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組織変革 　の施策
人事部門がリードする！ ご機嫌な職場づくり
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2010年より現職。2013年4月からは東京理科大学大学院イノベーション研究科の教授も務める。関係性のマネジメ
ント，組織感情，つながり力などをテーマに，組織変革のコンサルティング，企業における人材育成プログラムの開
発に力を入れている。『不機嫌な職場』『職場は感情で変わる』（以上，講談社現代新書），『人が「つながる」マネジメ
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あなたの会社は，組織力が発揮されていますか？

何が，組織変革を阻んでいるのか？

どうしたら，人材育成を通じて組織力を高められるか？

互いの感情を知る，組織感情を共有する

ご機嫌な職場づくり運動を起こす

トップ層が人の心を動かすビジョンを語れるようになる

マネジャー同士の継続的な学びの場をつくる

個人主義で育った中堅社員を職場のリーダーに変える

若手社員のなかにあるイキイキ感情を引き出す

シニア世代，バブル世代の力を未来に活かす

人が育つ組織を再生し，成長マインドを取り戻す

イノベーティブな組織に変革する

グローバルという見えない壁を超える

人材育成起点で組織変革をリードする人事部門へ

施策1

施策2

施策3

施策4
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施策6

施策7

施策8

施策9

施策10

構　成

イキイキ解説

■育てながら変えていこう
　お互いに関わり合えない，協力し合えない
不機嫌な職場。閉塞感から抜け出せず，知恵
も思いも沸いてこない停滞組織。あなたの会
社もこんなふうになっていませんか。
　今，多くの組織に欠けているのは，感情と
つながりです。自力で頑張れ，自分の成果を
出せ，という時代が長すぎて，気づくと周囲
の感情も見えず，周囲とのつながりもつくれ
ない。これでは，組織力は発揮できず，個人
も成長しません。
　どうしたら人と組織をイキイキさせること
ができるのか。その が，人材育成と組織変
革を結びつけることです。本稿では，ジェイ
フィールのコンサルタントたちが得た知見を
もとに，組織変革に導く人材育成，組織づく
りの施策を紹介していきます。
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◆ 関わり合えない，協力できない「不機嫌な職場」
　2008年に『不機嫌な職場 ～なぜ社員同士で協力できないのか～』（共著，講談社）を出版してから，
すでに 5年が経ちました。 1人ひとりが目の前の仕事で精一杯。仕事の専門性も高まり，スピードも求
められる。周囲も余裕がない，相談することもできない，自力で頑張るしかない。そうした状況に置か
れるなかで，お互いに関わり合えない，協力し合えない職場が増え，追い込まれる人も増えていく。
　この 5年でこうした課題を抱えた企業からの相談は減るどころか，ますます増えています。それは実
態数として増えているというよりも，さすがにこのままでは企業の閉塞感を打破できないという危機感
が高まってきたからだと思います。

◆ コミュニケーション不全は個人と組織の力を低下させている
　コミュニケーション不全でも，仕事が回っていればよいと思う方もいるかもしれません。でも，実際
には目に見えないところで大きなリスク，問題が広がっています。
　第 1の問題は，改善力，創造力の低下です。 1人ひとりが閉じた働き方をしていますから，上

う ま

手くい
かなくても自力でどうにかするしかないし，知恵を借りることもできない。状況を打開できないまま，
目の前の仕事に追われ，難しい案件ほど後回しになる。効率的に働くための工夫も打開策を考える知恵
も出ない人ばかりの組織になっています。
　第 2の問題は，そうしたなかで抱え込み，心や体を壊す人を増やすという問題です。仕事を抱え込み，
悩んでいる人がいても誰も気づけない，声をかけない。こうしたなかで，自分を追い込む人が出てしま
う。職場に来ると気持ちがついてこられなくなる人を生んでしまっています。
　第 3の問題は，こうした関わり合えない職場で孤立し，仕事について前向きになれず，気づくと雑な
仕事の仕方，不用意なやりとりをして，トラブルや不正につながってしまう人が出ているという問題で
す。同時に，気づいても何も言えない，傍観者を増やしてしまいます。
　不機嫌な職場，コミュニケーション不全を放置することは，周囲から見えない孤立した人を多く生み，
それが個人にとっても組織にとっても大きなリスクになってしまうのです。

◆ 組織力 ＝ 個人力 × つながり力
　組織を強くするために，個々人の意識と行動力を高める
ことは大切です。でも，それは個人を追い込み，個々人が
自力で頑張れば，それだけで高まるものなのでしょうか。
個々人の能力を最大限引き出すためにも，周囲の人たちの
力が必要ではないでしょうか。
　組織力は，個人力とつながり力の掛け算で決まります。個々人の力が連動し，連携し合うことで，組
織の力になります。しかも，この個人力とつながり力は相互に作用し合います。つながり力が高まれば，
互いの力を補完し合い，引き出し合います。
　個々人が前向きさを取り戻し，知恵を出し合い，チャレンジできるようになるためにも，つながり力
をまず強化していくことが，今，多くの組織で求められているのです。

ポイント：つながり力の再生が，個人と組織をともに強くする

あなたの会社は，組織力が発揮されていますか？

組織力 個人力 つながり力＝ ×
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◆ 閉じた働き方という壁が，一歩踏み出す力を阻んでいる
　実際につながり力を再生し，個々の力を高め，組織力を発揮できるようにしようとすると，こうした
動きを阻害する大きな壁にぶつかります。
　第 1の壁は，閉じた働き方という壁です。自分の仕事は自分にしか分からない，自分にしかできない。
互いの仕事をカバーし合ったり，調整することもできない。新たなことをやるということは，自分の仕
事がさらに増えるだけ。そんな状況のなかで，互いに協力し合おうと思っても無理，そんな余力はない。
不機嫌な職場では，こう感じる人たちが数多くいます。
　互いが見えない働き方が自分を追い込んでいると分かっていても，他者に関わる余裕はないと思い，
一歩踏み出せなくなる。これでは，何も変えられません。

