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今回紹介するリーダーは、システム管理会社（C
社）の取締役 N 氏。N 氏は、1 年程前に C 社の親
会社から出向してきた。C 社の組織変革が急務だ
と親会社が判断する中で、自ら出向を志願。現在、
C 社社員の意識と組織風土の変革を目指して果敢
に取り組んでいる。

まだ道半ばの状況ではあるが、その様子を紹介
し変革に取り組むリーダーについて考えたい。

1．変革への問題意識
親会社から C 社への出向が内々に決まったと

き、N 氏は強い危機意識を持っていた。「このまま

変革に取り組むリーダー

株式会社スコラ・コンサルト プロセスデザイナー 
塩見 康史（しおみ やすし）
大手小売業にて人事戦略、人材育成、人事制度構築などに従事し、その後、
㈱スコラ・コンサルトにて現職。組織風土変革、事業戦略イノベーション、
人材育成などを主テーマとした企業変革のコンサルティングを担う。
特に、人事がリードする組織変革、価値創造戦略づくりの分野に強み。

Point
❶  業績の悪化、頻発する不祥事などにより存亡の危機にある状況下、次から次へと現場に改善・改革

を求めるもなかなか変革の糸口がつかめなかった社内。そこで一人の取締役が行ったのは経営メン
バーが本音で話し合えるような場作りだった。そしてその場から出てきたのは「変革へのスピード
が急でついていけない」という上級部長からの本音だった。

❷  変革は、リーダーが旗を振るだけで起きるものではない。現場の声を聴き状況を見て、社員・メン
バー一人ひとりの行動を引き出し、“仕事のし方の変革” に向けてその行動をつなげることが重要と
なる。

❸  次第とそのことに気づき、模索しながら取り組みを進めるリーダー。その姿を組織風土変革のポイ
ントに照らして考察する。

本シリーズでは、東レ経営研究所が企画・実施するビジネスリーダー育成型の各プログラム＊の修了
者が、その後現場に戻って「変革」に取り組んでいる事例を紹介していきます。本号では、組織風土
の変革に取り組む事例を紹介します。

（なお次号では、組織風土に関連する内容を詳しく取り上げる予定です）
＊「次世代経営者育成塾」「東レグループ経営スクール」のほか、企業の社内研修プログラムの企画・実施を支援して

います。
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では C 社はつぶれる。」社内で頻発した不祥事、
業績の悪化、社内および親会社との連携不足、マ
ネジメントの機能不全などなど問題は山積みの状
態であることは承知していた。就任早々の会議で
は、決定事項の中に期日が明確にされていないこ
とに違和感を持った。結果としていつまで経って
も改善が見られない、というもどかしさを肌で感
じた。

社内は何となくギスギスした雰囲気もあった。
親会社からの要求に対する受け身姿勢、下請的扱
いへの不満も社員に蓄積していたという。また、
これまで親会社から出向してきた人たちが活躍す
るチャンスは少なく、人材の活性化も課題となっ
ていた。

一方、そうした中でも昨年度には管理職研修を
実施。加えて、親会社で実施する研修にも可能な
限り社員を派遣した。何ともいえぬ沈みがちな
ムードの中でも、社員に研修機会を与えて活性化
しようとの工夫でもあった。

N 氏の他、C 社の変革を後押しするために数名
の人材が親会社から送り込まれてきた。親会社か
ら出向してくるメンバーには N 氏も含めて「なぜ
当たり前のことができないのか？」との苛立ちが
募るばかり。「当たり前のことが当たり前にできて
いない」という問題意識を持つ中で「何をいつま
でに誰が責任を持って実行するか」という工程表
をつくりムチを入れるが一向に変わらない。そん
な状況がしばらく続いた。
「何かが足りない」と N 氏は感じるようになっ

ていった。
気の合う人同士とならば飲みに行く機会も多い

し、経営陣のコミュニケーションも一見問題ない
ものと N 氏は認識していた。しかし次第に「本当
に話さなくてはいけないことが、話し合われてい
ないのかもしれない」と思うようになっていく。

