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（1）はじめに
今は「課長受難の時代」である。
まだ課長になったことがない人からは「課長な

どの管理職にはなりたくない」「できれば担当、プ
レーヤーのままでいたい」という声を聞くことが
多い。理由を尋ねると、「課長を見ていると、大変
そうだから」「自分にはできる自信がないから」な
どの答えが返ってくる。

しかしながら、実際に現役の課長やまた課長経
験者にインタビューすると、「課長は確かに大変だ
が、実にやりがいがあるポジションである」「あと
で振り返ると、自分が最も成長した時期であった」
など、課長職については、前向きな声も多かった。

　
また、一般社員に話を聞くと、仕事のやりが

い、成長や幸福感などは、会社の経営トップなど
による影響よりも、日々、直接ビジネスで関わっ
ている課長などの管理者層による影響のほうが大

きいことが分かる。
一橋大学の野中郁次郎名誉教授によると、日本

企業の強み・特徴は、課長層などの中間管理者層
を中心とした “ミドル・アップ・ダウン” である。

　
21 世紀は VUCA の時代といわれる。VUCA と

は、下記の頭文字をとったものである。
①   Volatility（変動性）……変化の性質、量、ス

ピード、大きさが予測不能であること
②   Uncertainty（不確実さ）……問題や出来事の

予測がつかないこと
③   Complexity（複雑さ）……多数の理解困難な

原因、要因などがからみ合っていること
④   Ambiguity（あいまいさ）……出来事の因果

関係が不明瞭で、前例もないこと
VUCA とは、もともと、米国の軍事用語である

が、最近はビジネスを取り巻く環境も同様の状況
になってきていることから、ビジネス界でもよく

課長に求められる5つの力
―  守りのマネジメントと攻めのリーダーシップ―

Point
❶  これからの課長には、“守り” のマネジメントと “攻め” のリーダーシップが必要である
❷  具体的には、5つの力力が求められる
❸  自分自身の強み、特徴をいかした “自分らしい課長像” を目指す
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使われるようになってきた。
　
このような VUCA の時代は、課長にとっては大

変に難しいと同時に、やりがいのある「挑戦の時
代」でもある。また、かつての課長とは求められ
る力も変化してきている。

これからの課長に求められる 5 つの力とその実
践方法などについて述べる。

　
（2）課長に求められる5つの力

課長とは、自分で仕事をする担当者とは違い、
人を通じて仕事をする人である。また主任、係長
とは違い、予算計画の権限と責任、部下の人事評
価権などを持つ、初めての管理職の立場である。
筆者の企業・大学向けのコンサルティング、教育、
研究経験から、課長に求められるのは、下記の 5
つの力と考える。

1） マネジメント力
2） リーダーシップ力
3） グローバル力（ダイバーシティ力）
4） フォロワーシップ力
5） セルフマネジメント力

力

力

力

力
力

力

図表 1　課長に求められる５つの力

出所：『課長の心得』（安部哲也著）

1）マネジメント力
マネジメント力は、課長にとって最も基本とな

るスキルである。マネジメントする対象は、仕事
と人との 2 つである。そのためには、①目的・目
標設定と PDCA、②役割分担と権限委譲　③動機

づけと人材育成の 3 つが特に重要となる。
① 　目的・目標設定に関しては、WHY-WHAT-
HOW をしっかりと共有することが重要となる。
WHY とは、何のために取り組むのかという目的、
WHAT は目指すべき目標、HOW は具体的な手法
である。

 特に重要となるのが、WHY〈目的〉ではないだ
ろうか。目的は、その会社の存在意義である、経
営理念（企業理念）と合致している必要がある。
例えば、パナソニックの経営理念は「事業を通じ
て社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展
に貢献する」という趣旨のものである。この経営
理念の実現のために、家電製品やシステムなどの
ビジネスを行っている。

WHY をしっかりとメンバーと共有した上で、
売上や利益などの目標を共有する。組織によって
は、目的がしっかりと共有されておらず、売上や
利益などの目標のみが先行している場合も見受け
られる。

WHY-WHAT を明確化し、実践手法として、具
体的な HOW を設定していく。その際、課長が「上
からの方針だから」とそのまま下達するだけでは
なく、自分自身の言葉、表現で、思いを込めて伝
えないと、メンバーからの共感は得られない。

その上で、PDCA サイクルをしっかりと回す。
企業の課長研修などで尋ねると、PDCA（Plan

〈計画〉・Do〈実行〉・Check〈確認〉・Action〈対策〉）
を知らない課長は、まずいない。しかしながら、
職場で PDCA サイクルを着実に回せているかとい
う質問に対しては、全体の 2 ～ 3 割ほどの課長か
らしか手が挙がらない。「言うは易し、行うは難し」
である。