◆ 世代間の壁が，互いを認め合い，活かし合う力を阻んでいる
　第 2の壁は，世代間の違いに対する意識の壁です。就職氷河期世代から見ると，バブル世代は人数ば
かり多くて，成果を出せないお荷物世代に見える。ゆとり世代は，すぐに，マニュアル，解答，効率を
求め，自力で解決できない，自分の意見を主張できない人たちのように見える。一方，就職氷河期世代
は，自己成長ばかりを求め，周囲を活かしたり，周囲のために行動することができない人のように思わ
れてしまう。
　世代で一括りにすることは，よいことで
はありません。ただ，この20数年のビジネ
ス環境の変化や受けた教育の違いが意識や
行動に影響を与えていることは確かです。
それが違いを生んでいます。それを互いの
良さとして捉え，活かし合う関係に変えな
ければ，互いを追い込む存在になります。
この世代の壁が組織全体の活力，一体感を
阻む要因になっています。

◆ 未来への壁が，思いを持ち，チャレンジする力を阻んでいる
　最後の壁は，未来への思いが持てないという壁です。今，多くの組織で求められているのが，状況を
打開し，新たな成長フェーズをつくるための知恵と行動です。アジア，さらには新興国をターゲットに
した新たな展開，ITを絡めた新たなビジネスモデルの構築，少子高齢化などの人口構成の変化に伴う
企画開発力の強化…。こうした新たな変化を前向きに捉え，チャレンジしていく人が増えなければなら
ない。ところが，目の前の仕事に追われているうちに，未来の関心を低下させ，変化への感度を鈍らせ，
思いを語り合い，アイデアや知恵を出し合い，チャレンジするという行動原理を忘れさせてしまった。
これが，組織全体のイノベーション力を低下させてしまったのです。

ポイント：仕事の壁，世代の壁，未来への壁をみんなで壊していく

何が，組織変革を阻んでいるのか？

働き方の壁

世代間の壁

未来への壁

世代の違いを認めない，活かし合えない

仕事の仕方，働き方を変えられない

未来志向になれない

組織変革を阻む
3つの壁
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◆ 組織力を引き出すための人材開発を考える
　今，組織に求められているのは，個人の力を組み合わせ，組織の力に変えることです。複雑性とリス
クの高まるビジネス環境のなかで，知恵を出し，新たな展開に踏み出していくためには，個々人の能力
を補完し合い，引き出し合う関係性が重要です。
　人材育成もただ，個々人の業務能力を高めるだけでは不十分です。そこで身につけた個々人の力が周
囲の意識や能力にも影響し，組織全体としての能力開発，能力向上に結びつかなければ，結局，組織的
な動きは生み出せません。
　人材育成を個人の能力開発と捉えるだけでなく，組織の能力開発と捉える。互いが連携し，力を出し
合い，新たなチャレンジができるようになるための土台を築き，実際の動きをつくりだす取り組みが人
材育成，人材開発という取り組みだと考えてみてほしいのです。

◆ 関係の土台をつくり，周囲と向き合う力を引き出す，新たなマインドを醸成する
　人材育成を組織能力の開発と捉
え，実際に動きにつなげるために
は，大きく 3つのステップで具体
的なプログラムや活動に落とし込
むことが必要です。
　第 1のステップは，組織全体で
の関係の土台づくりです。経営者
や上司がいくら良い方針や取り組みを打ち出しても，信頼関係がなければ誰もついてきてはくれません。
職場の関係が変わらなければ，協力も連携も生まれません。まずは，お互いの本当の気持ちを知ること。
そして少なくとも互いが自分を追い込む悪い人ではなく，同じように苦しみながらもどうにかしたいと
思っている人だという認識が持てることが重要です。このとき となるのが，組織感情です。
　第 2のステップは，各階層，各世代，各人が周囲と向き合っていく力を引き出すことです。経営層や
部門長は，人の心を動かすビジョン語りができるように，マネジャーは互いの経験から学び合い，みん
なで変わっていけるように，若手社員は同世代と向き合い，改めて仕事や会社への思いを取り戻せるよ
うに，同じような状況に置かれた人たちが一緒に変わろうと前に踏み出していく。そんな支援が必要です。
　第 3のステップは，さらにこれからの成長にとって重要な 3つのマインドを醸成することが必要です。
それは，成長マインド，イノベーション・マインド，グローバル・マインドです。組織の壁を壊し，新
たなチャレンジができるように，心の奥に押し込めていた前向きな気持ち，ワクワクする気持ちをみん
なで取り戻していくことが必要です。
　ここから，この 3つのステップに従って，10の施策を提案します。各施策をリードしているジェイ
フィールのコンサルタントが分担して，各テーマの課題，変革のポイント，具体策という 3つの視点で
提示していきます。ぜひ読み進めながら，組織力を引き出すための人材開発のあり方を一緒に考えてみ
てください。

ポイント：人材開発を通じて，組織の壁を壊し，組織に良い感情の流れをつくる

どうしたら，人材育成を通じて組織力を高められるか？

関係の土台づくり

各世代の良さを引き出す

未来へのマインド醸成

STEP1

STEP2

STEP3人材育成起点の組織変革へ 施策８ 人育てマインド，成長マインド
施策９ イノベーション・マインド
施策10 グローバル・マインド

施策３ トップ層の人の心を動かす力を引き出す
施策４ マネジャー同士のつながりをつくる
施策５ 個人主義で育った中堅社員をリーダーに
施策６ 若手社員のイキイキ感情を引き出す
施策７ シニア，バブル世代を未来の力へ

施策１ 組織感情を共有する
施策２ ご機嫌な職場づくり運動を起こす
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◆ 組織にも感情がある？
　人材育成を通じて組織の活力を引き出す，組織力を向上させる。そのためにまず，今の組織に起きて
いることを素直に受け止め，自

じぶんごと

分事化するための取り組みが重要です。その第一歩になるのが，組織感
情という概念を共有することです。
　組織感情とは職場や組織全体に広がった感情，空気感です。イキイキと元気な感情が広がっている職
場，ギスギス，イライラした感情が広がっている職場，どこか暗くて落ち込んでいる職場…。もともと
は 1人ひとりの感情ですが，職場や組織という空間のなかで互いの感情が影響を与え合うことで，あた
かも一つの感情を持ったかの状態になる。これが組織の空気感をつくります。この感情，空気感を組織
のメンバーがどう感じているかを明らかにすることが大事です。

