プロ経営者になるための学びのプロセス
「覚悟」と「内省」で支え、「日々の鍛錬」と「修羅場」で学ぶ
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１． 背景
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のメンバー構成が変わ っても、業績 を上げる
ためのマネジメント・ スキルや方法 論を持っ

ビジネス・パーソンの スキルに関し て、あ

ており、必然的 に業績を上げ られる人である 。

る会社、専門領域、職 務にだけ通じ る特有の
スキルと、会社や部署 、職務が変わ っても通

２． 文献レビ ューなら びに仮 説

じるポータブル・スキ ルがある。同 様に、マ
ネジメント・ス キルの中にも 会社、専 門領域、
職務に特有のスキルと ともに、ポー タブル・
スキルがあると考えら れる。
たとえば、管理職として転職をした 場合、

2.1

「一皮むけた 経験」 を超え て
経営者の成長に関する 研究において 、CCL

の果たした貢献は大き い（McCall,1988;
McCall, 1998）。そこでの 研究の柱は、仕 事

前職でのスキルのうち 、新しい会社 でも使え

経験とその経験を通し て得られた教 訓を明ら

るものはポータブルな マネジメント ・スキル

かにしたことであった。CCL の一連 の研究で

と言える。転職をしな い場合でも、 Ａ事業部

は、すべての経験は等 価ではなく、 成長を促

の管理職からＢ事業部 の管理職へ異 動する場

す経験は、それまでの 経験では太刀 打ちがで

合、ポータブルなマネ ジメント・ス キルが求

きない修羅場経験であ るということ を前提に

められる。また、海外 子会社へ管理 職として

置いていた（McCall,1998）。

赴任するケースでも、 万国共通のポ ータブ

確かに、経営者に 、「最も成 長した経験を

ル・スキルが必 要な場合も多 いと考えられる 。

述べてください」という 質問をすると 、
「修羅

換言すれば、すべてを 語らなくても察 して

場」が語られることが 多く、経営者 の育成に

くれたり、過去の業績 で一目置いて くれたり

は、修羅場が大事であ ると前提を置 いたこと

することのない人々を 部下に持ち、 マネジメ

は理解できる。この質問は 「
、 一皮むけた経験 」

ントするための万国に 通じるマネジ メント・

研究のキーになる質問 でもある。し かしなが

スキルが求められる機 会は、グロー バル化が

ら、この質問 からは、
「日々の 鍛錬」の話は出

進展していく中、益々 増えていくだ ろう。

にくいのも事実である 。

そのようなマネジメ ント・スキル は、どの

プロのアスリートや音 楽家に、自身の 成長

ように培えばいいだろ うか。本研究 では、複

を聞くならば、
「こ れまで、どのよう な練習を

数の企業で業績を上げ てきた経営者 の学びの

重ねて、ここま で上手くなっ たのでしょうか 」

プロセスが重要な示唆 を提供してく れるので

と聞くほうが自然であ り、「 最も成長した経

はないかという仮説を 持ち、プロ経 営者にイ

験」だけを聞くのでは 不十分である 。経営者

ンタビューを試みるこ とにした。こ こでのプ

をプロとみなすのであ れば、
「日 々の鍛錬」も

ロ経営者の定義は「複 数の会社で業 績を上げ

聞くべきであると考え た。

た経営者」である。つ まり、事業内 容や組織

2.2

経営者はプロ フェシ ョナル か

（Kolb,1983）。具体的に行ったこと を振り返

経営者をプロフェッシ ョナルと考え るか

り、うまくいったこと とうまくいか なったこ

どうか意見が分かれる ところである 。医師や

とを冷静に判断しなが ら、新たな練 習メニュ

弁護士が正規の教育を 受けて、万国 で通用す

ーを組み立てていく。

る普遍的な専門性、そ して厳しい行 動規範を

また、その練習は、必 ずしも楽しいも ので

有していることと比較 すると、経営 者はプロ

ない。だからこ そ、他者 と差別化でき る技術、

フェショナルであると 主張するには 無理があ

技能、知識を持てるよ うになるとも 言える。

る（Khurana & Nohria,（ 鈴 木 訳 、 2009））。

必ずしも楽しくない練 習を繰り返す には、そ

正規の教育を受けてい なくても、多 くの経営

れを支える目標や信念 が必要である （松尾,

者は、経営を行ってい る。実際、マ ネジメン

2006 ）。つまり、熟達者は 、
「学び続 ける動機

トはサイエンスでも専 門技術でもな く、実際

の源泉」を持っている と考えられる 。

の仕事を通して学ぶも のである(Mintzberg,
2004; Mintzberg,2009) 。
一方で、今日の経営者 は、社会的に大 きな

プロ経営者に置き換 えてみると 「
、 プロにな
ること」をどこかのタ イミングで決 め、その
ための鍛錬を行い、経 営者になった 後でも鍛

影響力を持つ。働いている従 業員のみならず 、

錬を継続しているので はないかと考 えられる 。

顧客、地域社会、株主 等々、多くの ステーク

つまり、たまたまプロ のアスリート や医者に

ホルダーを抱えている 観点から考え ると、経

なれるわけではないの と同様に、た またま経

営者は、専門知識、専 門スキルを通 じて高い

営者になったわけでは ないというこ とである 。

成果を出すとともに、 高い倫理性を 持つプロ

経営者の成長において 、一皮 むけるような「修

フェッショナルである べきであると いう考え

羅場」が大きな役割を占 める（McCall, 1988;

