
2017.5　経営センサー
4545

福田 貴一（ふくだ たかいち）
人材開発部 シニアコンサルタント
1995年東レ株式会社入社。以降、人事・勤労分野を経て2002年9月から現職。
企業の人材開発および組織開発に携わる。日本アクションラーニング協会	シニ
アアクションラーニングコーチ。日本産業カウンセラー協会産業カウンセラー。
日本産業訓練協会マネジメントトレーニングプログラムインストラクター。
Takaichi_Fukuda@tbr.toray.co.jp

マネジメント行動の実際と課題
―新任課長の声から―

Point
❶	 	新任課長のマネジメント行動（計画・指令・統制・調整）の実践に影響している事柄を、アンケー

トから探った。
❷	 	その中で見えてきたのは、新任課長の「上司および関係先への適応」「実務への適応」「役割への適応」

という三つの適応課題であった。
❸	  それら課題の克服には、新任課長本人の意識や行動の変革を求める一方、組織的な対応も求められ

る。

1．はじめに
「企業間の差をつけるものはマネジメントの質

の違いである」とピータードラッカーは言った。
企業組織においてマネジャー（管理者）の取り組
みが競争力を左右すると認識されて久しい。
「計画・指令・統制・調整」といったマネジメン

トプロセス（図表 1）が管理者に期待する基本行
動であるとの認識の下、筆者は初級管理者（掛長
〜課長層）向けのトレーニングを行っている。

本稿では、まずマネジメントプロセスの概要を
示し、次にその実践に影響を及ぼしている事柄を
を新任課長層へのアンケートを基に考察する。そ
して最後に、新任管理者が克服すべき課題と組織
的対応の必要性に触れる。

2．マネジメントプロセスの概要
図表 1 で示すマネジメントの各機能はそれぞれ

独立したものでなく互いに関連している。管理者
のこうしたマネジメント行動は、短期的には組織
成果に影響を与え、中長期的には人的資源の質の
向上（個人能力の開発）や組織力の向上（組織開発）
といった効果をもたらす。もちろん、その巧拙に
よっては反対もあり得る。まずはその概要を以下
で簡単に示す。（出所：社団法人日本産業訓練協会
マネジメントトレーニングプログラム）

　
（1）計画

計画とは組織の目的・目標を達成するために手
段、方法、スケジュール、担当者などを設定する
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ことである。環境変化を見据え、かつ、全社や部
門および所属上司といった上位組織からの期待に
基づき自部署のあるべき姿や目標を掲げ、その達
成に向けた職場全体の仕事計画を立て、部下／メ
ンバーに示す役割が管理者にはある。

　　
（2）指令

指令とは計画した仕事を部下／メンバーに担当
してもらうために働きかけることである。個々に
仕事や役割を割り当て、それを言い伝えること（命
令）を通して部下／メンバーが主体的かつ意欲的
に取り組むよう仕向け、目標達成を目指す組織体
制をつくる役割が管理者にはある。

（3）統制
管理者が組織全体の仕事を計画し、それに基づ

き個々人に仕事や役割を与えそれが適切に行われ
るよう言い伝え、想定通りの状況となれば問題な
い。しかし、実際はそうはいかないことも多い。
統制とは、掲げた方針や目標、計画とのギャップ
に対して手を打ち、その実現・達成を図ることで
ある。このような対応を通して組織目標の達成を
図る役割が管理者にはある。

（4）調整
先に示したように管理者は、所属上司を含め上

位組織の方針や見解を踏まえて組織の仕事計画を
立てる。そして、部下／メンバーがその計画に
沿って行動するよう指令するときには関係者間で
折り合いをつけるなど、スムーズな実行に向けて
周囲に働きかける。さらにはその後、目指してい
る状態とのズレを補うために必要に応じて社内外
の関係先と協働体制を整えるなど、仕事を円滑に

