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1．はじめに
本稿の第 1 回で、「リーダーシップとは、1 人で

は実現できない何かを実現したいと熱望し、他者
に働きかけて協力を仰ぎ、その実現を目指す力で
ある」という 1 つの定義を紹介した。ビジョンの
実現のために協力してほしいと思うような能力を
持った人が組織の中にいる場合には、その人たち
を「リーダーに協力しよう」という気にさせるこ
とが重要である。そのためには、部下の共鳴を得
るような上司である必要があり、本稿の第 2 回で
述べたような「リーダーの倫理観」が重要な要素
の 1 つとなる。しかし、もし組織内に十分な能力
のある人が少ないか、不在であるなら、内部の人
材を育成するか、それでも間に合わなければ外か
ら引っ張ってくるしかない。

今回は、組織内に十分な能力を持った人が足り

ないケースについて考え、東レ経営研究所（以下、
TBR とする）での筆者の体験も併せて紹介したい。

2．優れたリーダーは常に人材獲得の機会を狙う
まず、外部人材の導入についてであるが、優れ

たリーダーは、自らのビジョンを実現したいとい
う思いが強いからこそ、無意識のうちに協力者と
しての人材を探しているものである。

マイクロソフト社のビル・ゲイツは来日して日
本の女性記者のインタビューを受けた時、彼女の
質問の鋭さに驚き、その場で彼女を「マイクロソ
フトに来ないか」と誘ったという逸話の持ち主で
ある。ビル・ゲイツの良きライバルであった故ス
ティーブ・ジョブズも人を誘うことにかけてそれ
に劣るものではない。ペプシコの社長だったスカ
リーをアップルの社長に引き抜いた時の口説き文
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句「一生、砂糖水を売り続けるつもりかい。それ
とも世界を変えるチャンスに賭けてみるかい」は
有名である。ジョブズがスカリーを社長にしたこ
とは結果的に失敗だったが、スティーブはその死
後を託することになる生産管理の専門家であった
ティム・クック（アップル社の現 CEO）など、
多彩な人々をスカウトして彼の事業ビジョンを実
現していった。

3 世紀の中国にも例を引くことができる。『三国
志』に描かれた劉備の軍は、関羽、張飛らの勇将
を抱えながらも優れた戦略家が不在であったがた
めに、中国大陸を 20 年間も放浪し、地上から消
滅する一歩手前に追い込まれたことがあった。こ
の時にあたって劉備は、「三顧の礼」で諸葛孔明を
迎えることに成功し、自らの率いる弱小軍団を、
中国を三分する一大勢力へと脱皮させることがで
きたのである。劉備の敵役である曹操も、劉備以
上に人材集めに腐心した人物であった。彼は、過
去の行為や家柄などを全く問題にせず、実務能力
だけを見てスカウトを続けた。不
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紹の秘書として曹操を罵倒する檄文を全国にまい
た陳琳を生け捕りにし、その文才をたたえ、家臣
として厚遇したこともその一例である。

もちろん外部に人材を求めるばかりでなく、内
部人材の育成に取り組むこともリーダーに欠かせ
ない使命である。人材育成に関しては、何を語っ
ても読者諸賢の経験や見識に比肩すべくもないと
思われるので、ここではちょっと変わった言葉を
紹介したい。

それは、英国の劇作家・バーナード・ショーの「ピ
グマリオン」という劇（映画「マイフェアレディ」
の原作）の中で、イライザという花売り娘が語る
次のセリフである。「花売り娘とレディの違いは、
扱われ方によって生まれるのです。ヒギンズ先生
はいつも私を花売り娘として扱われますから、私
は花売り娘のように振る舞ってしまうのです。あ
なたは、私をいつもレディとして扱ってください
ますから、私はあなたの前ではレディでいますし、
そのように扱ってくださる限り私はいつまでもレ

ディです。」
一般的にも組織の中の人々は、上司の期待と真

摯な信頼によく応え、期待を裏切らないように努
力するものであるが、そのことは上記のイライザ
のセリフと実によく符合する。部下の能力よりも
少し高いレベルの行動と成果を期待し、温かく信
頼して任せることが人材育成の鍵と言えるのでは
あるまいか。