N 氏は自問自答を繰り返す。誰も痛い思いをし
ない差し障りのない話はしている。しかし「会社を
良くするためにはどうしたらよいか」とか、「何が
本当の問題なのか」という踏み込んだ話をしてき

ただろうか？　課題と行動計画を並べた工程表を
作らせて、後は現場がやり遂げるまで尻を叩いて
待つのがリーダーシップではない。ましてや課題
ごとの分科会や委員会をつくれば解決するもので
もない。「なぜ現場では決めたことができないのか」

「どうして当たり前にすべきことが当たり前にでき
ないのか」ということを、これまで経営メンバーは
本気で話し合い、考えてきたのだろうか…？

そこで N 氏は、経営メンバーが今の会社の状態
をどんな風に思っていて、何が問題だと感じてい
るのかを率直に話し合うことが必要ではないかと
考えた。そしてまず、経営メンバーが本音で話し
合う場として「経営対話会」を企画し参加を呼び
かけた。

2．変革への “はじめの一歩”
＜第1回経営対話会＞
「経営対話会」は、普段会社で話し合うのとは異

なる雰囲気の中で行われた。平日の朝、社外に借
りた会議室には椅子だけが置いてあった。そこに
C 社の経営会議メンバー 15 人は集まってきた。私
服姿で交わす挨拶も、何となくいつもと違う。何
が始まるのか不安な表情もちらほら見えるなか、
メンバーは N 氏の仕切りをお手並み拝見といった
様子だった。そこには筆者らも参加し、場のコー
ディネートを手伝った。

“肩書きを外して自分の言葉で話そう”、“まと
まっていない考えや思いもお互いに受け入れてみ

写真 1　対話会イメージ

出所：（株）スコラ・コンサルト
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んなで本音で話し合おう”との進行はコーディネー
ターから行った。普段は仕事の話が専らのメン
バーだが、その場ではまず車座になって自分自身
のことをお互いに話すところから始めた。あまり
知られていない「自分らしさ」やこのメンバーに
は話したことのないプライベートな面にも話は及
ぶ。メンバーの意外な一面や順風なキャリアの中
にも乗り越えてきた苦労話に聴き入った。仕事と
は関係のない話をし合うのに半日以上の時間を費
やした。そこには、まずお互いのことを知り合う
という基本的な意味が込められていた。自分のこ
とを話す抵抗感は少しずつ薄れ、聴き手に回れば
相手を理解しようとする姿勢が徐々に備わって
行った。「何を話しても良いんだ」という雰囲気が
メンバーの中で広がっていく。

話題が「仕事の中で感じている問題意識」へ移
ると、初めのうちは表面的だった内容も質問をし
あって話を続けていくと本音の部分が見え隠れし
てきた。

途中、ある素朴な疑問が場の空気を変えた。「何
で当たり前のことが当たり前にできないの？」

対話会のメンバーには、定例の経営会議に参加
する上級部長の面々も数名いた。工程表にある業
務改善項目の推進や各種業務マニュアルの整備な
どは、部長を始めラインが中心となって取り組む
ことになっている。その素朴な問いかけの後、し
ばらくの時間が空いた。

そしてある上級部長の口から出た言葉はこう
だ。「だって…、何もかも急すぎますよ。正直しん
どいです」「親会社からの人事もあって、社内では
変わるぞ！という雰囲気は高まっている。それは
それで良いことだけれど…。」N 氏を含めて、他の
経営メンバーには歯がゆく感じたことだろう。あ
る役員からは「部長のあなたがそんなことを言っ
ていては、変革なんて…」と、言葉が続かない。

＜第2回経営対話会＞

第 1 回の経営対話会を通じて、経営幹部層の中
の変革リード役とその他のメンバーの間に温度差

のあることが見えてきた。変革を推進する N 氏ら
が感じていた「現場における危機意識の不足」や「実
行力・推進力の物足りなさ」は、もしかしたら取
り組みの全体像が伝わっていなかったり、変化の
スピード感に対する戸惑いや不安と関係している
かも知れない。