も多い（Drucker, 1993; Kotter, 1986 ）。

McCall, 1998; 金井&古野, 2001; 金井,

そのような観点に立ち 、本研究では 、
「経営

2002; 古野, 2008）。一方で 、人は、修羅場経

者はプロフェッショナ ルである」と いうこと

験だけで成長している わけではない 。日々の

を前提に話を進める。

鍛錬がなければ、修羅 場も乗り越え られない
とも考えられる。

2.3

プロフェッシ ョナル 化
プロフェッショナルは 、専門的なトレ ーニ

以上を総合して、プロ 経営者の学びの プロ
セスについて、次のよ うに仮説を設 定した。

ングや経験を積んで、 専門スキルや 専門知識

仮説１：プロ経営者は 、「経 営者になること 」

を有しているという点 で、熟達者(expert) で

をキャリア初期の段階 で決めている

ある。熟達者になる ためには、10 年 以上にわ

仮説２：プロ経営者は 、意図的な日 々の鍛練

たる練習や経験が必要 である（Ericsson,

を自ら課し、実行して いる

1996 ）。一連の熟達者の 研究では、アス リー

仮説３：プロ経営者も 、一皮むけるよ うな「修

トやチェスプレーヤー や音楽家の、10 代にお

羅場」を経験している

ける訓練プロセスを扱 っている。世 界レベル

仮説４：プロ経営者は 、経験を教訓 に変え、

の熟達者になるために は、より長い 練習時間

日々の鍛錬に活かすよ うな内省を意 図的に行

を費やすとともに、練 習の内容も単 純な練習

っている

の繰り返しではなく 、「熟慮 された練習
（deliberate practice）」が行わ れている。

３． 方法

そのような練習を可能 にするために は、省
察(reflection) が重要な役割を果た している

複数の会社で業績を 上げたプロ経 営者 11

名に対してインタビュ ー調査を行っ た。対象
者選定にあたっては、 外資系企業、MBA

得て録音し、テキスト 化した。
分析にあたっては、 修正版グラウ ンデッ

ホ

ルダー、コンサルタン ト経験者とい うような

ド・セオリー・アプロ ーチ（木下,2003）を

属性に偏ることのない ように配慮し た（表 1）。

用いてデータを解釈し た。プロ経営 者になる

性別は全員男性で、社 長歴のある企 業の業種

ための学びのプロセス について、最 終的に 9

は製造、小売、IT ・ソフ トウェア、サービス

概念を抽出し、概念を包括 する 3 カ テゴリー

と様々である。最初に 社長に就任し た年齢は

を作成した（ 表 2）。概 念とカテゴリ ーの関係

30 代後半が 5 名 、40 代前半 が 1 名 、40 代後

を示して結果図をまと めたものが 図 1 である 。

半が 5 名である。イン タビューの実 施期間は
2010 年７月〜2011 年 2 月、所要 時間は一人

４． 結果

あたり 90〜120 分間である 。
主な質問内容は、経営 者になることを 決め
た時期、経営者になる ために意識的 に取り組

4.1

学び続ける動 機の源 泉
経営者になりたいという強い意志を 持ち、

んだこと、自慢できる 業績や成長し た経験、

いずれかの段階で経営 者になる覚悟 をしてい

自身の強み・弱み、理 想の経営者と 経営者の

るという「経営者にな る覚悟 」【概念①】が

条件である。インタビ ューは対象者 の許可を
表 1 インタビュー イーのプロフィ ール

11 名中 10 名に確認され た。うち 5 名は新卒

社長暦

A 外資系3社
B 外資系6社
C 日系2社
D 日系3社
E 外資系3社、日系1社
F 外資系4社
G 日系2社
H 外資系2社
I 日系3社
J 外資系2社
K 外資系3社
表2

参考
MBA

コンサル暦

入社の時点で経営者に なることを意 識してい
た（「どうせ企業で 働くからには、ゆ くゆくは
トップになりたい 」
（A ）、
「いちばん 経営者に

○

会える職業は何だろう という考えは もってい
○

○
○

ました」（D）、「20 歳ぐらいの 時に、とにか
く 10 年サラリーマ ンをやってみて 、それか
ら自分で経営をしよう と決めました 」（G）。
その後、覚悟は 段階的に醸成さ れている（「32