以下に、人材の獲得と育成に関わる筆者のつた
ない体験を紹介したい。

3．体験1　社外からのエコノミスト採用
私が TBR に異動となって数年後に、それまで

活躍していたエコノミストが病気で退職したため
に、当時部長であった私がその後任も兼務せざる
を得なくなった。しかし悲しいかな、私にはエコ
ノミストとしての素養も経験もなかった。東レグ
ループの中長期の経営企画に資するような高度な
経済分析を求められながらも、その任務を十分に
果たせない。私なりに努力してデータを収集しつ
つ、当時日本銀行や大手シンクタンクにいた友人
のエコノミストたちにヒアリングし、辛うじて資
料を作成し提出していた。そうしながらも分析と
予測に深みが欠けていることを自ら痛感し、人材
紹介会社などにも相談しつつ広く人材を探してい
たが、優秀なエコノミストはなかなか見つからな
い。悩んでいた矢先にびっくりするようなニュー
スが飛び込んできた。

1997 年 11 月下旬、山一證券が自主廃業を発表
したのである。この経済界を震

しん
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させる事件が報
道された数日後、山一證券は各社に同社社員の引
き受けを要望する依頼状を発送し、当然のことな
がら東レの社長宛てにもそれは届いた。その依頼
状は、私の人材探しの悲願を知っていた経営企画
室を経由して私の手元に届けられた。「検討しては
どうか」という経営企画室長の指示が書かれたそ
の書状を見て、私は心の中で「チャンス到来」と
叫んでいた。他人の不幸に乗ずることには気が引
けたが、このような異常事態ならば優秀なエコノ
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ミストを確保したいという私の願いは叶うかもし
れないと感じたからである。「エコノミスト経験者
に面接したい」と即答し、東レの人事部とも相談
して「30 歳から 41 歳までのエコノミスト経験者」
という条件を付して山一證券に返事をするように
依頼した。

山一證券からはすぐに 5 人のリストが届けら
れ、書類審査のうえ面接を開始した。いずれも優
秀な人たちであり、その中でも「山一証券経済研
究所」に所属していた人たちは、経済分析のエキ
スパートぞろいであった。しかし、金融や証券に
精通するエコノミストではあるが、東レのような
製造業の立場からその経営環境を分析する能力に
は少し欠けるものを感じて、私自身が決断できず
にいた。躊

ちゅう

躇
ちょ

しているうちに彼らは他の金融・証
券会社から一人また一人と内定を受け、候補者リ
ストから消えていった。焦り出した私に、TBR の
当時の大関社長は「焦って中途半端な人を採用し
てはいけない。じっくり探せば最適な人材は必ず
見つかる」と励ましてくれた。

その時、東レの人事採用課長から「素晴らしい
人がいる。会ってみてはどうか」と電話があり、
プロフィルが送られてきた。見ると山一証券経済
研究所の経済調査部長・T 氏で年齢は 51 歳と書い
てある。41 歳までという条件に外れてはいたが、
行き詰まっていた私は、「とにかく会ってみよう」
と決めた。

私はまず喫茶店で T 氏に会った。彼は開口一
番、「私は部下全員の再就職が決まってから、自分
の身の振り方を考えたいので、それまでは正式な
面接は受けられません」と言う。「それでは雑談を
しましょう」と持ちかけて、彼と話すにつれて、
そのエコノミストとしての見識の高さと人間的な
魅力に、ほれ込んでしまった。帰社して大関社長
に報告すると「君がそこまでほれ込んだのなら会っ
てみよう」と了解してくれた。彼の部下の再就職
先が決まったタイミングで面接を行うと、社長も

「彼なら問題なし」と太鼓判を押してくれた。しか
し、51 歳ともなれば部長級の採用となるため、東

レの役員クラスの決裁が必要になる。TBR から正
式に東レに面接を依頼したが、担当役員は「なぜ
51 歳の者を面接する必要があるのか」と、面接す
ること自体に否定的であった。そこを「せめて会
うだけでも」とお願いし、面接が実現した。最終
面接は T 氏と 41 歳のエコノミストの 2 人であっ
たが、結果的には T 氏が採用となったのである。

T 氏には、彼に対する東レと TBR の厚い信頼
と期待を説明して採用の通知をしたところ、意気
に感じた彼は入社直後から猛烈に働いてくれた。
優れたエコノミストとしての評価は、すぐに東レ
にも浸透し、TBR の産業経済調査要員のさらなる
充実を求められるに至った。そこで、T 氏の人脈
を利用して、一人また一人と増員することに成功
した。現在 TBR の経済産業調査に従事している 3
氏であり、TBR の誇る豪華なエコノミスト ･ アナ
リスト群である。