進めていくための調和を図っていく。これらは、
組織としての成果を最大化する上で必要な調整と
言われる管理者の役割である。

計画

調整

指令統制

図表 1　マネジメントプロセス

出所：日本産業訓練協会マネジメントトレーニングプログラム

このようなマネジメントプロセスを概念的に理
解するだけでは管理者の仕事は務まらず、実践が
求められるのは言うまでもない。しかしそこに難
しさを感じているのが現実ではなかろうか。そこ
で、その実践を妨げていることや影響を及ぼして
いる事柄を探るため、このたび新任管理者（新任
課長）に対するアンケートを行った 1。以降でそ
の一部を示し、考察する中で見えてきた諸課題に
ついて述べる。

3．マネジメント行動に影響を及ぼしている事柄
本項ではマネジメントプロセスを実践するうえで

のキーポイントを述べ（以下文中の下線（A）〜
（L））、今般実施したアンケートの中で見られた関
連コメントを拾い上げて示す（以下文中の「　」）。
そして、その過程で浮かび上がってきた新任課長
のマネジメント行動に影響しているだろういくつか
の事柄を指摘する（以下文中の（a）〜（p））。

１    アンケート概要 
対象者：複数企業の新任管理職（課長層）145 名 
調査方法：  「マネジメントプロセスの実践を妨げている事柄など、現実的には実践困難な理由を率直にお聞かせください」という

問いに対する自由記述
　  実施時期：2016 年 6 月〜 11 月
　  有効回答（コメント）数：273 件
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ぜひ、図表 2 を参照しながら読み進めていただ
きたい。

（1）「計画」および「調整」の実践について
管理者が仕事の計画を立てる際、その組織にお

いて何を目指しいつまでに何をするか、といった
方針・課題の設定（A）から始めることは重要で
ある。それは、計画立案の前段階としてその後の
取り組みを方向づけるものになるからだ。しかし、
この点についてアンケート中では例えば「（上位の）
組織目標に対して自分自身がどのような方針でど
う取り組むべきかを考え切れていない」や「計画
を練る（前段階の）準備が不足している」という

状況、さらには管理職への昇格と同時に他部署か
ら異動してきた人の中には、この点について「（以
前からいる）掛長に頼ってしまっている」との実
態が示された。組織成果の創出に向けた計画策定
に取り組む意識や姿勢など管理者としての “（a）
計画策定前の準備不足” があると言えそうだ。

さらに、「日が浅く不慣れ」「経験のない事業・
仕事は様子見で勉強中」「部下の仕事理解に努めて
いる」というように、当該分野の “（b）仕事の理
解不足、経験不足” があることを理由に短期の仕
事計画づくり（B）が難しいとの認識が示された。
一方、中長期の計画づくり（C）に対しては「（課
長として）課のあるべき姿をあいまいなままにし