○

○
○
○

概念一覧とヴ ァリエーション 数

歳で私が作った目標は 、 45 歳 までには社長
になろう 」
（A ）など）。対極例 には「社長に

図1

プロ経営者に なるための学び のプロセス

なってくれと頼まれた からなった 」
（B）とい

的に行っているものが 多く、通常業 務を鍛錬

うものがあったが、他 の発言から経 営者にな

化していた（「 日々の鍛錬（OJT ）」
【 概 念④】）。

ることを志向していた と推察される 。

「（経営者にな るための鍛錬 は）OJT です。

経営者になりたいとい う思いと同時 に、

それが鍛錬でした。そ ういうふうに 自分で思

「経営者をやれそうと いう自信 【
」 概 念②】が 、

っているかどうかで、 鍛錬なのかそ うでない

一歩踏み出すことを後 押ししていた 。顧客で

のかが分かれます 」
（E）というコメ ントに本

ある社長と接していて 「まあ自分も これくら

人の意識がよく表われ ている。特に 、座学だ

いのことはできるなと 思える人もい ました」

けでは身に付きづらい 対人スキルを 鍛えるた

（D）、
「○○さん をそばで見てい て、 自分に

めに、意識的な行動を とっていたケ ースが多

もできるかもしれない 、やはりやり たい

かった（「丁寧 に接する、褒 める、感謝する 、

と

思って、もう１回社長 になることを 決めたん

微笑する、名前を覚え る」
（A ）、
「ア ドホック

です」
（H ）などである 。具体的な発 言内容と

的なコミュニケーショ ンはいっさい 排して、

して確認できたのは 11 名中 6 名であったが 、

システマティックなコ ミュニケーシ ョンを徹

概念として採択するこ ととした。

底」
（B）、
「部下とのコ ミュニケーシ ョンは非

また、「明確な 経営者観」に ついては、11
名全員がもっていた【 概念③ 】。

常に神経を使いました 」
（H ）、
「アク ティブリ
スニング」
（K）、他 C、G、J も該当ヴァリエ

これら 3 つの概 念を、継続的な学びを 下支

ーション有）。対課 題面でも 、
「GDP の３倍の

えするものとして「学 び続ける動機 の源泉」

成長目標を自ら設定 」
（A ）、
「短時間 でモレな

とカテゴリー化した。

く考える」「（入社 1 年目から現在 まで）自分
で決めたテーマの記事 をファイリン グ」
（C）、

4.2

学びのプロセ ス

具体的な学びのプロセ スについては、 日常

「（債務回収の 仕事で）経営コンサル みたいな
ことを勝手にやり始め た」
（G）などがあった 。

業務場面以外で日常的 に意識的に行 って

⑨】は今回の対象者の 特徴であった 。これら

いる「日々の鍛練（OJT 以外）」
【概念⑤】と

2 つの概念を、経営 者になる覚悟や 自信、自

しては、読書・座学（ 8 名）、人脈づくり（4

論となる経営者観を強 固なものとし たり、経

名）、他者から の学び（6 名 ）、身体 的トレー

験からの学びを次の経 験に活かして いるプロ

ニング（6 名 ）など 、11 名全員が意 識的に取

セスである「リフレク ション」とし てカテゴ

り組んでいることがあ った。

リー化した。

非日常場面では、業務 場面における「 修羅
場」【概念 ⑥】は 11 名全 員に確認された 。内

５． 考察

容としては、落下傘で 高いポジショ ンとして
着任した際の既存社員 との対人軋轢 （A 、D、
G、J、K）、事業再建（B、C、D、E）、リス
トラ（F 、G、H ）、不祥事（D）などである 。
業務場面以外では 、
「 研修・薫 陶」
【概念⑦ 】

一連のインタビュー 調査の結果を 総合する
と、以下のようなこと が言える。
第一に、プロ経営者は「経営者 になること 」
をキャリア初期に決め ているという 仮説１は