変革は旗を振るだけでは起きない。思いと共に
個人の行動がつながらない限り大きな動きにはな
らない。N 氏は経営メンバーでさらに話し合う機
会をつくった。第 1 回の対話会が「メンバー同士
が安心して話し合える環境づくりと信頼感の醸成」
を目的としていたのに対して、第 2 回の場では

「変革の実行を阻害しそうな問題を深く考える。そ
の上で、コミットメントが今一歩だった部長クラ
スメンバーが、変革に向けたアクションが実行可
能なものと思えるようになるために、経営幹部と
してできることは何か？」を話し合った。

1 回目の対話会から約 2 カ月後。2 回目の対話
会を終えたとき、メンバーは次のことを実践する
という約束をし合った。「経営メンバーが口先だけ
でなく行動とセットで変革の目的・危機意識を伝
えていく」「社員が何を思っているかをしっかり耳
を傾け聴く。そしてそのための機会を持つ」「人を
ほめる習慣をつくっていく」「自分たちが仕事のし
方のお手本となる」

2 回の対話会を経て、C 社では次のことを実践し
社内の変革に引き続き取り組んでいる。

・ 経営会議の冒頭で各議題に入る前、ざっくば
らんで気楽に話し合ったあの対話会のような
時間を設けている。そこでは会議参加者が持
ち回りでその時に思っている本音を吐露する
という。例えば先日も「正直、困っています」
というある役員の本音は、組織内のコミュニ
ケーション問題を映し出す重要な指摘だった
という。予定の時間では収まらずそうした話
し合いの枠を延長するときもしばしばあると
のことだ。

・ 職場メンバーがお互いに感謝の気持ちをカー
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ドに書いてプレゼントし合う機会をつくって、
ポジティブな感情や気持ちの交流を促進して
いる。

・ 中期的課題として「質の高いコミュニケーショ
ンとチームワークで “問題の見える化” が進
む組織づくり」を掲げ、まずは 5S（整理・清掃・
清潔・整頓・習慣）の推進を組織的に始めた。
朝礼後に各自がデスクの周りを整えたり共有
キャビネットの中身を整理したりする習慣は、
社員一人ひとりの手で実際に何かを変えると
いう身近な変化として好意的に受け入れられ
ているようだ。

今後はさらに、「風土変革推進チーム」を編成し
て、これまで N 氏が一人で進めてきたことをチー
ムとして展開する体制を整えていく。まずは実務
担当者だけの対話会も企画して、この変革推進
チームに参画してくれそうな問題意識と志のある
メンバーを発掘することにしている。

3．周囲から見た「変革に取り組むリーダー」
前述の経営対話会に参加したメンバーの一人に

インタビューをさせてもらった。インタビューに
応えてくれたのは第 1 回の対話会で「変革が急で
しんどい」と本音を漏らしたあの上級部長。「スピー
ドが早くてついていけない」との思いは常日頃か
ら感じていたことで、対話会の場で初めて放った
言葉だった。

N 氏のことをどう見ているか尋ねてみると「と
にかく厳しい人。そして実行力がある人」との答
えだ。変革への取り組みにも厳しさが前面に出て
いると受け止めている。
「N 氏がこの会社に来て、やや強引ではあるが、

変化をもたらしている点はすごいと思う」「“本当
は変えたい”、“今のままでは良くない” との思いは、
多くの人の中にあるのではないだろうか」とこれ
までの自分や周囲の人の様子をふり返った。

そして、こう続けた。「でもね、変化への一歩が
なかなか踏み出せない人もいますよね。“頭では

解っていても行動できないもう一人の自分がいる”
ということも現実にはあるんじゃないかな」「“あ
れもこれも” とか “一気に変える” という印象を
周りが持ってしまっているうちは、“ちょっとつい
ていけないな” と感じてしまうのも正直なところ
じゃないかな」

“変わる” と言うことに対する率直な意見を聞か
せてくれた。

一方で、変化を起こそうとする社内において、
今 “前向きな摩擦” がいくつか起き始めていると
言う。意見の食い違いや良かれと思ってしたこと
の認識ギャップなど、社員間の衝突だ。「かつては
“より良くするために変えよう” とか “行動しよう”
ということもなかった。だから衝突することもな
かった。その点から考えると、会社も少しずつか
もしれないけれど成長してきているのかも。何か
動き始めているのはプラス要素ですよね」「でもそ
の衝突に、課長以下はまだついていけていない感
じです」