（e）上司への
　  働きかけ
　  不足

（f）調整先の複雑さ
（c）目指す姿の明示／
　  共有の不十分さ

（j）コミュニケーション
　 機会の不足

（d）上司との
　  接点づくり
　  の難しさ

（k）人間行動の
　  多様性への理解・
　  認識不足

（b）仕事の理解不足、経験不足
（p）健全な厳しさを持った関わりの不足
（g）仕事の高度化

（n）仕事状況を直接確認
　  する機会の不足

（o）Face to Faceでの
　  報告がしにくい日常

統制（K）

指令

短期の計画（B）

中長期の計画（C）

方針・課題
の設定
（A）

統制に
関連した調整
（L）

：マネジメントプロセス実践のキーポイント
（（A）～（L））
（　　はマネジメントプロセス）

：筆者補足部分

統制すべき状況を
認識する
モニター機能（J）

観察による
状況認識

言い伝え

仕事の
割り当て

報告を受けることに
よる状況認識

人
的
資
源
の
活
用
策

個人の
主体性・意欲

（a）計画策定
　  前の準備
　  不足

（b）仕事の
　  理解不足、
　  経験不足

（ℓ）コミュニケーション
　  スキルの問題

（i）部下との
　 従来の関係性 （g）仕事の高度化

（h）活用資源の質・
　  量の面からの制約

（m）臨機応変に
　　なされる
　　複雑な指令

仕事の要求レベル（E）

個人の保有能力
（人材の戦力事情）（F）

言い伝える場・機会の
設定（G）

言い伝え方（H）

＋

計画に
関連した調整
（D）

指令に関連した調整（I）

図表 2　マネジメントプロセス実践のキーポイントとそこに影響している事柄

出所：筆者作成
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てしまっている」「部署内で明文化したものはなく
共有できていない」といったこともあるようで、
“（c）自部署の目指す姿の明示／共有の不十分さ”
が中長期的な計画策定を足踏みさせているとの見
方もできる。

また、上位組織や所属上司、関連部署などの方
針や考えを踏まえた課題設定とそのための計画策
定が求められる中、関係先とのすり合わせ、つま
り計画に関連した調整（D）の苦労を指摘する回
答もあった。その一つは調整内容そのものよりも
“（d）上司との接点づくりの難しさ” で、「上司が
忙しくしているため、話し合いは最低限になって
いる」「上司との意見調整を行う場がつくりにくい」

「上司と私の事務所が離れているためコミュニケー
ションをとるのが難しい」などの声が続いた。

もう一つは「上司からの信頼を得るような働き
かけができていない」「上位者の考えを正確に把握
できていない」といった反省や、要約すると「上
司が異動で変わるたびに、新たに求められる効果
的な関わりが柔軟にできていない」というように
“（e）上司への働きかけ不足” を自覚している様
子が示された。

さらには、「2 ボス体制（上司のような立場の人
が 2 人いる体制）」や「レポートラインが複数ある」

「調整を図るべき関係部署が多い」というように
“（f）調整先の複雑さ” も新任管理者のマネジメン
ト行動の難易度を上げていると考えられる。

（2）「指令」および「調整」の実践について
先に示した管理者による仕事計画はあらゆる経

営資源の有効活用策の検討であり、当然その中に
は人的資源も含まれる。組織としての仕事計画に
基づいて、その後は具体的に個人へ仕事を割り当
て、それを言い伝えることになる。

仕事を割り当てるときのポイントは、その仕事
が求める要求レベルと個人の保有能力を考慮する
ことにある。その中で多くの管理者は、業務の「多
様性」「突発性」「短納期」「複雑化」といったさま
ざまな面で仕事の要求レベル（E）の “（g）高度

化” を実感している。一方で「部下／メンバーの
専門性や保有スキルの偏り」や「ギリギリの要員
事情」さらには「雇用形態の違いや部下／メンバー
の立場・役割によって、任せられる仕事が制限さ
れる」こともあり、“（h）活用資源の質・量の面
からの制約” が個人の保有能力（人材の戦力事情）

（F）に影を落としていることがうかがえる。
さらに、管理者としての日が浅く、特に他部署

からの異動と共に、課長に就任したケースにおい
ては「仕事内容が変わり、その理解に（今は）努
めている」「部下それぞれのスキルレベルが把握し
づらい」「部下の能力把握ができずに任せきりに
なっていた」というように、ここでも当該分野の
“（b）仕事の理解不足、経験不足” が適切な仕事
の割り当てを行おうとするときにネックとなって
いるとの認識が示された。また、反対に部署は変
わらず担当からの持ち上がりで管理者となった
ケースでは「年上や経験の長い部下に対して（指
令の）難しさを感じている」との声もあり、部下／
メンバーの経験優位性や管理者との年齢関係など
“（i）従来の関係性” が影響し、新たな仕事の割り
当てを躊躇している姿が想像できる。

また、足りない資源をやりくりして成果に結びつ
けるのが管理者の使命ならば、感情や欲求、意思
を持つ人（人的資源）に仕事を割り当てる際の言
い伝え方（コミュニケーションのとり方）を工夫し、
個人の主体性や意欲を引き出したいところだが、
そもそもそうした言い伝える場や機会の設定（G）
自体に問題を抱えている管理者は多い。「日常トラ
ブルに自分も部下も忙殺されている」「時間的制約
もあり話し合いの場が確保できていない」「時間な
く単なる指示になっている」と、目の前の仕事に追
われ部下／メンバーとの “（j）コミュニケーショ
ン機会の不足” に陥っている実情があるようだ。

