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■新たな成長と繁栄のために

　企業の成長と繁栄はいつの時代も第一線の社員の

パワーが築く。日本の1980年代までの成長は現場力

の賜物であった。2000年代からの海外の伝統企業の

復活，新興企業の発展も社員パワーの全開によるも

のであった。日本企業に成長と繁栄の黄金法則を取

り戻してほしい！  このことが本稿を書く理由だ。

　今から30年前の1990年頃，日本のGDPは400兆円

を超え，600兆円であった米国に迫り，追いつき，

やがては追い越す勢いにあった。エズラ・ボーゲル

という米国人の社会学者が日本企業を礼賛して書い

た本のタイトル，「Japan as №1」という言葉が流行

していた。世界の時価総額トップ企業20社のランキ

ングには14社の日本企業が入っていた。→
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→今日，世界で覇権を争う中国のGDPは日本

の20分の 1，20兆円を超える程度で存在は見

えなかった。中国の人口は日本の10倍なので，

当時の中国の 1人当たり所得は日本の200分の

1であったということだ。日本経済は紀元前

2800年頃に書かれた世界最古の書物と言われ

る中国の易経で語られた陽の時代を謳歌してい

た。

　それから30年。日本経済は陰の時代に入っ

ていく。不動産バブルが崩壊した1990年代は

失われた10年と言われたが，GDPは400兆円か

ら500兆円台へと穏やかな成長を続けていた。

問題は21世紀に入ってからの20年間だ。

　2000年代の10年間のGDPの成長は完全に止

まり，通算すると若干のマイナスになる。1998

年は528兆円，リーマンショック前の2008年は

520兆円だ。そして2010年代，いわゆるアベノ

ミクスによる超・金融緩和政策と大規模な財政

出動にもかかわらず，コロナ禍前の2018年の

GDPは548兆円にとどまり，10年間でマイナス

ではないが，わずか5.4％の成長というありさ

まである。

　現在のGDPは米国の 4分の 1に落ち込み，

爆発的に成長した中国の 3分の 1にとどまって

いる。反転の兆しは全く見えない。

　我々は絶望するしかないのだろうか。

　しかし，私はそうは思わない。日本はまだ，

自由主義圏では世界 2位の経済大国だ。GDP

は英国やドイツ，フランスを上回っている。減

少していると言っても人口はこれらの国の倍に

近い。美しい国土と安心・安全な生活環境が存

在する。諸外国のようにわがままな人は少なく，

真面目で勤勉な国民が存在する。

　陰と陽は夜と昼，冬と夏のように繰り返して

いく。30年の陰の時代を終え，次の陽の時代

に転換する余地は残っている。活路は，企業で

働くすべての社員の中に眠るパワーを全開にす

るという当たり前のことを愚直に実行すること

にある。貸借対照表の借方にある人的資本を貸

方の人的資産に転換するという根本的な取り組

みに経営者が本気でコミットし，不退転の努力

を継続することだ。

　私が絶望しないもう 1つの理由は，1980年

代までの日本企業では第一線の社員が活躍した

実績があるからだ。

　ソニーの盛田昭夫氏は「米国企業のマネジャ

ーは上司の指示に従うだけ。日本企業のマネジ

ャーは上司，部下，組織の縦横斜めを動かし，

自分の思いを実現する」と言われていた。その

ような社員が活動した時代を内橋克人氏は「匠

の時代」と呼び，野中郁次郎氏はそのような企

業を「知識創造企業」と呼んだのだ。松下幸之

助氏は「企業成功の条件の50％は経営理念，

30％は社員の個性を生かすこと，20％が戦略

と戦術」と述べていた。

　一方，当時の米国企業はトップダウンの経営，

本社スタッフ主導の経営で低迷していた。大い