からの学びが 11 名 中 10 名に確認さ れた。人

概ね支持された。イン タビューした 経営者の

脈づくりについての対 極例は 「
、 すご い人脈で

うち 11 名中 10 名は、キャリアの早 い段階で

すねとよく言われます が、人脈づく りも意識

「経営者になること」 を決めている 。そのき

的にはしたことがない です」
（E）、
「 人脈づく

っかけは様々であるが 、多くの経営 者に出会

りは、性格的に嫌です 。それって相 手を手段

い、自分でも経営はで きそうだとい う感覚を

として見ているわけじ ゃないですか 。相手は

持つ機会に恵まれたと いう人が半数 以上いた 。

目的でないと」
（F ）というもの だが、両名と

単になりたいという憧 憬だけではな く、自分

も、いわゆる表面的な 人脈づくりを 指したも

にもできそうだという 実感を持つこ とがキャ

のであり、実際には対 人ネットワー クを大切

リアとしての経営者を 考える上で、 あらため

にしている。

て重要な要素であるこ とが確認され た。

これら 4 つの概 念を、「 学び」そのもの を
表わすプロセスとして カテゴリー化 した。

次に、プロ経営者が意 図的な鍛練を行 って
いるという仮説２も支 持された。鍛 錬の仕方
としては様々なものが 確認されたも のの、

4.3

リフレクショ ン
11 名中 10 名が「意識的な 内省の機会 」
【概

日々の仕事そのものを 鍛練化し、自 らのスキ
ルの向上に役立ててい たことが特徴 的である 。

念⑧】を有し ていた。
「（長期・短期の目標を ）

特に、対人スキルは、 座学で学ぶこ とができ

年に１回削除・追加を 含む改定をし て、毎年

ないことを意識し、日 々の仕事の中 で培って

やってきた」
（A ）、
「自 分なりの方法 論を考え

いるという経営者が複 数名いた。

てフレームワークを作 ることもよく やります 。
X

また、経営者に必要な戦略思考に関 して、

社、Z 社での学びをまとめる作 業に

今回、インタビューし た経営者はす べて熟達

もなります（C）」や 、
「 自分をどれ だけ深く

者であった。複数の企 業で業績を上 げるため

掘れるか

というとこ ろで自分が伸 びていく

には、事実を積 み上げ、冷徹に状況を 判断し、

ポテンシャルは決まっ ていく 」（J）などであ

ロジカルな戦略の設計 をしなければ 、業績は

る。内省経験に関するコ メントのなかっ た K

上がらない。しかも短 期間での成果 を期待さ

に関しても、経験を振 り返り、経験 を意味づ

れているときに、組織 を動かすため には、時

けている発言が散見さ れた。

間がかかる信頼構築に 依存できない という状

社、Y

全員が該当した「正し い自己理解 」【概念

況であり、戦略思考と その実行は、 プロ経営

者になくてはならない 専門スキルで あるとあ

が明らかになれば、経 営者に育つた めのヒン

らためて認識した。実 際、今回イン タビュー

トになるだろう。成長 を促進する「 修羅場」

した経営者の経歴とし ては、MBA

をデザインするととも に、日々の鍛 錬もデザ