また一部に、「（仕事を割り当てられる担当者の
立場で自分はこれまで）動機づけなどされたこと
がないのでその必要性を感じてこなかった」とい
うような個人的経験に依存しすぎた認識や、仮に
仕事を任せる部下／メンバーと話し合いの場が持
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てたとしても「動機づけの方法が分からない」と
いう率直な声もあった。自分とは異なる考えや価
値観、動機や欲求を持っている存在としての “（k）
人間行動の多様性への理解・認識不足” や、意欲
を引き出す “（ℓ）コミュニケーションスキルの
問題” が部下への言い伝え方（H）にも影響して
いることが考えられる。

加えて、指令がなされる組織体制（指令系統）
の面では、「直属上司である自分も把握していない
指令が他者（さらなる上位者や他部署）から部下
に直接なされた場合の対応に困る」「指令系統が複
雑で不明確になっている」との嘆きもあった。
“（m）臨機応変になされる複雑な指令” の際に、
指令者同士の連携や上司と部下（ライン）のコミュ
ニケーション、つまり指令に関連した調整（I）
が滞ることによって、仕事を割り当て言い伝える
というマネジメント行動が上手く機能せず、組織
や個人に混乱を招く恐れのあることを示している。

（3）「統制」および「調整」の実践について
指令を適切に行うことができても、すべての事

柄を当該部下／メンバーが自力でこなせるとは限
らない。そこで指導力を発揮し、主体的な問題解
決行動を促すことが管理者に求められる。そのマ
ネジメント行動が「統制」である。

そこでまずポイントとなるのは統制すべき状況
を認識するモニター機能（J）である。それは部
下／メンバーを観察したり、そこから報告を受け
ることによって作動する。しかし実態は「自分（管
理者）も部下も不在で直接会えない」「会議、出張
で不在がち」「突発対応が多く（部下との）時間が
取れない」「メールだけのやり取りになりがち」で
あり、部下と直接向き合う場が持ちにくくなって
いる状態、すなわち部下／メンバーの “（n）仕事
状況を直接確認する機会の不足” によるモニター
機能の不全が懸念される。

しかしそのような中でも、部下からの報告が自
律的に上がってくるのであれば対処可能だろうが、
現実には「話しかけにくい、忙しそうな雰囲気を

（管理者である自分が）出してしまっている」「報
連相の機会でもある終礼に会議などの関係で出ら
れないときもある」というように、部下／メンバー
にとって “（o）Face to Face での報告がしにく
い日常” になっていることを管理者自身も自覚し
憂いている。

一方仮に、統制すべき状況が認識できたとして
も実際行う統制（K）の実践場面で克服すべきこ
とも見え隠れする。それは「部下の方が豊富な知
識を有しているので具体的な関与ができない」「専
門性が高くアドバイスができない」「（管理者である
自分には）実務的なスキル、経験が乏しく勘所が
働かない」というように、統制を図る場面でも当
該分野における “（b）仕事の理解不足、経験不足”
がネックになっていると認識している。

さらに、アンケートで示された「叱ったり指摘
したりすることが苦手」「厳しく部下に接すること
ができていない」「（管理者として自分も）率先垂
範できておらず部下にも指摘できない」「どのよう
に関わって良いか分からない」などの声から、“（p）
健全な厳しさを持った関わりの不足” が、必要な
緊張感を低下させ、それが組織内の規律性にも影
響していないか気になるところだ。

反対に、管理者が過剰に統制してしまうことも
ある。代表的には「ああしろ、こうしろ」との具
体的な行動レベルでの指示的介入であり、それが
行き過ぎると部下の主体性や意欲を削ぐ。そうし
た統制過剰の背景には主に「早期対策が求められ
る」といったスピード感の高まりをはじめ、ここ
でも仕事の要求レベルの “（g）高度化” が影響し
ていると考えられる。中には「時間・費用などを
優先して自分で対応してしまうことが多い」「自ら
解決に取り組んでしまう」など、部下がすべき仕
事にまで管理者が過度に踏み込んでしまっている
様子も垣間見える。

