し、消し去る努力の継続が必要です。経営者が大きな
判断を間違うとき、経営者が予期せぬ不祥事に遭遇す
るケースに共通するのは現場の第一線の社員が知って
いることが、経営者に届かないという状況です。最近
の言葉を使えば「心理的な安全性」が保障されていな
いという状況です。

7.第一線の横方向の協働を加速する：

組織は基本的に縦の構造を持ちます。組織の第一線が
自然に情報を共有し、顧客の問題を発見し、各部署が
組織を超えて協力して解決するという状況の実現は当
たり前のようで実際は非常に難しいテーマです。しか
し、３項で述べた責任の委譲が縦方向の委譲で終わっ
てしまえば、結果的にはサイロ化が進むことになり、
顧客の問題の解決は進みません。

8.社員の個性の多様性を重視する：

多くの企業はD&Iへの取り組みを重視しています。しか
し、意味のある本当のD&Iは性別や年齢、国籍や人種と
いった外形的な特徴のD&Iではありません。外形的な特
徴が多様であっても個々の社員の個性、内面的な思想
や価値観、アイデアが同質であっては、イノベーショ
ンは生まれません。

コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティ
ングファームです。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・動機付けといった課題
についてもコンサルテーションを提供します。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
支援します。
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