◆ 4つの基本感情，4つのリスク感情
　組織感情は，感情の種類とレベルによって，大き
く 4つの領域に分かれます。活性状態にある第 1の
快感情は，「イキイキ感情」です。主体感や連帯感と
いう前向きな感情が組織や人を元気にさせている状
態です。穏やかな第 2の快感情は，「あたたか感情」
です。互いを受け入れ，支え合い，認め合う。こう
した感情が組織の土台をつくります。
　逆に，　不快感情も大きく 2つに分かれます。強い
不快感情として表出するのが「ギスギス感情」です。
強い緊張感が苛立ちに変わり，やがて周囲への不信感を募らせていく。互いをぶつけ合う感情です。逆
に相手を遠ざけ，自分にこもる不快感情が「冷え冷え感情」です。不安な状態が続くと，落ち込み，自
信をなくし，諦めていく。関係を希薄にしていく感情です。
　この 4つの感情が行き過ぎると，快感情ではあっても「燃え尽き感情」「ぬるま湯感情」，不快感情の
場合は「攻撃感情」「ひきこもり感情」といったさらに強い感情に変わります。こうした感情が広がっ
ていくと，組織も人も壊れてしまいます。

◆ 組織感情を共有することで，安心感が生まれる
　こうした感情がどう広がっているかを調査するのが，組織感情診断です。周囲の感情をどう見ている
か，自分自身は実際にどういう感情を持っているかを明らかにすることで，互いの感情がよく見えるよ
うになります。そのなかには，不機嫌な職場や不快な職場もあるし，良い感情の職場であっても，なか
には不快感情が強く出ていたり，組織感情と自分感情との間にギャップがあるケースもあります。そう
した感情状態を共有すると，最初はショックを受けて黙っている人もいますが，「なんだ，みんなもそ
う思っていたんだ」という声を挙げる人が出てくる。すると，みんなが少し和らいだ表情になっていき
ます。互いの気持ちが見える状態をつくること。これが組織変革への第一歩となるのです。

ポイント：組織感情を通じて，個々人の感情に働きかける

互いの感情を知る，組織感情を共有する　高橋克徳施策1

攻撃感情

ひきこもり感情

燃え尽き感情

ぬるま湯感情

活性

沈静

不快 快

ギスギス感情

冷え冷え感情

イキイキ感情

あたたか感情

感情崩壊ライン

組織感情マップ
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◆ 良い職場づくりに取り組んでみたけれど…
　多くの企業が，職場を活性化しようと様々な取り組みを行い始めています。職場のコミュニケーショ
ン調査，対話会，飲み会，レク活動。職場の長であるマネジャーを集めて職場活性化の研修を行う企業
も増えてきました。ところが，大半の企業は上手くいっていません。
　「コミュニケーション不足と調査結果は出たが，実際には何をやったらよいのか分からない」「何かや
ろうと声を挙げても，周りの反応が鈍く， 1人孤立してしまう」「何かやっても単発で終わってしまう」
「対話会など継続的にやっているがマンネリ化する」…。
　みんな，このような壁にぶつかって悩んでいます。

◆ どうすれば，職場づくりが上手くいくのか？ 
　職場の関係性は誰か 1人のリーダーだけでつくれるものではありません。職場のメンバー全員で考え，
つくっていく必要があります。ただ，闇雲にメンバー全員でコミュニケーションをとって，話し合えば
よいものでもありません。職場の関係性を再生していくには，必要なステップがあります。
　まずは，話し合いの土台をつくること。お互いのことが見えず，何を考えているのかが分からない状
態で，職場を良くしようと話し合っても，なかなか意見は出てきません。まずはお互いの「人となり」
をよく知ることからスタートします。距離感を縮めることで，安心感を醸成するのです。
　話し合いの土台ができたら，次は職場の現状について共通認識をつくります。ここでのポイントは，
声の大きい人だけではなく，全員の思いを引き出し，共有することです。原因追求，犯人探しではなく，
職場の置かれている状況，自分たちのありたい姿を全員で話し合うことに最も意味があり，このプロセ
スを通じて，前向きな感情が引き出されていくのです。
　最後は，継続的に対話の質を上げていくこと。「何か話しやすくなったね」で終わらせないために，
仕事のやりがいとは，良い仕事の仕方とは，お互いが連動し合う組織とは何か，未来につながるテーマ
で話し合っていきます。そして，自分はもちろん，お互いのために何ができるのかを共有していくこと
で，前向きな行動が引き出されていくのです。

◆ 職場づくり運動を起こそう！
　このような取り組みを支援するためにジェイフィールでは「ご機嫌な職場づくり運動」というプロジ
ェクトを労働組合の支援を数多く行っているj.union株式会社と昨年からスタートさせました。
　この運動では，業界を越えた様々な企業の思いを持った職場リーダーが，職場づくりの方法を学び，
事務局が提供する職場づくりのツールを使って実践します。また，定期的に集まり，お互いの取り組み
を共有し，知恵を出し合い，ときには励まし合いながら職場づくりを 1年間のサイクルで進めています。
職場のメンバーを巻き込んで，職場づくりを推進するには本当にパワーが必要です。しかし，志をとも
にした仲間同士が集まることで，何度も心が折れそうになりながらも，壁を乗り越えていきます。　
　職場づくりに王道はありません。大事なことは，継続的に，確実にステップを歩むこと。そして，こ
のように思いを持って，メンバーを巻き込んで職場づくりを推進する人を組織として支援し続けること。
このような地道な職場づくりを通じて，現場のメンバーの行動が変わり，組織変革の土壌ができていく
のです。