変革に向けてこれからも取り組みを続けていく
N 氏へのメッセージとして、こんなことを言ってい
た。「みんな表向きでは “YES” といっていること
は多いと思う。でも、時間が経って N さんが後ろ
を振り向いたら誰もいない…ということにならない
か、ちょっと心配です。このことは何回か本人に

（N 氏に）言ったことがあるんだけどね…（笑）」「厳
しいばかりでなくって、たまには感情の側面を優先
してもいいのでは？　と思うこともあるんですよ」

それは、リーダー自身にも変化を期待している
という周囲の本音だ。

4．	変革に取り組むリーダーシップ	
−リーダーシップの持論−

経営対話会をきっかけに様々な仕掛けをリード
している N 氏。リーダーシップを発揮するプロセ
スで、どんなことを考え取り組んでいるのだろう
か。組織変革を推進する中で感じていることを同
氏に聞いてみた。

変革に取り組むリーダー
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「大切なことは、一人ひとりの行動を引き出す
ことだと思います。でも、個々人の認識や受け止
め方には差があり、意欲や実行力の面でも差はあ
ります。そのことを理解し、受け入れる気持ちが
ないと進めていけないという気がしていますね」

変革を声高に訴えるものの、なかなか思うよう
に動かない現場。そこに関わる中でこその実感だ。

「リーダーが変革を急いで、いわゆる“できる人”
だけに頼ってしまうと、短期的には成果らしいも
のは出せても、その他の多くの人がチャレンジす
る前にやる気を失くし、しらけた雰囲気になって
しまうかもしれません。結果として、会社として
の一体感も薄れ、変革の推進がかえって組織の力
を弱めてしまうことにもなりかねない。そんな風
にならないようにしたいです」
「その意味では、社員一人ひとりの共感を得る

プロセスを大切にしなければならないと思ってい
ます。やる気のない人は誰一人としていないし、
能力の差なんて大したことはありません。お互い
に知り合い、関わり合い、同じ方向に向かって行
動がつながることで組織の力は間違いなく向上し
ていくと思います」
「リーダーは、常に理想を掲げて、ぶれずに行

動していく姿勢を見せないといけないと思います
が、その一方で、周りをその気にさせる地道な仕
掛けも重要だと感じています。一人ひとりの力を
どこまで集団の力に変えられるか、引き続きどっ
ぷりとこの組織の中でもがいていきたいと思って
います」

“振り返ったら誰もいない…” N 氏もこの点に不
安を感じていると言う。“厳しく、やや強引” と周
囲には映っているリーダー。今、変革のプロセス
において社員の共感を高める意義を感じながら、
その具体的な方策についての模索を続けている。

5．組織変革という観点からの考察
ここからは、N 氏の変革への取り組みについて、

“組織風土” の観点から考察していく。

企業に本質的に変化をもたらそうとする時、戦
略や諸制度などのいわゆる “ハード面” の改革と
ともに、組織の “ソフト面” である組織風土の変
革が欠かせない。組織風土とは何かということに
ついては、ここでは、「組織活動の質に実質的に大
きな影響を与えている、組織構成員に共有された
暗黙の規範や価値観、コミュニケーションの習慣
など」と簡単に定義しておく。

さて、N 氏が C 社の組織変革において発揮して
いるリーダーシップには、組織風土変革を成功さ
せるためのいくつかの重要なポイントが含まれて
いる。

①組織に “ゆらぎ” を起こす
安定している組織は、良くも悪くも変化が起き

にくい状態にある。変化を起こすためには、組織
に “ゆらぎ” を与えることが必要だ。新しい価値
観の提示、本質的な問題提起などによって、組織
のそれまでの常識を揺さぶり、その不安定さに
よって社員に対しては “新しい現実” に即して考
えざるを得ないような状況をつくるのである。