また、関係部署への働きかけや社外の資源を活
用しながら問題状況を打開するような場面では、
管理者の調整力（統制に関連した調整（L））が問
われる。しかしその実際は「関係者、関係部署が

マネジメント行動の実際と課題
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多い」「関係先によってその事柄の重要度の認識や
やる気が異なる」「新設の部署のため他部署との関
わりがまだ共有できていない」「部署間で利害や視
点が一致せず問題の打開が長期化する」など、多
岐にわたる関係先や多様な思惑を持つ “（f）調整
先の複雑さ” の中で新任課長たちは時に戸惑い苦
労しながら取り組んでいることがうかがえる。

4．		効果的なマネジメント行動の展開に向けた
課題

前項では、管理活動の基本とも言えるマネジメ
ントプロセスの実践場面で新任課長が直面してい
ることを実際の声を基に考察した。

本稿の最後に、これまでの考察を通じて筆者が
考える新任課長にとっての課題（三つの適応課題）
とそれらに対する組織的対応の必要性を述べる。

（1）新任課長の三つの適応課題
課題①：上司および関係先への適応

  　管理者は組織と組織を結ぶ連結ピンに例えら
れる。課長なら、部（上位組織）と課（自らの
責任で運営する組織）をつなぐ役割であり、他
部署（関係先）に対しては組織を代表して協働
の接点を担う。上位組織や関係先組織との意思
疎通を積極的に図り情報共有度を高めなけれ
ば、十分にその機能を発揮することはできな
い。
  　しかし今回のアンケートでは、上司との接点
づくりの難しさや、上司への働きかけ不足を新
任課長らが認識している実態が明らかになっ
た。また、企業間競争が激化する中では社内外
の多様な関係先との連携が必須となるがその調
整に苦心している姿も浮かび上ってきた。
  　立場の違いや経験の多寡に気後れすることな
く、それを克服して組織全体の目標達成に向け
て、階層の上下や関係者間に潜む隔たりを越え
て果敢に働きかけていくことを新任課長たちに
求めたい。
  　この課題をクリアーしないと、関係各所から

次々に出される期待や組織内外の情報・動向に
疎くなり、受け身の対応（追われる仕事）に終
始することになりかねない。それによって、潜
むリスクや問題の発見が遅れ対応が後手に回る
など、組織が疲弊していく負のサイクルに知ら
ず知らずに陥ってしまう恐れがある。

課題②：実務への適応
  　現場の第一線で実務を任された担当者の知識
や経験は日々アップデイトされ、管理者が過去
に得た知見よりも優位になるのは自然なことと
言える。その中でこそ、管理者の指導力やリー
ダーシップの発揮が問われる。
  　ここで指摘する管理者の実務適応という課題
は、担当者個人の業務遂行が組織目標の達成に
効果的に結びつくよう環境を整えたり、大所高
所から実務の実態を把握し適切な意思決定や指
導・支援につなげたりすることを示す。決して、
実務上の知識が担当者と同じレベルになること
を求めているのではない。
  　アンケートの中では、組織内の仕事の理解不
足や経験不足がマネジメント行動の障害となっ
ているという認識が随所で示された。実務面で
の理解や関連する経験の有無がマネジメント行
動に影響する点は否定しない。しかし、そのレ
ベルを超えた次元での的確な指摘や問題発見が
管理者には期待されるはずだ。実務に精通する
ことは望ましいが、そうでないことを理由にし
てマネジメント行動を滞らせるのは許されな
い。それらを概念的に正しく理解した上で、管
理者の役割・機能を果たしていくことが課題と
なる。
  　もし目先の実務に突っ込み過ぎると、マネジ
メントプロセスで示す管理者本来の仕事がおろ
そかになるばかりでなく、担当者の仕事を奪
い、主体性や意欲を低下させかねない。反対
に、実務が分からないからと言って関わりを控
えているとますます現場実態が見えなくなり問
題発見の遅れや担当者への指導不足を招く。
  　いずれも、担当者の成長機会を奪い、長い目