ポイント：職場づくりをテーマに，コミュニケーションの土台をつくる

ご機嫌な職場づくり運動を起こす　山中健司施策2
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◆いつから人の心を動かすビジョンを語れなくなったのか？
　「部門長や海外現地法人のトップがビジョンを語れない」という話を人事の方からよくお聞きします。
異なる価値観の人が力を合わせていくこと，変化に合わせて現場に近いところでの適切な意思決定など，
変化に対応していくことが求められるなか，ビジョンの重要性がこれまで以上に増してきています。
　思い起こせば，かつての日本企業は，右肩上がりの経済成長下で，日本人・男性・出世志向という単
一の価値観のなかで事業を伸ばしてきました。多少，ビジョンが不鮮明でも，心を一つにする素地があ
る幸運な状況でした。
　実はこれまで，「トップ層が心を動かすビジョンを語るために人事部は何をするのか？」という問題
意識は少なかったのではないでしょうか。このテーマは，人事部にとって挑戦的で新しい取り組みだと
認識するところから始めたいと思います。

◆ビジョンの根っことなる信念を掘り起こす
　第 1に，リーダー自身の原体験をじっくりと掘り起こし，本当に自分が実現したいものを自問自答す
るところからスタートします。
　ビジョンの語源はラテン語で「見る」という言葉で，視覚とか直観という意味があります。ビジョン
とは数値目標を示すことではなく，聴いた人が将来の姿をリアルに想像し，勇気と力をもらうものです。
①リーダーの思いが迫ってくる，②ビジョンを実現した様子がイメージできる，③そこに自分の姿が見
える，という 3点が重要です。
　こうしたビジョンは，環境分析で導かれるものではなく，自分の信念から湧き上がってくるもので，
多くの場合，個人的な体験から発しています。
　さらに，こうした探求の場には，対話がとても重要です。互いの経験や思いをぶつけ合うなかで，他
人を通してより深く自分を理解することが可能になります。日常から少し離れて集中できる時間と環境
を用意して，同僚との対話の場をつくることで，丹念にビジョンづくりに寄り添っていきます。

◆ビジョンは示すものではなく共有していくもの
　第 2に，ビジョンを聴いたメンバーが自分の体験とすり合わせて取り込んでいくプロセスが必要です。
素晴らしいビジョンを語っても，それが聴き手の外側にある状態では，その人の行動は変わりません。
自分のなかに取り入れて，自分事化することが不可欠です。ビジョンづくりとともに，それをみんなで
咀嚼するまで語り合う場を疎かにしてはいけません。
　第 3に，言葉を研ぎ澄ますことや五感に訴えるツールを使うことを考えます。ビジョンは聴き手の心
に響かないといけません。音楽を使って心を震わせたり，イメージ写真で想像力をかきたてたり，とき
にはムービーを使います。
　リーダーには，語りのトレーニングも必要です。製品の良さを伝えるためにプレゼンテーション研修
を行っているように，心を動かすビジョン語りにもトレーニングは必要です。発声訓練や感情を言葉に
込めることなど，短い時間でも基本を学ぶことで大きな変化が生まれます。
　これまで，ビジョンはリーダーが描くもので，それを語ればメンバーは理解すべきであるというある
べき論でした。リーダーがビジョンを描くプロセスに寄り添い，組織のなかに共感を広げる支援をして
いくことが大切です。このテーマにおける人事部の役割は大きく，新しい取り組みが求められています。

ポイント：ビジョンと思いを結びつけ，感情を乗せて語る

トップ層が人の心を動かすビジョンを語れるようになる　重光直之施策3
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◆ マネジャーは，マネジメントできていますか？
　「うちの課長たちはマネジメントの何たるかも分かっていません」。先日お伺いした，とある製造業の
人材育成担当の方のお話です。確かに，一般的に優秀なプレーヤーが評価され，管理職としてのマネジ
ャーに昇進します。多くの企業では昇格者研修などでフォローはしていますが， 1日の研修で，マネジ
メントとは何なのか，そしてマネジャーとして何をしたらいいのか，つかむことは不可能です。しかも
現在，コンプライアンス，メンタルヘルス，働く人たちの雇用形態や価値観の多様化，短期成果のプレ
ッシャーなどが折り重なり，日々の業務に追われ，「何をやっているか分からない」くらい忙しく，「た
だ流され，こなすのに精一杯」というマネジャーが多くなってしまっているように見受けられます。多
くのマネジャーは業務過多のなかで忙殺され，さらにその行動がやらされ感になり疲弊している現状が
あります。その一方で，こうした厳しい現状にさらされながらも，生き生きとマネジメントをしてメン
バーが働きやすい環境をつくりだし，自らも力強く成長の道を歩んでいる方々も多くいます。両者の違
いはいったい何なのでしょうか。

◆ 内省と対話の場をつくる
　マネジメントとは奥が深く，極めて複雑な営みです。相手によって，場面によって正解も変化します。
1日の研修で一般論を聞けば習得できるというわけにはいきません。それでは，優秀で健全なマネジャ
ーが育つにはどうしたらよいのでしょうか。
　結論を一言で言いますと，マネジャーが自らの経験から学ぶ機会をつくることです。マネジメントは
先述の通り，奥が深く，複雑な営みです。一定のセオリーはありますが，定型化したマニュアルに，落
としきれるものでは到底ありません。自転車の乗り方や水泳を覚えたときのように，頭で理解するだけ
ではなく，失敗や成功など悪戦苦闘のなかで，体でつかみとっていくしかありません。そこで自らの日々
の経験を意図的・継続的に，内省（refl ection）する必要があります。内省の哲学的な出発点は，アリ
ストテレスの光のメタファーです。見えているようで見えていない，分かっているようで分かっていな
い自分の姿を鏡に映すことで自らを理解し，次なる行動を変えていくことに本質があります。こうした
内省の会を，マネジャー同士で集まり対話を組み合わせて行うのです。

◆リフレクション・ラウンドテーブルがミドルアウトを起こす
　内省と対話を組み合わせるという考え方は，経営学の大家の 1人であるマギル大学教授，ヘンリー・
ミンツバーグによって提唱されました。彼が世界中の学者の協力を得て作成した良質のテキストをもと
に， 1回75分，30回ほどの内省と対話の場を継続的に実施するプログラムがあり，日本では「リフレ
クション・ラウンドテーブル」という名称で，ジェイフィールが実施しています。
　この会で紡ぎ出された関係性は，マネジャーに勇気を与えます。勇気は行動を生み出し，マネジャー
たちの行動が連鎖して，やがて組織に力強い影響を与えていく現場を目の当たりにしてきました。この
ような自発的な組織変革行動を，ミンツバーグは「ミドルアウト」と表現しています。内省と対話の繰
り返しは，優秀で健全なマネジャーを育てるとともに，自発的な組織変革の力となるのです。

