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管理職は学べているのか？
「管理職は学べていると思うか？」
研修や講演などで、この問いに堂々と Yes に手

を挙げる管理職や人事の方は少ない。もちろん企
業側が実施している教育プログラムの質や量につ
いて不足だと考えている人もいれば、そもそも管
理職自身が日々の業務の忙しさを理由に自ら「学
ぶ」ことに時間を使っていないという声も聞く。

先日、ある大手のエンジニアリング企業の次期
幹部候補者育成研修を行った。テーマはビジネス
戦略策定である。戦略を策定するにあたり、グ
ローバル、日本を取り巻くマクロ環境についての
レクチャーを行うのだが、前段としてマクロ環境
についてのショートテストを行っている。

GDP の推移、日本の債務の状況、株価、為替、
経営の最新トレンドについての 10 点満点テスト
である。皆さんは日本の一部上場企業の部長クラ
スが何点とれていると思うだろうか。約 20 名の
参加者のうち、最高点は 60 点。あとは 20 ～ 40
点が大半を占める。なかには日本の GDP の桁が
違う解答もあった。経営資源は何かの問いに、「そ
もそも経営資源の意味が分からない」と質問して
きた方もいた。このような状況はこの会社だけの
ことではない。日ごろからビジネス雑誌に目を通

している、話題になっているビジネス書籍を読ん
でいる…。そのように広い視野でアンテナを張り、
常に情報収集していることに時間を使っていない
ミドルクラスは多い。

私は人財育成には大きく 3 つの重要なステージ
があると考えている。1 つ目は新入社員に対する
教育。これは学生から社会人になるという大きな
転換である。2 つ目は管理職に対する育成。マネ
ジメントの役割が加わりよりリーダーシップの発
揮が求められるステージだ。そして 3 つ目は次期
幹部候補者に対する育成である。こちらは経営視
点から会社や事業を考えることが求められる。

これら 3 つのステージのうち、企業の人財育成
において、一番手薄なのが管理職に対する育成で
はないかと思っている。新人研修については 1 ～
3 カ月、あるいは半年かけて行う企業も多い。基
本的なスキルや働く姿勢などを学ばせ、いくつか
現場を回り、その企業の業務や現場の仕事を見る
機会を作っている。次期幹部候補者育成について
も、選抜型で人数を絞り、数カ月かけて実施して
いることが多い。

では管理職育成はどうだろうか？　管理職研修
は実施されている。階層別に管理職一歩手前や昇
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格者研修は実施されている。しかしその内容は 1
日、あるいは 2 日間程度で基礎的なものばかり
だ。マネジメントの役割が加わることは、学生か
ら社会人への転換ぐらいにインパクトのある変化
だと思うのだが、内容についても代わりばえのし
ない一般的なものが多い。

企業がその理念やビジョン、戦略を実践してい
くためには現場がそれらをしっかりと理解し遂行
していくことが必要である。そのために経営層と
現場を繋ぐのが「ミドル層」。いわゆる管理職の役
割は非常に重要であるにもかかわらず、その育成
は十分とは言いがたい。

　
約 3 年前に日経ビジネスオンラインが実施した

アンケート結果がある。管理職自身と非管理職が
「管理職の能力発揮」について回答しているもの
だ。結果は管理職にとっては厳しい現実を突きつ
けられたものとなった。問題解決、困難突破、周
囲の巻き込み、部下育成、危機管理…。5 つの項
目について、管理職が能力を発揮しているかどう
かに関し、非管理職の「そう思う」の回答が管理
職のそれを上回っているものは一つもなかった。
それだけでなく、どの項目も「そう思う」の非管
理職の回答は管理職の半分にも至っていない回答
数であった。つまり、管理職は自身の自己評価よ
り、周りからの評価が低いということを意味して
いる。また周囲がどう感じているかを認識できて
いない「裸の王様」になっている可能性もある。
上司と部下の狭間にあり、日々遅くまでがんばっ
ている管理職からすれば、この結果は納得いかな
いものかもしれない。このアンケート結果は一部
の考えであると一蹴してしまうこともできる。し
かし冒頭の「マクロ環境についてのテスト結果」
を見てみても、あながち違ってはいないのではな
いか？と思わざるを得ない。