に反省した彼らは1990年代にはトップダウン

一辺倒の経営から社員主導の経営に転換し，

21世紀の復活と繁栄を築いたのだ。アカデミ

アと産業界が連動し，企業運営の形の大転換が

なされたのだ。

　本稿ではそのようにパワーを全開し，人的資

産になる社員を「ジョブ型社員」「ジョブ型課長」

（私の造語である）と呼び，その姿を定義する

とともに，ジョブ型社員を量産するための緊急

プロジェクトを提案する。日本企業の1980年

代の繁栄を築いたDNA，清冽な地下水脈を掘

り起こすのだ。
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1. ジョブ型社員の意味とその恩恵

　昨年来，日本ではジョブ型人事制度という言

葉が流行している。2020年の 1月，経団連が「メ

ンバーシップ型からジョブ型」への転換を提言

する報告書を発表したことがきっかけだ。日本

経済の成長の停止，少子高齢化の継続，外国人

社員の増加などの環境変化の結果，戦後の高度

経済成長期に生まれた長期雇用，終身雇用はも

はや成り立たないというのが経団連の主張だ。

海外では普通のジョブ型雇用を導入するしかな

い，という提言だ。

 しかし，ジョブ型雇用という言葉は日本特有

なものだ。英語に翻訳するとJob Based Em-

ployment Systemとなるが，欧米人は怪訝な顔

をする。当たり前でしょう，ということだ。企

業が社員を雇うのはjobをしてもらうためでそ

れ以外の理由はあるのか，ということだ。今，

重要なのは雇用制度の問題だけでなく，日本企

業の成長力の復活をドライブする社員の意識と

行動を正しい方向に開発することである。

　私が呼ぶジョブ型社員は指示されたルーティ

ンの作業（タスクと呼ぶ）を淡々とこなす組織の

無機質な歯車となるのでなく，顧客や社会を見

て課題や問題を見出し，解決策を考え，実行し，

誰か（通常は顧客）に貢献する存在だ（図1）。

　ジョブ型社員のイメージを持つためによく引

用される寓話がある。石切工の話だ。ある旅行

者が歩いていると石を切っている労働者の集団

に出会う。何をしているのか，と尋ねると， 1

人目の石切工は「生活のため」と答える。 2人

目は「村で一番の石切工になるため」と答える。

そして， 3人目は「人々に安らぎを与える教会

をつくっている」と答える。ジョブ型社員は 3

人目の石切工である。

　ジョブ型社員とは法律や会計，テクノロジー

の専門知識を持つ一部のエリート社員，特殊な

感性を持つマーケターやデザイナーを意味する

ものではない。いくら知識，技能を持っていて

も問題を発見し，解決し，貢献するという意志

と行動が伴わなければ 2人目の石切工であり，

タスク型社員にとどまる。すべての働く社員は，

雇用の形態に関係なくジョブ型社員になること

ができる。

 スーパーやコンビニのレジで働く社員もジョ

ブ型社員になる。「私は代金を計算し，お金の

やり取りをすること」と考えればタスク型社員

だ。「レジは人間であるお客様と人間である私

が会う，最初で最後の場所。であれば私の仕事

は気持ちよくお店から帰ってもらうこと。気持

ちよく帰ったお客様はまた，戻ってきて下さる。

気分悪く帰っていくお客様はもう戻ってこな

い。だから，疲れていても笑顔。元気な一声。

私はこのお店の大切な部品」。これがジョブ型

のレジの店員のイメージである。

　私が参加するコーン・フェリーが実施してい

る社員意識調査（エンゲージメント・サーベイ）

によれば，このようなジョブ型社員の意識を持

つ社員の割合は今日の日本企業では全体の 4分

の 1程度である。列車に例えれば，モーターが

図1　ジョブの定義
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付いた車両は 4台に 1台しかいないということ