PDCA サイクルを回すためのポイントを以下に
挙げる。まず Plan〈計画〉を立てる場合、日本の
組織では必要なことはすべて同時並行的に行おう
とする傾向がある。これでは「やること」が多く
なりすぎ、業務が回らなくなってしまう。企業の
競争力強化や働き方改革などを推進するためには、

「やること」に必ず優先順位をつけ、ピーター・ド

課長に求められる5つの力
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ラッカー氏が言うように、「やらないこと」を決め、
本来やるべきことに全力を集中すべきである。

Do〈実行〉においては、やみくもに取り組むの
ではなく、ビジネスの ROI（投資対効果）を意識
したい。かつてのような長時間労働を前提にせず、
短時間で成果を上げるマインドセットが組織とし
ても個人としても求められてくる。

また、Plan － Do はできているが、Check〈確認〉
と Action〈対策〉ができていないという課長が多
い。多忙を理由に、Check と Action を怠ると、さ
らに良い Plan づくり、効果的な Do ができなく
なってしまう。Check と Action については、「犯
人捜し」「責任追及」になりがちで行いにくいとい
う課長もいるが、問題が生じた場合の Check〈確
認〉は、「だれが悪かったのか」という犯人捜しで
なく、「何が問題だったか」という問題探しの視点
で行う。そして今後より良くなるために何をする
かの Action〈対策〉を立てる。よりよい PDCA の
ためには、「問題」と「人」とを切り離し、「問題」
を徹底的に攻め、「人」は責めないよう留意したい。

②　そして、課長から部下への思い切った権限委
譲と明確な役割分担も重要となる。

日本の企業の場合、全員で協力しながら仕事を
進めることにより、品質や精度を上げていく、リ
スクを回避するなどの特徴があるが、権限委譲と
役割分担を明確化しないことにより、ビジネスの
スピードが落ちたり、各社員の責任感の欠如、ま
た長時間労働の原因となっていたりする。

③　人材育成につながるよい動機づけをメンバー
に対して行うためには、まずポジティブなストロー
ク（やりとり）と、人それぞれに合わせた対応を
心がけたい。「あいさつ・声かけ運動」として、日
常のあいさつ、声かけに加えて、称賛、ねぎらい
などを増やすことで、労災などの問題が減り、社
員のモチベーションや効率も上がったというある
企業の工場の具体例もある。「たかがあいさつ、さ
れどあいさつ」である。

また、人それぞれ価値観やモチベーションの要
因が異なるため、課長は、自分の価値観を押し付
けず、日ごろからメンバーの態度や行動を観察し、
よく対話しておく。メンバー個々人の現状の強み
と弱み、特徴に合わせて、将来のなりたい人物像
に近づけるよう動機づけをし、育成していく。

課長にとって、売上や利益、開発成果を上げる
などの仕事のマネジメントと同時に、人を育てる
ことも、マネジメントの重要な役割となる。“経営
の神様” と言われた松下電器（現パナソニック）
の創業者松下幸之助氏は、「ものをつくる前に、人
をつくる」と語っていた。よい人を作れば、よい
組織・会社が作れ、よい商品、サービスが作れる
のである。

人材育成の基本の考え方としては、ドラッカー
が言うように、人の弱みではなく、強みにフォー
カスし、活かしていくことも重要である。

　
人材育成の具体的な手法としては、課長からメ

ンバーに答え・やり方などを教える「ティーチング」
と、傾聴・質問などでメンバー本人から答えを引
き出す「コーチング」とがある。まだ相手の経験・
スキルが少ない場合は、「ティーチング」中心でビ
ジネスの基本原則などを教え、経験・スキルのレ
ベルが上がってくるに従い、教える「ティーチン
グ」から、自分で考えさせる「コーチング」へと徐々
に切り替えていくことも人材育成のポイントであ
る。

　
2）リーダーシップ力

ハーバード大学ビジネススクールのジョン・
コッター教授は、「マネジメントは管理力、リー
ダーシップは変革力」と定義する。そして、「リー
ダーシップとマネジメントは別物である。現在の
多くの企業・組織は、マネジメント過多、リーダー
シップ不足の状況になっている」と指摘する。

ビジネス環境の変化の激しい VUCA の時代に
は、単なる現状維持は組織の退化につながる。外
的・内的環境の変化に合わせ、企業・組織自体も

マネジメント
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常に変革していく必要がある。
1999 年以降の日産自動車の変革においては、当

時 COO であったカルロス・ゴーン氏らを中心と
した経営トップの方針、決断も重要であったが、
変革の現場での実践においては、課長層の果たし
た役割も大きかった。当時の日産の変革プラン、
日産リバイバルプランを作り上げたのは、課長層
を中心としたクロスファンクショナル・チームで
あった。