ポイント：内省と対話を繰り返し，互いの経験から学び合う

マネジャー同士の継続的な学びの場をつくる　小森谷浩志施策4
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◆ 次世代リーダーとしての中堅社員の課題とは
　中堅社員というと曖昧ですが，ここではバブル崩壊後の就職氷河期入社世代を大きく捉えています。
バブル景気が崩壊し，多くの企業が採用抑制，成果主義，リストラなど，右肩下がりで苦しみ，暗中模
索するなかで社会人としての基礎を磨く時期を過ごした世代です。この世代を一言で表現すれば個人主
義。苦労して就職した企業で，当初より成果主義のなかで厳しく評価され続けてきた，まさに成果主義
の申し子です。
　彼らは現在，多くの職場でエースとして活躍しています。そういう点でこの世代の課題はまだ顕在化
していない企業もあります。しかしすでにこの世代がマネジャーに登用されている企業では多くの課題
が顕在化しています。まず人材育成が苦手です。苦手というよりも好きではありません。あるIT企業
のマネジャー研修で，「人材育成
の評価は 5 ％なので捨てていま
す」と答えた方もいらっしゃいま
した。周囲に関与することを苦手
とする彼らを，真のリーダーに変
えていくにはどうすればよいので
しょうか？

◆ 真のリーダーに向けての両輪
　この世代を真の意味でのリーダーに変えていくためには，人を活かし，人が育ち，周囲が元気になる
ことを通じて自分が幸福感を感じる経験を積むことが大切です。また与えられた目標や目標管理の項目
を完璧にやるといった短期で小さな視点から，自分自身が何をしたいのかというWillやビジョンを考え，
問い続ける機会をつくることも大切です。この 2つの取り組みがこの世代を真のリーダーに進化させる
両輪となります。

◆ 人間的成熟を促す
　具体的には，長期間のOJTトレーナーを経験する我々の戦略的OJTプログラムや，少人数のチームを
任せる役割を付与したうえで，チームづくりについて毎週仲間と対話を繰り返すとともに，理論を学び
ながら実践を通じリーダーとしてのマインドセットをつくっていくというプログラムを実施していま
す。また短期間の研修でもそのきっかけをつくることができます。自分が尊敬する先輩たちのエピソー
ドをヒアリングしたり，組織を通じ大きな事を成していくことの醍醐味について考えたり，自分のビジ
ョンやWillを徹底的に掘り下げたりすることを通じ，自分が目指すべきリーダー像をつくり変えていき
ます。会社とは何か，社会とは何か，人生とは何か，根本的なことに向き合うことで成果主義の「成果」
について，より多様な視点で考えられるようになっていきます。
　このような経験，機会をつくることは能力面の成長というよりも成熟という観点を彼らに気づかせる
という側面があります。人間的成熟を通じ個人主義からの転換を促すことで，周囲を活かし，育て，自
分やメンバーの思いを大切にできる真のリーダーを育てることができるのです。

ポイント：周囲を活かし，活かされるリーダーシップを身につける

個人主義で育った中堅社員を職場のリーダーに変える　片岡裕司施策5

就職氷河期世代の育った環境 就職氷河期世代の特徴，行動特性

・厳しい経済環境，就職環境
・自分で自分の道を切り開け
・自己投資，自己成長，成果主義
・自分の能力，転職価値
・自分で考え，自分から行動を起こせ
・チームの成果の前に，自分の成果
・自分のことで精一杯，周囲との関係が希薄

・個人成果への執念は強く，高い結果を残し
ており現状の評価は高い
・様々な仕事に触れる機会に恵まれなかった
と同時に，転職価値を重視し自分の専門性
に閉じこもる傾向が強く，単能工化している
・部下や先輩をライバルと見なす傾向が強く，
人材育成やチームづくりを好まない
・結果の出ないメンバーに対して厳しい
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◆ 若手社員，イキイキしていますか？
　今の若手社員は真面目だけど大人しい，何を考えているのか分からない，厳しいことを言うとすぐに
萎縮する，悩んでいても誰にも相談せず突然辞めてしまう人もいる…。そんな話をよく聞きます。新人
研修では素直で目を輝かせていた若手社員も，数年経つと目の前の仕事に追われ，将来のビジョンが持
てず，仕事や会社への思いも失っていく。
　そんな若手社員が出ないように，上司の育成力を高める研修を行ったり，メンター制度をつくって若
手社員をケアする仕組みを入れている企業も増えてきました。ただ，こうした上司やメンターへの継続
的な支援を行っていかないと，彼らも忙しく，余裕を失っているなかで，若手社員の育成や支援に十分
な時間を使えないということが起きてしまいます。そうした職場で育った若手社員は，自分は放置され
ている，誰にも相談できない，自力でやるしかない，なのに成果が出ないと評価されない，とネガティ
ブなサイクルに入り込んでしまうのです。

◆ 若手をイキイキさせる は，苦労話と良い物語を共有すること
　こうした感情を前向きに変えていくには，何が必要なのでしょうか。
　第 1に，互いの苦労や頑張りを持ち寄り，認め合う機会をつくることです。上司から十分指導しても
らえず，誰も助けてくれない環境であっても，自分なりに意図を持って考えながら行動してきた人は，
そこでの失敗やうまくいかなかったことも自分の力として蓄積しています。自分だけでなく，同期，同
世代の苦労した経験を一緒に振り返りながら，そこで何も考えずに不満ばかりを連ねてきた人と，その
なかでも自分で考え，工夫してきた人との差はよく分かります。互いの経験を通じて，自分の仕事への
姿勢を改めて確認する取り組みが重要です。
　第 2に，そのなかでも出会った良い仕事の経験，お客様や周囲に言われてうれしかった言葉を持ち寄
ってみることです。特に，上司や先輩，他部署の話でも，この会社らしい，この会社の人らしいと感じ
た感動的な出来事，物語を集めてきて，それを重ね合わせてみることです。その物語を通じて，改めて
この仕事の良さ，面白さ，素晴らしさをみんなで考えていく。本当はこんな仕事がしたい，できるよう
な人間になりたいという思いを引き出していくことが大切です。