だ。コーン・フェリーは同様な調査を海外でも

行っているが，米国，欧州，中国，アジアでは

社員の 2分の 1がジョブ型社員の意識を持って

いると推定される。そしてGAFAMと呼ばれる

米国の躍進企業，中国の新興企業では多くの社

員がジョブ型社員の意識を持っている。

　日本企業は今，SDGs，コンプライアンス，

DE＆I，DX，働き方改革など様々な難題に押

しつぶされそうだ。どんなに偉大な経営者がい

ても， 1人では何もできない。経営のプロであ

る経営者と現場のプロであるジョブ型課長が両

輪として活躍する状態を創り上げること，この

ことが今，多くの日本企業にとっての最大のテ

ーマである。

　タスク型の社員は，SDGsは経営者の仕事だ

と考える。コンプライアンスやリスクの問題を

自分事とは考えない。問題があっても発言せず，

問題に関わるのは止めようという回避動機が働

く。素晴らしい歴史，伝統を持つ立派な企業で

不祥事が頻繁に発生しているが，その理由は現

場の社員の意識がタスク型になっているからで

ある。さらに，どの企業にも重要なテーマであ

るDXは彼らにとっては脅威でしかない。AIや

ロボットは自分のタスクを奪う存在だと考え，

抵抗するはずだ。働き方改革で労働時間が減り，

残業時間が減少すれば報酬が下がると考える。

生産性が向上することはタスク型社員にはメリ

ットにならず，できるかぎりサボタージュする

ことになる。

　一方，ジョブ型社員は異なる行動をとる。

SDGsは彼らにとっては社会の問題を発見する

宝庫になる。コンプラやリスクには自分事とし

て取り組む。なぜなら彼らは，成果を上げるこ

とを自分の貢献であると考え，それを妨げるコ

ンプラ違反やリスクは積極的に排除しようとす

るからだ。DXは生産性を上げる武器なので，

真剣に研究し，活用する。働き方においては無

駄な仕事，価値のない仕事を徹底的に排除する

という行動をとる。彼らは顧客や社会の問題を

見つけ，解決し，貢献することに集中する。そ

の結果，顧客の満足が高まり，オペレーション

の質が向上する。会社の評判が高まり，会社は

成長を始める。様々な取り組みが現場主導で始

まり，その中からイノベーションが生まれるこ

とになる。

2. プロジェクトX：

ジョブ型社員量産計画

　日本企業を救うジョブ型社員の量産に成功す

るためには， 3つの条件がある。

　 1つ目は経営者からの「両輪の経営」を進め

るという明確な意志とコミットメントの発信

だ。「両輪の経営」とは経営者にできることは

経営者がしっかりと行い，経営者がその権威と

権限をもってしてもできないことをフロントの

社員に任せ，経営のプロである経営者と現場の

プロである課長級の社員が役割を分担していく

という経営の形である。事業ポートフォリオの

改革（いわゆる選択と集中），そのための

M&A，キャッシュフローのマネジメント，資

本政策，株主の期待のマネジメントは経営者に

しかできないことだ。

　しかし，フロントの社員のモチベーションや

生産性の向上，顧客の満足，イノベーションは

経営者が命令しても実現できないものである。

それを実現できるのはフロントの社員，その中

心にいる課長級社員だ。課長級の社員がジョブ

型課長になり，ヒエラルキーの中の中間管理職



372021.12　人事マネジメント

www.busi-pub.com

 

緊急プロジェクト：「ジョブ型課長」を量産する

から企業の成長をドライブする中核管理職に変

わるようガイドし，刺激し，責任を持たせるこ

とが経営者の重大な役割である。

　 2つ目の条件は部分的，断片的な取り組みで

なく，全体像をはっきりととらえ，その上で自

社の社員の現状を適切に把握し，個々の取り組

みを行うことである。体系的という言葉がある。

英語ではHolistic（全体を包含する）という。

ダイバーシティ＆インクルージョンの研修，

1 on 1のミーティングなどそれ自身は意味があ

り，正しいものだが，部分だけを取り出して取

り組むのは得策でない。

　 3つ目の条件は必要な要素を正しい順番で行

うことである。陸上競技の三段跳び（昔，アイ

ルランドの草原で働く羊飼いたちが小川や水た

まりを跳び越す遊びから始まったと言われる）

のイメージで「ホップ，ステップ，ジャンプ」

の順番をしっかりととらえて行動することが大

切である。図 2にその全体像を示す。

　まず，「ホップ」だが，すべての社員が自分

のジョブ（タスクでなく）を描き，ジョブの成

果を上げるように自分の成長をマネージできる

状態をつくることである。ジョブ型人事制度を

導入した企業でよく使われる「自律」というこ

とである。自律は植物の根っこに相当するもの

で，根っこがなければ根無し草になる。

　ホップの次は「ステップ」だ。実際の成果，

顧客の満足やオペレーションの改善を実現する

段階だ。顧客や社会の悩み，充たされないニー

ズを想像する習慣が重要だ。ステップの次の要

素は周りを包み込む，という行動だ。顧客や社

会の問題を想像し，取り組むべきテーマが決ま

れば，実行に向けて仲間をつくらなければなら

ない。部下だけでなく，同僚，場合によっては

上司，関係者，社外のパートナー，大勢の人々

の協力が必要だ。協力を得るために必要な力量

がリーダーシップである。別の言い方をすれば，

1人では解決できない大きなテーマを持つ人に

はリーダーシップが必要ということだ。

　世の中にリーダーシップに関係する書籍があ

ふれ，たくさんのリーダーシップ研修が存在す

るが，テーマを持たないタスク型社員にはリー

図2　ジョブ型課長を創るトータルプログラム
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ダーシップ研修は無用の長物になる。「ステッ