人材／人材育成の視点
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で見て戦力を低下させる要因となる。
課題③：役割への適応

  　当然、管理者の役割は一担当者とは違う。特
に新任管理者としての初期段階では、意識と行
動の転換が求められる。それを後押しするの
は、人的資源を活用して組織成果を最大化させ
るという立場・役割の自覚でありそのための実
践である。目先の仕事から手をつけるのではな
く、そうしたあるべき姿に照らして優先順位を
つけ行動していくことに尽きる。そして、たと
えそれが難しい状況であってもその理由を正当
化せずに、あらゆる資源や機会をやりくりして
取り組み続けることが肝要となる。
  　実は今回紹介したアンケートの中でマネジメ
ント行動が滞る理由として多く挙がっていたの
は、要約するとさまざまな場面において「目先
の仕事に追われて時間がない」というものだっ
た。関連する多くの回答の中から一部を紹介す
ると、「日々の業務に追われ、方針・目標を自分
なりに考えられていない」「計画を立案する時間
が持てていない」「時間的制約もあり、部長と十
分に話し合うことができていない」「部下を観
察・指導する時間が作れていない」「高度なこと
にチャレンジしたいが、日々の業務に追われて
いる」などであった。時間という資源をマネジ
メント業務に割り当てて担当者時代とは異なる
役割行動をいち早く身に付けないと今の役割期
待に応えることはできない。これは、管理者と
してのキャリアを歩みはじめた初期段階におい
てこそ克服すべき重要な課題といえよう。

（2）  新任課長の適応課題に対する組織的対応の
必要性

前述のような課題を克服するためには、組織的
なバックアップも必要と考える。それは、管理者

自身のためだけでなく、上司の適切かつ効果的な
マネジメント行動を期待している部下／メンバー
の期待にも応えるものとなるだろう。

まず、新任課長を支援する最有力者はその上司
だ。意識面での動機づけだけでなく、就任後間も
なくは特に、管理者としての実務面での相談役と
なり場合によって具体的な力添えもお願いしたい。

さらに、同僚（先輩）管理者に果たしてもらい
たい役割や立ち回りもある。例えば、困っている
新任課長に一声かけて不安や懸念の払しょくをア
シストしたり、時には具体的な協力も惜しまずに
お願いしたい。そのことには同じ管理者として互
いのメンタルヘルスを保つ効果も期待できる 2。

最後に、このような上司層への働きかけや同僚
管理者の巻き込みを組織的に展開していくことを
提案したい。慣れない立場でありながら組織成果
の巧拙のカギを握る新任管理者の立ち上がりを本
人の力量やライン任せにするのではなく、組織ぐ
るみで進めていくものだ。そして、その過程で組
織の中で育んだ状況対応力を複雑・高度化する事
業環境への適応力へと昇華させることで、人と組
織が共に成長し続ける組織基盤が築けるものと考
える。

今回は、新任課長へのアンケートを基に、赤
裸々な実態を紹介し、マネジメント行動に影響を
及ぼしている事柄を概観した。各々の背景やさら
なる要因、また、それらの相互関連性など、対象
の企業・組織を特定してさらに個別状況を掘り下
げ分析することが以降に残された本稿の課題とな
る。しかし現段階でも明確なのは、問題は新任管
理者個人だけにあるのではないということだ。組
織に潜むさまざまな要因が絡み合い、一部の実態
が紹介した声に表れているのであり、その解決に
は組織的な対応が必要なのはいうまでもない。

2    詳しくは『メンタルヘルスマネジメント』第 1 号創刊号（（株）技術情報協会）拙稿「しなやかな職場づくりを目指した課長たち
との対話会」を参照。

マネジメント行動の実際と課題