◆ 仕事や会社への思いを形にする
　実際には，会社惚れ直し研修という形で実施しています。互いの経験の振り返りとともに，自分たち
らしい良い仕事の物語を集めてきて，これから入社してくる後輩たちに向けた映像制作をしてもらって
います。ITリテラシーの高さもありますが，彼らがいかに純粋な目で上司や先輩の仕事ぶりを見てい
たのか，小さな出来事のなかに働く人間として大切なことに気づいていたのかが本当によく分かる素晴
らしい映像が出来上がります。それを見て，改めてこの仕事，会社への思いを重ねていきます。
　さらにこの映像を内定者や新人に見ていただくと身近な先輩がどういう思いで仕事をしてきたか，こ
の仕事の面白さと大変さを実感できるし，何より先輩や上司，経営者が，若い人たちの純粋な思いを知
り，それに応えていかなければという感情の連鎖が起きてきます。若手社員の会社や仕事への思いは，
組織変革の起点になるのです。

ポイント：仕事や会社への思いを取り戻す，惚れ直す

若手社員のなかにあるイキイキ感情を引き出す　高橋克徳施策6
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◆ シニア世代，バブル世代をどう活かすか？
　多くの企業でシニア世代やシニア予備軍であるバブル入社組の活性化が大きな問題になっています。
雇用延長などの社会背景も受け，特に大量採用したバブル入社組は余剰感も強く，不況にあえぐ企業な
どではリストラの矢面に立たされてしまっています。
　多くの人事担当者や，ミドルマネジャーの研修でも不活性なシニア，ミドルが，いわゆる「年上の部
下」問題として組織運営のボトルネック，若手のモチベーションの阻害要因のように語られています。
でも本当に彼らはやる気のない，ダメな社員なのでしょうか？

◆ キャリア研修の落とし穴
　多くの企業がこの世代の活性化，戦力化に向けたソリューションとしてキャリア研修を実施している
かと思います。これはこの世代が自分のキャリアに対する自立心が不足しており，能力開発を怠ってき
た結果，不活性な状態になっているという認識に立っているからと思われます。多くのシニア，ミドル
が研修のなかでは元気になります。そして再び活躍したいと願うのですが，職場に帰ると何もできず，
また元に戻ってしまう。そんな現実をたくさん目の当たりにしてきました。我々はそろそろ，不活性な
シニア，ミドルにも問題はあるものの，根本原因が職場の土壌，風土にあることに気がつくべきではな
いでしょうか。

◆ 組織が変わる，価値観を変える
　我々はこの課題の解決に向け，全社の働き方改革として取り組みます。全社員が，自分の個性を最大
限活かし，組織貢献をし続ける組織に変わるという観点で全体の取り組みを設計します。まずはトップ
のメッセージや，人事制度上の不都合などを解消します。
　各個人に対しては，自分が一体何のプロになるのかを考えてもらいます。管理職を目指す，出世をした
いという古い価値観のキャリアイメージではなく，本当に自己充実する働き方について考えを深めます。
　こういう環境整備のなか，シニア，ミドル世代に対しワークショップを展開していきます。この世代
に対しては，単に自分の活かし方を考えるだけでなく，自分の現状について自責でしっかり向き合って
もらい，大きな変化を迫ります。図表のように，シニア，ミドルは頑固で柔軟性に欠け，変わり難いと
いう思い込みがあります。実際対話してみると素直で，感情的な人が多いことに驚かされます。成長意
欲が低いように見えますが，よく聴くと保守的で，今できることをしっかりやりたいという思考にとら
われている結果，成長意欲が低く見られていることが分かってきます。そのような人たちに，過去積み
上げた強みを活かさせようというアプロ
ーチを行っても上手くいきません。より
保守的に，そこでスティックしてしまう
だけです。新しい変化が必要なことと，
そこへの感情的な動機づけ。そしてそれ
を受け入れる組織さえあればこの問題は
大きく解決に向かいます。

ポイント：組織のキャリア観を変革し，シニアとミドルの可能性を解放する

シニア世代，バブル世代の力を未来に活かす　片岡裕司施策7

シニア社員，バブル社員活性化に向けたパラダイムシフト

新たな専門性を開発し続ける

組織のキャリア観を変革する

専門知識や経験を活かす

個人のキャリア自立を促す
アプローチ
の視点

対象の
特徴

頑固で柔軟性に欠ける

成長意欲に欠ける

素直で感情的
保守的で新しいことへの
チャレンジが苦手
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◆ なぜ今，人が育つ組織づくりが必要なのか？
　組織感情を共有し，コミュニケーションの土台を固め，各世代の良さを引き出していくことができる
ようになったら，今度は組織全体の力を高めていく動きが必要になります。その第一の取り組みとして
重要なのが，上司の人育てマインド，部下の成長マインドを再構築することです。
　人が育たない組織は，組織としての能力も高まっていきません。ところが多くの企業では，人育ての
連鎖が途絶え，育つ人と育たない人がはっきりしてしまう，そんな組織になっています。
　人はハードルの高い仕事に挑戦し，試行錯誤しながら乗り越えたときに大きく成長します。そこには
上司が挑戦する環境をつくってくれた，上司や同僚が悩みを聞いてくれた，ときには厳しく向き合って
くれたなど，上司や周囲の関わりがあったはず。このように，人は 1人だけで成長するのではなく，縦，
横の関係性のなかで成長するものです。人が育つ組織を再構築することは，組織が持続的成長力を生み
出すために重要なテーマなのです。