プ」の最後の要素はテーマを持ち，仲間を包み

込んだジョブ型課長が行うべき自主的な目標管

理 で あ る。 英 語 で はMBO management by 

objective and self-controlと呼ばれ，創業期の

ヒューレット・パッカード社が発明したと言わ

れている。

　最後の「ジャンプ」はジョブ型課長の活躍の

最終形である。組織を横断するプロジェクトを

駆動し，イノベーションと生産性の飛躍的な向

上を実現するという段階だ。2010年代の米国

ではGAFAMに代表されるハイテクの新興企業

が話題になるが，長い歴史を誇る伝統企業の中

にヒエラルキーでなく，プロジェクトを活用し

て再生を果たした企業が少なからず，存在する。

3. ジョブ型社員の基本①：

ジョブをクラフトする

 　ジョブ型社員にとっては会社から指示され

た作業はベースラインだ。クラフトというのは

英語のCraftのカタカナ表示だ。Craftとは木工

細工をするように自分の仕事を自分の手で価値

あるものに研いでいくことを意味する。今，欧

米の企業はJob Craftingと呼んで社員の自発的

なジョブの設計を支援している。Job Crafting

は社員のエンゲージメントを高める効果がある

だけでなく，生産性とイノベーションを通じて

企業の成長をドライブするロケットの発射台に

相当するものだ。もちろん，好き勝手に妄想す

るのではない。会社のビジョン，大方針を理解

し，受け止め，その上で自分のできることを考

えるのである。

　ジョブとは顧客や社会の問題を解決し，誰か

に貢献することと定義した。読者の皆様が自分

のジョブを描く参考としてコーン・フェリーの

前身の会社の 1つであるヘイグループが1950

年頃に開発したジョブの価値を測定する手法を

紹介する。

　当時，フィラデルフィアの銀行に勤務してい

たエドワード・ヘイは頭取から行員のジョブの

価値を測定する方法を考えるように指示を受け

た。エドワード・ヘイの答えは次のようなもの

であった。仕事の価値は「必要な知識・ノウハ

ウ」「解決する問題の広さと難しさ」「会社への

貢献の大きさ」の 3つで測定できるということ。

読者の皆様はこの 3つの項目を自分への質問と

とらえ，回答を考えてほしい。その回答をまと

めれば皆様のジョブの内容を定義できるように

なる。それがジョブ・ディスクリプションのエ

ッセンスになる。

　日本の多くの企業ではジョブという言葉は使

われず，ジョブの価値を測定するということは

行われなかった。日本企業がそのような取り組

みを行ったのは1990年代の前半，製薬業界の

老舗企業，武田薬品工業が最初のケースと言わ

れている。多くの企業で働く社員にとっては馴

染みのないことだと思うが，これからは課長級

の社員は全員，ジョブの価値を測定する手法を

基本的知識として習得していただきたい。

　その上で，自らのジョブをCraftしてほしい。

皆様がお店で商品を販売する営業課長であると

想像してほしい。以前であれば商品をよりたく

さん売ることを目的に販売員のモチベーション

を高め，セールストークを教育するということ

だったと思う。しかし，オンラインでの販売が

多くの業界で拡大するなかで店舗販売の目的は

大きく変わっていく。店舗に来ていただくため

のブランドの発信，ディスプレーの企画がジョ

ブの中心になるかもしれない。買いたいものが
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はっきり決まっていれば，消費者は店舗に行く