C 社の場合、N 氏の存在が “ゆらぎ” の震源となっ
ている。N 氏の持ち味である鋭い問題意識、歯に
衣着せぬ発言、スピードとパワーのある実行力が
組織に “ゆらぎ” を与えていることは、経営対話会
に参加した上級部長の “急すぎる”、“前向きな摩擦”
などの発言から見て取れる。当然、社員側にはと
まどいや不安もあるが、変化への可能性が高まっ
ている状態と前向きにとらえることも必要だ。

変革を掲げているのに、経営メンバーのコミッ
トメントが伝わってこないような組織では、この
ような “ゆらぎ” は起こらないし、変化も起こら
ない。

②経営メンバーが自ら変化を体現する
N 氏が、まず経営メンバーの対話会から始めた

ことは、変革のプロセスとして有効であったと思
われる。変革における経営メンバーの重要な役割
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は、まず “自らが変化しようという姿勢を体現す
る” ことである。一般に、経営メンバーは、地位
が高いうえに、多くの経験を積み、成功体験を
持っているがゆえに、自らを変わる対象とみなし
ていないことが多い。

C 社での経営対話会は、「経営メンバー同士で大
切なことが話し合えていないのでは？」などの N
氏の問題意識にあるように、経営陣自身がまず変わ
る対象であるという姿勢を示したと言えるだろう。

③徹底的に本音で話す
2 回の経営対話会、また、その後の経営会議の

冒頭部分などは、本音で話せる環境を作ることを
重視し、オフサイトミーティング（気楽にまじめ
な話をする、本音・真剣勝負の対話の場）という
話し合いのスタイルをとっている。組織風土変革
において、“本音で話をすることができる” という
ことは、絶対不可欠な条件である。

普通、組織の中では決められた手続きや規範を
ベースにした形式的なやりとりが多い。こういっ
たやり方は、効率的ではあるのだが、新しい発想・
考え方などの変化の芽を摘みとってしまう。

　
このように、C 社の変革への取り組みは組織風

土変革の成否を分ける重要なポイントを押さえて
進めていることが分かる。

変革の作法と、従来の仕事のし方の作法は大き
く異なるため、このような取り組みに一歩踏み出
すためには勇気が必要であり、C 社や N 氏に対し

ては敬意を感じている。
とはいえ、C 社の変革はまだ緒についたばかり

の段階である。
N 氏のリーダーシップが組織に良い意味での“ゆ

らぎ” をもたらしているが、その “ゆらぎ” のエ
ネルギーを方向付け、変革を実現していくのはこ
れからの段階である。

今後の課題は大きく二つある。

①変革リーダーの育成
現段階では、C 社の変革は N 氏ひとりが引っ

張っているような印象があるが、これからは、組
織の中に変革リーダーを育てていく必要があるだ
ろう。

変革リーダーはマネージャー層とは限らない。
むしろ、階層や役職と関係なく、問題意識の高さ、
人に働きかける力、本質を考える力、トライして
みようという実行力などを持った人材が変革リー
ダーにふさわしい。そういった人材が現れ、超階
層で部門横断的にネットワークされることで、変
革が大きく前進していく。N 氏と彼らは変革への
思いを共有する仲間でもある。

② “仕事のし方の変革” へステージアップさせる
組織風土変革のプロセスは、C 社のケースのよ

うに、人と人の関係性の再構築、本音で話し合え
る場や環境づくりなどから始めることが多い。こ
れは必要なプロセスではあるが、そこがゴールで
はない。将来的には、“仕事のし方の変革” へと活
動のテーマをステージアップさせていく必要があ
るだろう。

企業変革の目的は、その企業がより優れた商品
やサービスを生みだし、社会や顧客に貢献できる
ようになることであり、組織風土変革はそれを可
能にする条件づくりなのである。

以上、変革リーダーとしての N 氏の取り組みを
組織風土変革という観点から見てきた。組織風土
については、次号でより詳しく考察してみたい。

図表 1　 組織風土変革を成功させていくための 
ポイント（Ｃ社の例）

組織に
“ゆらぎ”を起こす

徹底的に本音で話す経営メンバーが
自ら変化を体現する

出所：筆者作成

変革に取り組むリーダー