　
現在は VUCA の時代と言われている。VUCA

とは Volatility （変動性）、Uncertainty （不確実性）
Complexity （複雑性）Ambiguity （曖昧性）の頭文

字をつなげたものだ。要するに先の見えない予測
しづらい状況になっているということだ。

ビジネスの競争がグローバル化し市場が極めて
速く変化していく中、組織自体も変革をし続けて
いかなければ生き残れない時代になってきている
のだ。つまり企業も事業構造、組織構造を多様に
変化することができなければ時代に取り残され
る。2001 年、シャープは液晶テレビ世界シェアを
約 80％とっていた。しかしその 10 年後、市場は
伸びたにもかかわらず、シャープのシェアはたっ
た 5.4％にまで落ち込み、株価は 150 円台にまで
落ち込んだ。そしてその後、台湾のホンハイ社か
ら経営支援を受けることとなったのは記憶に新し
い。10 年…。ビジネスの世界では企業をトップの
座から引きずり落とすには十分な期間である。

これはシャープだけの話ではない。現在のビジ
ネス環境はそれほどドラスティックに速いスピー
ドで変化していくものなのだ。

このようなビジネス環境においては、管理職自
身が周りの状況に広くアンテナを張り、自分のビ
ジョン構築力、戦略構想力、実現力、問題解決力、
コミュニケーション力などを常に磨き、高めてい
く意識が必要であり、企業もそれを支援する育成
プログラムが求められる。

管理職に求められる能力は大きく分けて 2 つあ
る。（図表 1）

それは「仕掛ける力」と「仕組む力」だ。「仕掛
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図表 1　管理職に求められる能力

出所：HRインスティテュート
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ける力」とは、組織のミッション、ビジョンを理
解し、仮説を構築し戦略を描く力。一方の「仕組
む力」とは組織運営、人財の育成など仕掛けを支
える組織力を高める能力である。仕組む力がなけ
れば仕掛けることはできない。その両輪を動かす
ために管理職が自ら考え、学びインプットしたも
のをアウトプットする機会を作ることが必要なの
だと考えている。現在の管理職教育には、アウト
プットが圧倒的に不足している。得たことを再現
することができなければ現場で活用することは難
しい。
「インプット」→「アウトプット」のサイクルを

作るために「ワークアウト」というメソッドが有
効である。「ワークアウト」という言葉はもともと
GE が使った言葉である。現場が自ら問題を発見
し解決策を導き出し、そして実践するそのサイク
ルをワークアウトと名づけた。

私ども HR インスティテュートが実施している
ワークアウトを活用した人財育成とは、管理職が
組織の向かうべき方向性を抽象的な概念でなく、
自らの言葉として理解し、それを実践するために
は何が必要か？　現場はどう動くべきか？　自分
の役割は何か？を自ら考えていくプロセスであり、
それを側面から支援しながら進める方法である。

（図表 2）
まずインプットとしては、必要な情報や知識を

習得する。マクロ環境、経営トレンド、戦略論、
マーケティング論、組織活性化、リーダーシップ、
ビジネスプラン策定などである。これらの内容は
管理職として基本的におさえておいていただきた
い項目であり、関連する図書の読破も必要であ
る。インプットは自らに情報を取り込むことを習
慣化させるプロセスだ。情報は点でとらえていて
も理解が深まらない。しかし 1 つの点でとらえた
情報を他の情報とのつながりの中でとらえること

により線になり、面へと広がる。インプットでは
管理者にこの構造を理解してもらうことから始め
る。

次にアウトプットでは、自社の経営（業務）課
題解決、事業戦略立案、マーケティング施策立案、
営業プロセス構築など、さまざまなテーマで、自
分自身の仮説構築と検証を行う。数カ月かけてこ
のプロセスを行うことで、課題解決の手法、戦略
立案の手法が醸成されるだけでなく、ミッション
→ビジョン→戦略→計画→管理→業務の一気通貫
の企業活動を理解、実践することができるのだ。

アウトプットは自ら動き考えまとめることが重
要で相当鍛えられることになるが、最終的に経営
層への共有を図ることによって、自らの視点の甘
さやズレを再度確認することができる。

　
組織の源は「個人の主体性」である。主体性と

は「責任と価値づくり」。VUCA 時代にあって管
理職が自ら組織の方向性をとらえ、自分は何がで
きるのか、現場をどう動かしているのかを考え続
けることにより、本来の組織の要としての存在に
なれるのではないかと思う。

管理職の皆さんには是非元気よく前を向いて組
織をリードする立場になっていただきたい。

外部のプロに
委託するアウトプットを、
自分たちがその
ノウハウ・ドゥハウを

学びながら、中心となって
創り上げていく

◆ワークアウトとは、組織のコアメンバーが中心となり、企業風土の改革を
　促進し、企業に適した最適解を創出していくために、自ら主体的に考え、
　方向性を立案、実行していくプログラムです。
◆ワークアウトでは、プロの知識や経験によるサポートを受けながら、
　自社の戦略、計画、業務推進のあるべき姿を自ら思考することができます。
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実践的なアウトプットを
自らがコミットして創り上げる！

図表 2　HRI ワークアウトとは

出所：HRインスティテュート