必要はない。買いたいものが分からない，ある

いは何かのアドバイスを探している人が店舗に

来るのだ。

　製造課長のジョブはどうか。以前であれば，

工員のスキルを教育し，モチベーションを高め，

安全を確保し，5S（整理，整頓，清掃，清潔，

躾）を推進することであったと思う。これから

はスマボ（ソフトバンクの孫会長が命名したス

マート・ロボット）を活用し，縮小する労働人

口を代替えするイマジネーションを発揮するこ

とが重要になっていく。

　デジタルトランスフォーメーションはDXと

呼ばれる。Xは交差点のイメージを示す，ロー

マ数字だ。これまでの延長を超えるジョブの

Crafting は，すべての社員にとってジョブ型

社員になるための一丁目一番地である。

4. ジョブ型社員の基本②：自分の

個性を知り，成長をマネージする

　自分を知ることは私たちが考える以上に大切

なことだ。心理学者の研究でも人は本当の自分

を知らない，というのが普通である。自分を知

ることは英語ではSelf-Awareness と呼ぶ。多

くの企業の経営人材を開発するプロセスにはア

セスメントのプログラムが含まれるのが普通

だ。これからはより多くの社員，課長級の社員

には必須の取り組みになる。その理由はこれか

らのジョブの内容がこれまでとは相当に異なっ

たものになるからだ。

　自分のジョブに求められる責任を理解した上

で，自らの力量の強みと課題を内省することが

重要だ。必要なコンピテンシー（成果を出す人

の行動特性），実務体験，目に見えにくい性格，

動機が自らのジョブにどれだけフィットしてい

るのか，認識してほしい。改善するべき課題は

何かを心理統計テスト（近年，急速に進歩して

いる）などを活用し，認識してほしい。自らの

成長とキャリアの開拓を自主的にマネージする

のだ。それが自身の長期的なキャリアビジョン

を描くことにつながる。

　定例的で機械的な業務，ルーティン業務はス

マボによって代替えされていく。人間は機械が

不得手にする想像力，企画力，人とのコミュニ

ケーション力やプロジェクト運営力を高める学

習を継続していく必要がある。これからの企業

は学習する社員を強力に支援する必要がある。

　コンピテンシーについて言えば，分析思考力，

ロジカル思考力だけでなく，テーマを想像する

コンセプト思考力（語源はラテン語の妊娠，懐

妊で，新たなアイデアを生むアナログ思考）が

重要になる。また，社会や顧客と深く関わり，

多様な部下をモチベートするためには対人理解

力や共感するEQコンピテンシー（日本では心

の知能指数と翻訳）が重要になる。実務体験に

ついても社会やコミュニティーとの協業の体

験，定例の業務でなくプロジェクトに参加し，

リードした経験が重要になる。

　性格面では好奇心，俊敏な学習，曖昧な状況

を耐える感覚，が大切だ。そして動機面では，

テストで満点ではない99点で悔しがる過剰な

達成動機を抑制し，人と共創し，人や社会にイ

ンパクトを与えることをモチベーションにする

親和動機や貢献動機が重要になる。

　いずれも，これまでの企業組織での頭脳明晰

で与えられた目標を無難にこなす社員の力量と

これからの時代のジョブ型社員に必要な力量は

大きく異なるため，改めて自己認識の重要性が

高まるのである。
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5. ジョブ型社員の基本③：

顧客や社会の問題を想像する

　ジョブの出発点は問題を想像することだ。ロ

ジカル思考，分析思考やプレゼンテーションの

技術を習得しても取り組むべきテーマが定まら

なければ無用の長物に終わる。街を歩き，人に

会い，「これはおかしい」「これは変だ」「面白い」

という感性を磨かなければならない。すごいイ

ノベーションも素朴な直感に始まる。

　実際，革新的な商品，サービスは街を歩き，

人々を眺め，何かを感じるところからスタート

している。ソニーの共同創業者であった盛田昭

夫氏はエンジニアが作った「聞くだけのテープ・

レコーダー」の試作品を見たとき，カリフォル

ニアのロングビーチの公園を走るローラースケ

ーターのことを思ったそうだ。彼らの頭にヘッ

ドセットを付けたら格好いい，彼らも音楽を聞

きながら楽しく走れるのではないか，と感じた

そうだ。これがアップルの創業者であるスティ

ーブ・ジョブズが崇拝したソニー・ウォークマ

ンの誕生の瞬間である。ウォークマンは世界の

若者に新たなライフスタイルを提供した日本発

のイノベーションだ。

　アートコーポレーションを創業した寺田千代

乃氏は信号待ちをしているとき，雨が降り出し，

目の前の引っ越し荷物を積んだトラックに何げ

なく，目を向ける。荷台に積んだ家具が濡れて

いく，気の毒だ，というイメージが綺麗な箱型

のトラックの開発につながったとのことだ。ヤ

マト運輸の創業者である小倉康臣氏はニューヨ

ークのマンハッタンの高層ビルの部屋から街を

見下ろしていた。その時に見えたのが，アメリ

カの大手運送会社であるUPSの小型トラック

が交差点に数台止まっている光景だった。小型

のトラックが小口の配送をしている，これは日

本でも生かせるのではないか，宅配便のヤマト

運輸の誕生の瞬間である。

　ファースト・リテイリングを創業した柳井正

氏はニューヨークのダウンタウンを歩いている

とき，Unique Clothingというお店に何げなく

立ち寄った。そこで目にしたのは感じの良い普

段着。当時の日本では外で着る盛装で古くなっ

たものを家で着るというのが普通。日本には普

段着として生まれた普段着はない，これはおか

しい，というのがユニクロの出発点になったの

である。

　英語にはOffi  ce is the most dangerous placeと

いう言葉がある。オフォスに籠り，綺麗で厚い

パワーポイント資料作りに時間を費やすのでな

く，街を歩き，人に会い，会話をし，問題を想

像することが必須の条件である。この条件は，

多くの企業の社員に最も欠けている要素だ。し

かし，多くの企業はそのことに気づかず，対策

もほとんど打っていないのが現状だ。顧客第一，

顧客至上，というスローガンがない企業を探す

ことは困難だが，それを本当に実践する企業を

探すことも極めて困難である。

　20世紀の最後の10年間，世界最高の経営者

と言われたジャック・ウェルチ氏が語った印象

的な言葉がある。「成功した企業の社員は皆，

CEOの方を向き，顧客に尻を向ける」という

ものだ。顧客や社会の問題を想像するというの

は本当に難しいことだ。

　ビジネスの世界ではそれほど有名人ではない

がリチャード・ドーキンスという英国人の生物

学者がいる。彼が書いた『利己的な遺伝子』と

いう有名な本がある。人間の本質には「利他」

の精神はない，ということなのだと思う。アマ

ゾンの有名な言葉にCustomer Obsessionという
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のがある。悪魔のように顧客に纏わりつく，尋