取得者が

４名、戦略コンサルタント 経験者が 4 名であ

インしていくことによ って、経営者 育成の確

った。いずれも、そこ での経験が戦 略思考を

率を高めることができ る。そこに意 図的な内

高めるのに役に立った ということで あった。

省を促していく。ある いは、ロール モデルを

それ以外のプロ経営者 も、読書、セ ミナーの

積極的に使って、経営 者になろうと 思う人材

参加等で、自らの戦略 思考スキルを 高める活

を増やしていくことも 可能になる。

動を行っていることが 確認された。
さらに、日々の仕事の 鍛練化に加え て、身

今回の研究によって 、経営者育成 の方法に
ついて、新たな可能性 が開かれたと 考えてい

体トレーニングを行っ ているプロ経 営者が

る。今後は、日々の鍛 錬方法や内省 の方法に

11 名中６名存在した。精神的なスト レスが高

関する掘り下げを行う 研究、あるい は「経営

い仕事に対して、身体 も鍛えておく ことも必

者になる覚悟」
「学 びの実践 」
「意図的な内省 」

要だという発言も多く 、身体 トレーニングは 、

のサイクルのダイナミ ックなモデル の、個人

プロ経営者に必要な要 素と考えられ る。

における時間的な進化 の研究によっ て、より

続いて、プロ経営者は 修羅場を経験し てい

実践的に使えるモデル になると考え られる。

るという仮説３も支持 された。プロ 経営者全

併せて、大企業の中で 、複数の事業 の立て直

員が、様々な修羅場を 経験していた 。という

しを行った経営者を対 象にした研究 を進める

より、むしろ自らのキ ャリア選択に おいて、

ことによって、大企業 の中での経営 者育成の

修羅場を選んでいた。 プロ経営者は 、修羅場

実効性が高まると考え られる。

が自らの成長を促すこ とを知ってお り、今ま
で経験していない仕事 に身を置き、 自らのス
キルを磨くことを心が けているよう だ。
最後に、内省を意図的 に行っていると いう
仮説 4 も概ね支 持された。インタビ ューした
経営者 11 名中 10 名 が該当した。丁 寧な仕事
の振り返りとともに、 自らの強み、 弱み、志
向、価値観に関して、 積極的に見つ めるとい
う作業を定期的に行っ ていたことが 特徴的で
ある。そのような作業 を通して、正 しく自己
を理解していた。その 正しい自己理 解がある
からこそ、短い期間で の成果につな がる。つ
まり、自らの何が強く て、何が弱い かを理解
できるからこそ、会社 が置かれた状 況に照ら
し合わせて、自らの弱 点を埋めるよ うな人材
を傍らに配置すること ができるのだ 。プロで
あるから成果にこだわ り、成果を上 げるため
の方策として他者の巻 き込みができ ると考え
られる。
このように、プロ経営 者の学びのプロ セス

※ 本研 究 の イ ン タビ ュ ー 内 容の 詳 細 に つ いて は 、弊 社 組
織 行動 研 究 所 ホ ーム ペ ー ジ を参 照 さ れ た い。
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