◆ どうすれば，人育てマインド，成長マインドを再び持てるようになるのか？
　ここ10数年，多くの企業はミドルマネジャーに課題があると考え，360度評価，目標管理制度，各種
研修など様々な取り組みを実施してきました。もちろん，仕組みづくりや個人の能力強化は大切なこと
ですが，上司に強い育成の気持ちや自信がなく，部下に相手を受け入れる気持ちが欠けている状態では
上手くいきません。
　人が育つ組織に変えるための我々が取り組むべき第一歩。それは，まず上司と部下の関係性を変える
こと。実際の仕事を通じてお互いが向き合うように上司や部下の背中を押してあげること，そしてその
プロセスを支援することです。
　上司は部下のやる気を引き出し，目標に向かって背中を押し，フォローし，成果と成長をともに喜ぶ
という育成活動に本気で取り組む。部下は試行錯誤を繰り返し，上司に支えられながら目標に向かって
一生懸命取り組む。このように 2人が本気で一緒になって取り組むプロセスから信頼感や連帯感が生ま
れ，関係性が改善されるのです。

◆ 人材育成の成功体験，成長体験の場をつくる
　我々は，このような人育ての成功体験の場を戦略的OJTというプログラムを通じて生み出しています。
ここでは，上司と部下がペアで参加し，成長課題を乗り越えるためのストレッチした目標を実務のなか
で設定し，半年間一緒に取り組みます。上司は，人材育成の型を学び，実践のなかでとことん部下と向
き合い，育成の仕方，人を育てることへの自信や喜びを体得します。また，同じ環境のマネジャー同士
が人材育成の進め方について，悩みや知恵を出し合う場を定期的に設け，上司の支援を行います。
　このように意図的に実際の仕事を通じてお互いが向き合うような場をつくり，成功体験を経て，上司，
部下の関係性を改善していくのです。そして，この体験から上司は他の部下を育てたい，部下は自分が
やってもらったように後輩に関わってみようと変わっていくのです。
　人を育てる喜び，それは一つには仕事を伝えることによって自分への自信を高め，同時に人の成長に
寄り添うことで活力を得ることです。そんな人育ての喜びを取り戻していきませんか。

ポイント：人育ての連鎖を生み出し，成長マインドを醸成する

人が育つ組織を再生し，成長マインドを取り戻す　山中健司施策8
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◆ なぜ，イノベーティブな製品やサービスが生まれないのか？
　人育てマインドの再生の次に考えていただきたいのは，新たなチャレンジ，革新を起こしていくイノ
ベーション・マインドを取り戻すことです。
　グローバル・コスト競争による消耗戦で，経営も現場もすでに限界にきている企業も多くあります。
徹底したコストダウンを追求しても，急に出てきたアジアの企業に追い抜かれる，現地のニーズを汲み
取った細かな工夫の差，マーケティングの差で負けていく。今，日本企業が世界で輝きを取り戻すため
に何が必要なのか。他社では簡単に生み出せない新たな価値を創造する力を再生することが必要になっ
てきているのです。
　ところが人のマインドは追いついていかない。革新的であることよりも，確実に売れる商品をつくる。
そんな思考が当たり前になるなかで，ちょっとした工夫やアイデアを生み出すことも，求められている
ものは何かを突き詰めることも，チャレンジをすることもできない人たちが増えてしまったのです。

◆ 今，取り戻すべきイノベーションを生み出す2つの力
　世の中に新たな価値を生み出すことが，独自のポジションを生み出し，自分たちの存在価値を高めて
いく。そのためには，何が必要なのでしょうか。
　第 1に，組織感度を高めることが必要です。世の中の動きにもっと敏感になり，それぞれの国で起き
ていることに目を向け，新たな動きを先取りする力。バブル期までの企業は，職場単位で先端事例の研
究をしたり，現場調査に行ったり，みんなが好奇心を持って，新たなものに触れる，目を向けることを
行っていました。まずは社会や未来への窓を各人が開くことが大切です。
　第 2に，より本質を追求する力が必要です。今求められている革新は，本質的な価値を生み出す革新
です。顧客や市場，社会にとって，大きな意味がなければ多様性の一つとして埋もれていく時代です。
価値の差が見えないもの，技術的に優れていても自分の生活を大きく変えないものに，簡単に手を出し
てはくれません。よりシンプルで低コストだけれども，生活を一変させる革新とは何かを考え，根源的
なニーズに応えるイノベーションを生み出すことが必要になってきているのです。

◆ 未来への思いを引き出す，イメージを形にする
　では，どういった取り組みをしたら，こうした感情と能力を引き出すことができるのでしょうか。
　一つは，各人の好奇心と感度を高める日常の対話の時間をつくりだすことです。街中で見かけた面白
いもの，気になったものを写真にとって持ち寄る，これはカッコイイと思えたり，感動した商品やサー
ビスを持ち寄る。何が自分の心を捉えたのかを語り合うなかで，互いの心の奥にしまっていた好奇心を
引き出し合う。これがまず身近にできる第一歩になります。
　そのうえで，未来合宿を実施してみてください。研修でも 3～ 5回の合宿を繰り返しながら，未来の
夢を形として描くセッションを実施していきます。そのなかで，より本質的な価値に迫る対話を行いな
がら，人や社会を幸せにする究極の製品やサービスを描いてもらいます。すると，自分たちが暗黙的に
決めていた制約条件を超える瞬間が来ます。それを超えると，思いや夢を形にすることができるように
なるのです。イノベーション・マインドは，こうして取り戻すことができます。

ポイント：組織感度を高め，本質探求を楽しむ組織へ

イノベーティブな組織に変革する　高橋克徳施策9
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◆ なぜ日本企業の社員に，グローバル・マインドが育たなかったのか？
　これまでお伝えしてきた「人育てマインド」「イノベーション・マインド」と掛け合わせる形（×）
で重要になるのが，「グローバル・マインド」です。
　なぜでしょうか？　よく理由として挙げられるのが，海外売上比率のアップです。日本のガラパゴス
市場に向けて開発した製品・サービスをヨコ展開（海外展開）することで，量を確保し，国内市場縮小
に対応するため。もう一つ，最近言われるのが，世界各地における社会的ニーズやカスタマーの声に合
わせてリバース・イノベーションを起こし，タテ展開（事業・商品の世界同時進化）を起こしていかな
くては，という視点です。すでに，一部の業界で見られますが，そうしないと，国内ガラパゴス市場で
の優位性も崩れてしまう時代に入ってきているからです。
　そのため，これまでのように，「従来の一部の社員だけが，グローバル・マインドを持てばいい」時
代ではなくなりつつあります。従来の一部の社員とは，日本人海外赴任者であり，現地法人のマネジメ
ントを担当する幹部であり，本社で海外事業に対応する部署の方々でしたが，それでは，もうヨコ展開
のスピードについていけないだけでなく，タテ展開の次元に対応できないのです。