常でない顧客への関わりという表現である。

Customer First やCustomer Centricなどの普

通の言葉でお茶を濁していても顧客の問題を想

像することなど不可能であることをジェフ・ペ

ゾスは深く認識したのだと思う。

　リクルートには「不の発見」という有名な言

葉がある。世の中にないもの，欠けているもの

を探そうという習慣だ。トヨタ自動車には「現

地・現物」という言葉がある。機械に触り，街

を歩き，問題に気づくという意味で数多く存在

するトヨタ語の中で「カイゼン」と並んで有名

だ。この言葉を実践してほしい。

6. ジョブ型社員の基本④：

仲間を包み込む

　こうした「良い問題」が見つかれば解決に

取り組む必要がある。しかし，通常，そのよう

な問題を 1 人で解決することは困難。仲間を

包み込み，チームをつくる必要がある。最近，

話題になるDE&Iの 3つ目，Inclusionである。

Inclusionの実現にはそれに適したリーダーシッ

プの形が求められる。

　少し以前の話になるが，IBMは1990年代の

前半，当時の新興ハイテク企業であるアップル

やマイクロソフト，サンマイクロシステムの攻

勢に苦しんでいた。コンピュータ業界の巨人，

紺色のスーツにマリーンブルーのネクタイを結

ぶエリート社員を擁するIBMも崩壊の淵に立っ

ていた。その時，IBMの取締役会は会社の歴史

上，初めて外部からCEOを招く。マッキンゼ

ーやアメリカンエクスプレスで活躍したルー・

ガースナー氏だ。

　彼は乾坤一擲の勝負に出る。「製品と技術の

IBM」を「技術の力で顧客の問題を解決し，顧

客の業績向上に貢献するソリューション・カン

パニー」に転換するというものである。ガース

ナー氏が成功した理由は，この転換を事業構造

の改革という宣言にとどめるのではなく，フロ

ントの社員の意識と行動の変革，より具体的に

はフロントのチーム力を創り上げる，というテ

ーマに大々的に取り組んだことだ。フロントの

マネジャーがInclusiveなチーム風土をつくって

いるか，可視化するサーベイを 3ヵ月に 1回，

6年間継続して実施する。そしてバランスの良

いリーダーシップを発揮し，モチベーションの

高い風土をつくるマネジャーを量産していく。

　リーダーシップは単に強ければよいというこ

とではない。多くのマネジャーは安易なスタイ

ルを選びがちだ。部下に対して作業を細かく指

示し，その達成を厳しく管理する形である。そ

して，作業が十分にできない部下がいれば率先

して作業する。部下よりも経験，実績を積んで

いるマネジャーにとっては安易なスタイルだ。

この形を続ければ風土は低迷する。部下はタス

ク型になり業績も上がらない。

　一方，部下をジョブ型にし，成果を上げる風

土をつくるマネジャーは次の 4つのスタイルを

駆使する。

● ビジョン型：タスクの指示でなく，目的や

狙いを伝える。このスタイルを使えば部下は

ジョブ型に育っていく。

● 調整型：部下同士の良い人間関係の開発に

努める。放っておけば仲たがいしがちな人間

を結びつけ，協力する環境をつくる。

● 参加型：部下の意見，アイデアを吸い上げ，

活用する。この形を使えば，ジョブ型の社員

が育つ。

● 育成型：コーチングやアドバイスを通じて
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部下を育成するスタイル。この形もジョブ型