企業変革はトップの方針、コミットメントも不
可欠だが、現場を動かす課長を中心とするミドル
マネジャーなくしては成り立たない。

方法の１つとしては、これまで 5（10）年間の
さまざまな事業環境の変化と、今後 5（10）年間
で予測される事業環境の変化とを書き出してみ
る。そうすると、前後 5（10）年間でほとんど事
業環境変化のない組織はないのではないだろう
か。その上で、今後、変えないこと・変えていく
ことを具体的に検討していくとよい。

また、常に前例を踏襲する、失敗を許容しない
官僚型組織では、変革、イノベーションは起こり
にくい。ある企業では、「挑戦して成功した人：3
点、挑戦して失敗した人：1 点、挑戦しなかった
人：0 点」という評価をしている。挑戦して失敗
した人を、何も挑戦しなかった人よりも高く評価
することで、挑戦する組織文化をつくり、変革や

イノベーションにつなげることができる。

3）グローバル力＆ダイバーシティ力
グローバル企業であれば、既に多くの市場が成

熟している日本よりも、成長・発展の余地のある
新興国などの海外市場での事業機会にチャンスが
ある。海外で働く、また直接、海外企業とのビジ
ネスを担当する社員はもちろん、日本にいる日本
人社員にとっても、上司・部下・同僚などが外国
人となることが増えてきている。また、取引先が
海外企業となる、もしくは日系企業ではあるが海
外拠点となるなど、グローバル化の動きは避けら
れない。

また、グローバル化と同様、女性、LGBT、シ
ニア層、障がい者などダイバーシティに富んだ多
様なチームメンバーをマネジメントしていく必要
が出てくる。

ダイバーシティの目的は、福利厚生や CSR（企
業の社会的責任）の面もあるが、さらに多様な属
性、多様な価値観、考え方を持つ人材によるイノ
ベーションの創造などの戦略的な面に移ってきて
いる。ここでも、多様化する社員を直接マネジメ
ントする課長は、大きな役割を担うことになる。

ダイバーシティ経営実践のためには、“ダイバー
シティ＆インクルージョン” が鍵となる。単に多
様化するだけでは、むしろ会社・組織の効率は落
ちるため、経営理念やクレド、ウェイなどを中心
に方向性を共有する、インクルージョンも重要と
なる。

日産自動車のケースでは、外国人、女性を含む
多様な属性を持つ人材を集めて登用し、創造的な
アイデアを出させたりしながら、日産ウェイ、中
期計画（日産パワー 88 など）などで求心力を持
たせるインクルージョンも同時に行っている。

また、グローバル化、ダイバーシティの時代に
おいては、いわゆる “あうんの呼吸” で仕事を進
める、日本的なハイコンテクストなビジネスのや
り方では、通用しなくなってくる。

課 長 と し て は、YES/NO、WHY（ な ぜ ）/

リーダーシップ
（新規創造＆変革能力）

・適切なことを見つけ、行う
・新しいことを起こす、変革する
・革新する
・発展する
・（比較的）中長期的視点
・リスクをとる
・規則、規律、計画を超えて動く
・ビジョンや戦略を練る

新規創造＆変革のための
ビジョン・課題を構築し、
メンバーを巻き込み、実行する

・物事を適切に行う
・複雑さに対応する
・管理する
・現状維持する
・（比較的）短期的視点
・リスクを回避する
・規則、規律、計画を重視して動く
・綿密な段取りやスケジュールを組む

マネジメント
（管理能力）

与えられたビジョン・課題について
メンバーを管理しながら、
効率的・効果的に実行する

「なぜ、やるのか（WHY）？」
「何をやるか（WHAT）？」

「どのように、やるのか（HOW）？」

図表 2　リーダーシップ＆マネジメント　とは

出所：『リーダーシップ』（ジョン・コッター著）を参考に作成

課長に求められる5つの力
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WHAT（何を）/HOW（どのように）などを明確
にしたコミュニケーションを取っていくことが肝
要である。

4）フォロワーシップ力
上司に困っている課長も多い。逆に上司の持つ

情報、ノウハウ、人脈、決裁権限などを自身のリ
ソースとして積極的に活用できると、課長として
の仕事のやりやすさも増し、より大きな仕事もで
きるようになる。「部下は上司には使われるもの」
という意識を、「上司も自分のリソースとして積極
的に活用していく」という意識に変えていくこと
で、課長としての仕事のレベルも変わってくる。

また、VUCA の時代には、上司の指示命令を従
順にきくだけの実行者型のフォロワーよりも、会
社の方針を理解し、上司を支援しつつも、上司に
対して積極的な提言や時には反対意見を述べる
パートナーシップ型のフォロワーが求められてく
る。