◆ これから求められるグローバル・マインドとは？
　では，これから求められる「グローバル・マインド」とは，どういうものでしょうか？　それは，従
来のような，「海外赴任者の心得」や「現地統治指導要領」でも，「異文化対応スキル」でもありません。
従来のマインドとは真逆になる部分があります。以下，大きく， 3つの要素が必要不可欠となります。
1．世界同時目線：世界の人たちの幸せを同時に考える，常に多面鏡で内省的に考える
2．フラット感：世界の人たちを（上下ではなく）仲間としてフラットに見ている
3．共通性を通したつながり：異質性ではなく，根源的な共通性を見出す力

　言い換えれば，「グローバルな世界観や人間観」です。それさえしっかりあれば，海外でのコミュニ
ケーションやコラボレーションは飛躍的に楽になり，そうでないと，逆に，異文化マナーや経験を身に
つけても砂上の楼閣どころか，固定概念（思い込み・バイアス）を生む恐れがあります。

◆ どうすれば，全社員がグローバル・マインドを持てるようになるか？
　大きく 2つのアプローチがあります。 1つは，世界目線とは何か，世界の人たちとともに働く喜びと
は何かを実感し，体感する研修を増やしていくことです。例えば①グローマインド研修（セット・固定
するのではなく固定概念から解放する内省型研修），②世界でウエイを共有する研修，③各地域のビジ
ョンを議論するビジョン語り合い研修，などです。
　もう 1つは組織開発。例えば，グローバルや地域の経営テーマに，多国籍チームで取り組む，国内外
の若手社員のモビリティや協働ワークを高める，国を越えたコミュニティを多くつくりだす，それらの
コミュニティを起点としてつなぎ，世界的な組織変革と進化のメカニズムを内部化すること，です。
　そのために人事部がすべきは，単に中期経営計画キャッチアップ型のサポート人事をするのではなく，
世界と一緒に未来をつくっていく「未来型人事」に移行していくことです。

ポイント：全世界のアソシエイトがグローバル・マインドを持つ会社に

グローバルという見えない壁を超える 佐藤将施策10
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◆ 人事部門の役割，このままでよいのか？
　この20数年で，人事部門も大きな変化にさらされてきました。高度成長期，バブル期までの人事部
門は，まさに「人の管理」のための人事部門でした。新人を中心に定期採用し，現場に送り出し，人の
配置と昇進・昇格を管理する。みんなが順調に昇進・昇格していくのが基本ですから，そのなかでこぼ
れていく人たちを見極め，ケアしていくことも大切な役割でした。だから，人事部長も一人ひとりの社
員や家族のことまでよく知っていました。部門間の異動，ローテーションも盛んでしたから，各部門の
課題や人の状況もいろいろ伝わってくるし，現場を回って話をする機会もたくさんありました。
　ところが，バブル崩壊以降，人事部門の役割が大きく変化しました。人を抱え込めない， 1人ひとり
が成果を出せる人になる。そのために，評価制度を設計，運用し， 1人ひとりが自律型人材になるため
の教育をする。「仕組みをつくる」ことが重要な仕事になったのです。
　しかも業績悪化が続いた企業では，人件費を削減するための雇用制度や退職を促す仕組みをつくるこ
とに奔走することになります。経営視点で，人の管理のあり方を見直すことが人事部門の最大の役割に
なりました。
　確かに，厳しいビジネス環境を乗り切るためには，個々人が自律し，できない人が奮起する仕組みが
必要だったと思います。ところが，気づくと，個々人が追い込まれ，協力できない，知恵も出ない組織
ばかりが増えていく。そのなかで，人の活力も失われ，新たなチャレンジが生まれない組織になる。こ
れが本当に我々の目指してきたことなのでしょうか。

◆ これからの人事部門の役割を議論してみてください
　この20数年での人事部門の最大の変化。それは現場から遠い存在だと思われるようになったことで
す。経営の立場からの施策を打ち出していくなかで，確かに社員に無理を強いていく自分たちに悩みな
がら，現場に踏み込めなくなった人事の方たちが増えたように思います。「元気にやっているか」「何か
あったらすぐに相談しろよ」。そんな声を気楽にかけられなくなった人たちがたくさんいます。
　本当にこれでいいのでしょうか。誰よりも， 1人ひとりが元気に働いてくれることを望み，人のため
に頑張りたいと思っているのに社員をイキイキさせることができない。ここで改めて人事部門の役割を
考えてみませんか。本来，我々は誰のために，何をしたいのか。
　組織全体の活力を引き出し，組織の成長に貢献する。組織の活力や組織の成長を実現するために，社
員にどう働きかけていくのか，社員をどう支えていくのか。
　ここで述べてきた施策は，こうした観点で，ぜひ検討していただきたいテーマです。その根底にある
考え方は，人材育成を通じて，利他的な目線，周囲との関係のなかにある自分に気づき，自分には何が
できるかを考え，そこで踏み出していく人を増やしていくというものです。それが互いの関係の土台を
つくり，協力関係を生み，知恵を重ね合い，何かにともに取り組む喜びを取り戻すことにつながってい
く。
　「仕事が面白い，職場が楽しい，会社が好きだ」と心から言える社員を増やしていく。ぜひそんな思
いで，人材育成起点で組織変革を起こしていってほしいと思います。

ポイント：人事部門の役割は，組織と人の活力を最大限引き出すこと

人材育成起点で組織変革をリードする人事部門へ
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