の社員をつくる効果を持つ。

　こうした地道な努力の結果，IBMのソリュー

ション事業はほとんどゼロの状態から7年後には

4兆円に成長し，IBMの再生に貢献する。この

成功を見た多くの企業はフロントの活力の重要

性に気づき，マネジャーの内省と自己革新を支

援する活動を始めていく。良いテーマを見つけ

たジョブ型課長に仲間を包み込むリーダーシッ

プ力が加われば，アイデアの実現に 1歩近づく。

7. ジョブ型社員の基本⑤：

自主的に成果を上げる

　問題を見つけ，仲間を包み込むことができれ

ば，次の段階は結果を出すことだ。そのために

必要なノウハウが自主的な目標管理だ。

　この手法はインテルのアンディ・グローブ氏

などが導入し，シリコンバレーの企業に伝播し

ていく。そして誰が命名したのかは定かではな

いが，自主的な目標管理はOKR ，Objective 

and Key Resultsと名前を変え，日本企業の中

にも関心を持ち，導入する企業が増えている。

名前を変えたのは，本来はフロント主導の自主

的な目標管理であったものが，経営者が会社全

体の目標達成のためにトップダウンで部門に目

標を降ろす（滝の流れのように降ろすCascade 

Down）経営者のための道具に変質し，それが

成果を生まなかったという反省がある。1990

年代までの低迷していた多くの米国企業は変質

したトップダウンの目標管理を使っていた。

　その悪しき流れに，ドラッカー氏は次のよう

に述べ，警鐘を鳴らしている。「私は哲学など

という大げさな言葉は使いたくない。しかし，

自主的な目標管理こそが経営の哲学である」と。

残念ながら1980年代の米国では肥大化した本

社スタッフが目標を細分化し，その達成に鞭と

飴（表彰など）を使う企業が数多く生まれた。

　多くの日本企業で使われている上位下達の目

標管理と自主的な目標管理は似て非なるもの

だ。前者は経営計画，予算計画を達成すること

に社員をコミットさせ，達成率を賞与などの報

酬にリンクさせるという評価制度としての目標

管理。後者は評価制度とは関係のない，挑戦的

な目標の設定を勇気づけ，大きな成果を上げる

方法を本人と上司や関係者が知恵を絞るための

仕組みだ。報酬に直接関係するものではない。

　ジョブ型課長に必要なのは評価のための目標

管理ではなく，野心的な目標を掲げ，実現する

ための自主的な目標管理である。

8. ジョブ型社員の基本⑥：

プロジェクトを駆動する

　ジョブ型社員の完成形は会社を横断するプロ

ジェクトを提案し，運営することである。その

ようなプロジェクトが躍動する組織をヒエラル

キー組織と対比してアジャイル組織と呼ぶ。こ

の状態に到達するとイノベーションと生産性の

向上が継続する。

● 課長級の社員が提案する：経営者が決める

トップダウンのプロジェクトではない。

● 提案の審査にはCEOが直接に関与する：ス

タッフ部門による予備的な審査はない。一発

勝負だ。

● 選択されたプロジェクトには必要な予算を

配分する

● プロジェクト運営にあたり最終の受益者（通

常は顧客）とのコミュニケーションを継続的
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に行う

● プロジェクトの内容や進め方は状況の変化

に応じて臨機応変，柔軟に変更する：変更や

修正は悪ではない。

● プロジェクトの開始は容易に行うが，一定

期間後に行う継続するか否かの審査は厳しく

行う：キャンセルは当然。しかし，その結果，

プロジェクトのリーダーの評価が下がること

はない。再挑戦の機会は常に存在する。

　世界最大の銀行と言われ，サンフランシスコ

に威容を誇る本社を持っていたバンク・オブ・

アメリカは1990年代以降，低迷し，2009年の

リーマンショックの波に飲み込まれ，消滅の危

機に瀕していた。そのバンク社の苦境を救い，

復活の道を開いたのはフロントが主導するボト

ムアップのプロジェクト（約2,000のテーマ）

による改革であったと言われている。

9. 社員が主導する社員のための活動

　ジョブ型課長育成の 6つの基本をいかに企業

全体に浸透させるか，その鍵は社員がオーナー

シップを持つ状況をつくり上げることだ。私は

1990年代にGEが行った一連の活動を思い出

す。Work Out，Best Practice，そして 6  Sigma。

Work Outは意味のない無駄なタスクを一掃す

るための現場社員が主導する 3日間のワークシ

ョップである。Best Practiceは世界の優れた

企業を訪ね，新しい事業やオペレーションの効

率を上げるアイデアや方法を学ぶというプログ

ラムだ。そして 6  Sigmaは顧客起点での究極の

品質向上を実現する手法を全組織に展開すると

いうものであった。セッションの講師，ファシ

リテーターはGEの社員が務めるというのが原

則だ。優れた講師力を持つ社員は柔道の黒帯に

例え，ブラックベルトと呼ばれていた。

　ジョブ型課長育成プログラムの成功の鍵は内

製化である。社員が講師になり，ファシリテー

ターになって自分の分身をつくっていくという

指数関数的な増殖を期待する。 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年目は1,000人だ。ここまでくれば企

業は安泰となる。

10. プロジェクトが成功した場合の

典型的な社員の意識と行動

　ジョブ型課長が量産された場合の典型的な特

徴は以下の通りだ。

1．PDCAではなくDCPA：まずはやってみて，

様子を見る。その上でしっかり計画し，本

格的に取り組む。

2．SWOTではなくOTSW：機会と脅威を見出

し，その上で競争企業を見る（場合によっ

ては見ない）。

3．顧客Centricではなく顧客Eccentric：尋常

ではない，狂ったような顧客起点。ゴキブ

リのように顧客の周りを徘徊する。

4．「分析とロジック」ではなく「感性」：分析と

ロジックはAIに代替される。差別化は「感

性」から生まれる。

5．「こだわり」を捨てるな：顧客の声をすべ

て受け入れれば，味気のないものになる。

自分のこだわりを持て。

6．ターゲットとKPIは別：売上，利益，顧客満

足などの目標ではなく，ターゲットにつな

がるKPIを明らかにせよ。

7．パワーポイントを廃止する：美しく厚いパ

ワーポイント資料の作成は深く考える力を
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損なう。A 4  1枚のワードでシャープなス