ハーバード大学ジョン・コッター教授によると、
フォロワーシップ（同教授の表現では、ボスマネ
ジメント）のポイントは、①上司を理解する　
②自分を理解する　③上司と自分の関係性を調整
する　である。

上司を理解するためには、上司の持つ目的、目
標、使命、強みと弱み、仕事のスタイルなどをま
ず分析する。同様に自己理解・分析を行い、その
上で両者の関係性をよくするように、調整してい
く。

時に、反対意見を唱えるなど上司に言いにくい
ことを伝える必要もある。その場合、DESC 話法
などのアサーティブ・コミュニケーションを活用
するとよい。

D：DESCRIBE（事実ベースで伝える）
E：EXPRESS（自分の気持ち・思いを伝える）
S：  SUGGESTION（問題解決のための、具体

的提案を行う）
C：CONSEQUENCE（その結論・効果を伝える）
このようなアサーティブ・コミュニケーション

を活用することにより、伝える方も聞く方も感情
的にこじれることなく、互いに、建設的な意見交
換、結論づけができるようになる。

　
5）セルフマネジメント力

そして、最後に自分自身をマネジメントするセ
ルフマネジメント力が求められる。

自分自身が目的・目標を持つ、モチベーション
を高く保つなど、自分自身をマネジメントしてお
かなければ、メンバーをマネジメントすることは
できない。自分自身のマネジメントのために、以
下を実践しておきたい。

①  自分のキャリアビジョンを描きつつ、

偶然の出来事に柔軟に対応する

スタンフォード大学のクランボルツ教授らによ
るプランド・ハプンスタンス理論によると、キャ
リアの 80％は偶然の出来事によって形成される
が、その偶然の出来事を意図的、計画的に活用す
べきであるという。そのためには、自分自身の将
来の大きな方向性をイメージしておく、常に好奇
心を持つ、あきらめずに持続する、物事を楽観的
に捉える、リスクをとる、柔軟性を持つことがポ
イントである。

かつてのように、自分のキャリアを、すべて会
社任せ、上司任せにして歩む時代ではなくなって
きおり、自分のキャリアに積極的に働きかけ、実
践しないと、自分のビジネス人生を後悔すること
にもなりかねない。

②マインドフルな状態を保つ

最近の脳科学の進歩に伴い、瞑想などを取り入
れたマインドフルネスを充実させることが、自分
自身また部下や周りの人に、ビジネス的にも、精
神的にもプラスの影響を及ぼすことが分かってき
た。例えば、グーグル社などでは、マインドフル
ネス研修の導入で、社員のストレス軽減と、幸福
感の向上に効果が出ているとのことである。

マネジメント
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③メンターやコーチを持ち、相談する

課長になると、直属の上司以外に、なんでも相
談できるメンターやコーチを持つことをすすめ
る。業務的なことは上司や同僚に相談すべきであ
るが、人生のこと、キャリアのこと、人間関係な
ど、直属の上司に相談しにくいことも出てくるで
あろう。その場合、メンターやコーチを持ち、定
期的に、もしくは困ったときなどに時間をとって
相談するとよい。必ずしも簡単に答えを得られな
いこともあるが、新たな視点や気づきを得たり、
自分を客観視したりすることができる。

（3）最後に─自分らしい課長像
ここまで課長に求められる 5 つの力を述べてき

たが、最後に「自分らしい課長像」を作り上げて
いくことをメッセージとしたい。人はどんなに優
れた人のまねをしても、決してその人になること
はできない。価値観やスタイル・強みなど、本来、
自分自身が持っている「自分らしさ」をベースと
して、日々の学びを通じ、求められる 5 つの力を
強化しながら、成長、活躍していっていただきた
い。
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自分らしい
課長像とは？

（価値観など）

課長の
5 つの力 内　　　容 優先度

◎・〇・△・×
自己評価

◎・〇・△・×
他者評価

◎・〇・△・×

マネジメント力

目的・目標設定と PDCA ができているか？

積極的な権限委譲と明確な役割分担ができているか？

メンバーの動機づけと育成ができているか？

リーダーシップ力

変革のマインドセット（意識）を持っているか？

変えること＆変えないことを明確にしているか？

挑戦・変革する組織文化は作れているか？

グローバル力
（ダイバーシティ力）

外国人とコミュニケーションが取れているか？

性別関係なく、メンバーとコミュニケーションが取れているか？

年齢差のあるメンバーとコミュニケーションが取れているか？

フォロワーシップ力

上司を理解、分析できているか？

自分自身を理解、分析できているか？

上司に言うべきことを言えているか？

セルフマネジメント力

自分のキャリアビジョンをイメージできているか？

マインドフル（気持ちをよい）状態に保てているか？

メンターやコーチを持ち、相談できているか？

課長に求められる 5 つの力　チェックリスト

課長に求められる5つの力