その後も TBR は外部から優秀な人材を採用し
続け、現在では全体の半数近くが他社での経験を
生かして活躍する社員となっている。また、T 氏
はその後、東レの IR を担当する次長としてもそ
の経歴を生かして活躍し、東レ・東レグループに
欠かせない人材となった。優れた人材を渇望する
無私の心と、真心からなる信頼と期待が結実した
成功事例の 1 つだと思っている。

4．	体験2　東レOB特別研究員制度の導入
上記の T 氏採用は業界も異なる他社からの人材

獲得に関する体験談であるが、もっと近いところ
に人材の宝庫があったことに気付いて、新制度を
導入した体験をお話ししたい。

TBR 産業技術調査部の受託調査事業は、私が配
属となったころに社長であった原陽一郎氏の指導
と尽力で、1994 年ころから充実し始め、私もその
部署に属することとなった。それは、中央官庁や
各種財団法人や業界団体等の中で、技術革新や国
際競争力強化に関する戦略立案が急務と意識され
てきた時期とも重なる。官公庁等への営業活動も
担当するようになった私は、これは製造業に根ざ
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すシンクタンクとしての TBR の特長を活かせる
事業だと、肌で感じた。しかし、受託調査の売り
上げは当初、私が期待するほどには伸びなかっ
た。その原因の 1 つは、調査研究に携わる要員が
少なく、受けられる調査案件に限りがあることに
あったので、要員を増やせば良いとも思ったが、
よく考えると話はそう簡単ではないことに気付い
た。

第一に、調査研究を受託できるかどうかは他の
シンクタンクとの熾

し

烈
れつ

な競争によって決まるので、
受託調査の仕事量が年度によって異なり、不安定
だという実情があった。第二に、受託したどのよ
うなテーマの産業技術課題をもこなせるような人
材は極めて少なく、かなり優秀な人でも得意分野
と不得意分野を持っていることである。そのよう
な実情を考慮に入れると、固定費増となる要員拡
充は TBR の収益性を悪化させるリスクが極めて
高いと判断した。

こうした悩みを抱えた私は、東レの OB である
K 氏に会って相談してみた。さまざまなアドバイ
スを聞いているうちに私は、「この人に頼めばいい
んだ」とひらめいた。K 氏は東レの研究所長まで
務め、かつ役員でもあった人で、畏れ多いとは思
いつつ、思い切って「これから先、産業技術関係
の調査研究に従事していただけませんか」と切り
出してみた。さらに、図々しいとは自覚しつつも

「謝礼については、従事していただいた工数の分し
かお支払いできませんが」と、必死の思いで打診
してみたのである。私の非礼なお願いにもかかわ
らず K 氏は「面白そうだからやってみよう。それ
に、人件費を比例費化するのは素晴らしいアイデ
アだね」と笑いながら快諾してくれた。

それから間もなく受託した極めて難しい調査を
担当してもらったところ、調査結果に対するクラ
イアントの評価は極めて高く、絶賛と言って良い

ものであった。それ以降は、東レ OB の協力者を
「特別研究員」と呼ぶことにし、原氏に一人また一
人と推薦してもらいつつ、「特別研究員リスト」を
作り上げていった。製造部長経験者などの生産関
係専門家や、研究所長経験者などの研究開発関係
専門家、税の専門家等々の超一流人材リストで
あった。官公庁等が公募する調査テーマに応じて、
調査コンセプト・調査手法とともに、調査に携わ
る人材をアピールすると、他のシンクタンクを打
ち負かして面白いように調査が受託できるように
なった。製造業に根ざすシンクタンクとしての強
みが、東レ OB を含めた人材のフレキシブルな活
用によって開花したのである。

産業技術調査部の売り上げ増加率が毎年 20 〜
30％で、増収増益を続ける時代が 7 年間も続い
た。これは、原氏の指導と特別研究員各位の尽力
のおかげと心から感謝している。ここで付言すべ
きことは、特別研究員各位が従来からの TBR 社
員に与えてくれた良い影響である。特別研究員の
調査に取り組む姿勢や発想法から学んで、TBR 社
員の調査能力が向上し、人材育成面でも効果が大
きかったと感じている。

換言すれば、「自分たちの集団の中に人材が少な
い」と感じた時の、「自分たちの集団」を狭く考え
ずに、もっと視野を拡げて見渡したことの成果だ
とも言えよう。
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