トーリーを書け。

8．イノベーションは結果：世の中は非常識に

流れる。顧客と社会の課題に素直に向き合

えば，結果としてイノベーションが生まれる。

9．技術を忘れろ：大切なのは課題の想像力。

課題を解決できる技術を持つ個人や企業と

のネットワークが大切。

10. 人を責めるな，プロセスを責めよ：良いプロ

セスが先決。良いプロセスは良い結果を生

む。悪いプロセスのなかでは人の努力は無

駄に終わる。

11. ヒエラルキーではなくプロジェクト：固定

したヒエラルキーは無用。ポストは課題解

決のためにある。ポストありきではない。

12. 80：20のルール：大方のことは80％の完成

度でよい。100％を目指せば 5倍の労力が

かかる。

13. 仕事の棚卸：仕事は無限に増殖を続ける。

仕事の棚卸を行い，本当に価値ある仕事に

集中せよ。

14. 0－ 1，1－10，10－100：イノベーション

には 0－ 1， 1－10，10－100のステージ

がある。段階ごとに必要な人材は異なる。

15. 採用力がすべてを決める：採用は社員全員

の仕事。人事の仕事ではない。採用を科学

せよ。採用のチャンピオンを称えよ。

16. 評価よりも評判：業績評価は一時のもの，

過去を振り返るもの。大切なのは未来に向

けて何ができるかの評判。

17. 多様性は目的ではなく結果：真の実力主義

を進めれば，多様性が結果として生まれる。

18. 決断力ではなく修正力：100％正しい決断

はありえない。「おかしい」と言うことが

でき，修正できる風土が大切。

19. 全体最適ではなく部分最適：全体最適は平

均化を生み，個々の事業の競争力を損なう。

20. 企業文化の劣化防止：企業文化は常に劣化

する。社員の仕事は劣化を必死にくい止め

ること。

11．経営者と人事責任者へのお願い

　多くの日本企業は1990年以降，人を育てる

ということを怠ってきた。このことが失われた

30年がもたらされた根本的な原因である。

　一方，欧米企業は人と組織を開発することに

正面から取り組み地道な努力を続けてきた。過

去，30年間を振り返ると残念な歴史が浮き彫

りになる。

　1990年代の前半，欧米ではLearning Organi-

zationという概念がビジネス界に広く，深く浸

透した。この言葉はMITの教授でエドワード・

デミング（日本の品質管理の父と言われる人物。

優れた製造品質を称えるデミング賞が有名）の

影響を受けたピーター・センゲ氏がつくった言

葉だ。「これからは一人の偉大な経営者が経営

の全てを差配することは出来ない。時代は予測

不能に変化し，複雑化する。生き残る企業は第

一線の社員が変化を察知し，協力して考え，行

動し，ボトムアップで企業を変革していく術を

見出した企業である」。多くの企業の人事部長

は自分のタイトルをChief Learning Offi  cerに変

更するのが流行だった。しかし，この潮流は日

本には届かなかった。VUCAという言葉はなか

ったが，同じことは30年前に語られていたの

だ。

　もう 1つの残念な歴史は経営者の通信簿であ

るバランスト・スコアカードが日本に導入され

なかったことである。1990年代の後半，ハー
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緊急プロジェクト：「ジョブ型課長」を量産する

バード大学のロバート・キャプラン教授は次の

ようなメッセージを発信した。ソフトウェアと

インターネットが支配する21世紀のビジネス

においては製造設備などの有形資産でなく，無

形資産の力が重要になる。経営者の業績は財務

的な成果だけでなく，無形資産を開発したかが

重要になる。そのため，彼らはバランスト・ス

コアカードの活用を提唱する。財務成果だけで

なく，顧客基盤，ブランド，業務プロセスの良

し悪し，そして企業活動の根本である社員のエ

ンゲージメント，それを支える組織文化を経営

者の評価の基準に含めるということだ。

　今，改正コーポレート・ガバナンスコードが

求める非財務情報を開示する「統合報告書」が

話題になっているが，こうした動きは欧米では

20年前に起こり，多くの企業が取り入れたも

のであった。日本は20年間も遅れてしまった。

　しかし，過ぎたことを振り返り，反省するだ

けでは建設的な活路は開かない。日本企業には

ジョブ型課長を育成する活動を緊急プロジェク

トと位置づけ，第 1歩を今，すぐに踏み出して

いただきたい。ライバルは時間だ。ただし，短

絡的な取り組みでは駄目だ。イギリスにMake 

Haste Slowly ゆっくり急げ，という言葉があ

る。経営者の覚悟を社員に伝え，体系的な取り

組みで「ホップ，ステップ，ジャンプ」に挑戦

してほしい。そうすれば2020年代の後半にお

ける日本企業は安泰である。

＊ 　　　＊　　　　＊

　最後に私の心配事を記す。それはジョブ型人

事制度にすればうまくいくという短絡的な論調

である。労働人口の減少，働き手の多様化，事

業のグローバル化が進むなかでメンバーシップ

型の維持は困難であり，ジョブ型に移行せざる

をえないが，制度がジョブ型で社員がタスク型

のままであれば，個人主義，サイロ化，リスク

回避が進む。ジョブ型制度とタスク型社員の組

み合わせは20年前に喧伝された虚妄の成果主

義の再来であり，企業の消滅につながる事態で

ある。一方，ジョブ型制度とジョブ型社員が重

なれば，企業の繁栄という最良の結果が生まれ

る（図 3）。私たちは地獄と天国の岐路に立っ

ているのだ。

図3　日本企業の未来：繁栄か，消滅か


