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事例解説



本フォーラムは、最新の研究や企業事例など、

人材マネジメントに関わる有益な情報を

ご提供することを目的に、

年に1度開催させていただいております。

11回目となる今回は、「個と組織の潜在力を呼び起

こす ～ 組織開発という武器～ 」と題し、4つのテー

マと2つの手法を取り上げた、6つのセッションを

ご用意いたしました。

今回は、セッションの中から、講演会形式で行った4

セッションをご紹介いたします。

RMS Forum 2015事務局

【開催概要】

日時：2015年11月9日（月） 13:00～16:40

会場：東京コンファレンスセンター･品川

来場者数：627名

全体プログラム

【第1部】

・経営理念をチカラに変える

・事業に寄与するダイバーシティを実現する

・成長できる組織 その条件を紐解く

【第2部】

・職場の日常に自立的・継続的な学習を起こす

・業績を高め続ける強い営業組織をつくる

・変化に向き合う組織を生み出す

※ 「RMS Forum 2015 DIGEST」は青文字の4セッションになります。
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はじめに 概要



経営理念をチカラに変える

～経営課題を解決するための理念浸透～第1部（A会場）



第1部 イントロダクション

経営理念をチカラに変える

～経営課題を解決するための理念浸透～

経営理念、企業理念、クレド、WAY、スローガン、ステートメント、ブランド、理念、社是、行

動指針など、さまざまな言葉がありますが、これらはすべて、企業が社会で果たしたい役割

を示す「ミッション（存在意義）」、中長期的に実現したい状態を示す「ビジョン（目指す姿）」、

日々の判断・行動の基準となる姿勢や価値観を示す「バリュー（価値観・行動指針）」のいず

れかを表すものです。今回は、これらを総称して「経営理念」と呼びます。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

コンサルティング部 マネジャー 齋藤 悠介

PROFILE
エンタテインメント関連企業における事業開発室・経営企画室を経て、

2007年リクルートマネジメントソリューションズ入社。現職では主に組織

開発領域のコンサルティングに従事。戦略浸透支援、M&A後のＰＭＩ調

査、化粧品メーカーにおけるＥＳ向上・組織風土改革支援、住宅メー

カーにおける新商品開発支援・タスクフォース活動支援など、多様なコ

ンサルティング実績がある。

理念浸透の背景には、経営課題がある

経営課題の解決に向けて、どのようにして理念を浸透させるか

経営理念を浸透させる「ビジョン共有力」は、経営にとって重要なファクターです。私たちの

研究では、ビジョン共有力を起点とした組織力が、中長期的な企業業績に大きく影響を及ぼ

すことがわかっています。しかし、理念浸透は一朝一夕には実現できません。実際の事例で

も、単なるお題目で終わる、もしくは中途半端な形で断念するケースが散見されます。そこで

今日は、経営課題の解決に向けて経営理念をどのようにして浸透させていけばよいのか、

当事者のお二人のお話からヒントを得ていただければと思います。

最近、「経営理念を見直し、浸透させたい」とお声がけいただくことが増えています。経営陣

の交代、組織の急拡大などの環境変化によって、暗黙のうちに成立していた自社の経営理

念が見えにくくなっていることが主な原因です。つまり、経営理念見直しの背景には、必ず何

らかの経営課題があり、その解決のために変革が求められているのです。変革の方向性に

は大きく2種類あります。それは、過去の延長線上にない未来を目指す「変革創造」と、過去

の積み重ねを大切にし、連続的な変化で実現できる未来を目指す「原点回帰」です。いずれ

においても、変革を促すツールが理念浸透であることに変わりはありません。

経営理念を社内に浸透させることで、経営課題を解決したいという声が増えている。そこで、弊社・

齋藤がイントロダクションを担当した後、リクルートホールディングス・巻口氏、ダスキン・遠藤氏とい

う対照的な2社の担当者から、それぞれの理念浸透施策について具体的に伺った。さらに、パネル

ディスカッションでは、浸透施策における工夫や現在の課題などをざっくばらんに語っていただいた。
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【経営理念とは ミッション・ビジョン・バリューの枠組み】



リクルートは1960年に大学生向けの求人広告から事業をスタートし、ライフイベント領域、

日常イベント領域、海外人材領域へとビジネスを拡大してきました。その後、2012年の分社

化とCEOの交代、2014年の上場を経て、従業員数は分社前と比較すると1.8倍の約3万2,000

人に、海外の従業員数については約3倍の1万人に増加し、連結売上高は1兆1,000億円を超

えました。

この変化を経営戦略面からみると、2012年以降、分社・上場を通じて、グローバル化・IT化

を加速させ、組織を拡大してきたということになります。その結果、採用活動においてはグ

ループ会社同士がライバルになるなど、事業会社間の連携に課題が生まれました。また、グ

ローバルビジネスの拡大によって、社外、特に世界に向けての的確な自社紹介が求められ

るようになりました。これまでの社員とはタイプが異なるIT人材が多数入社したことによって、

ダイバーシティの加速も必要になってきました。これらを解決するために、リクルートホール

ディングスでは、グループ経営理念の見直し、グループ人材要件の言語化、競争優位の言

語化といった施策を行ったのです。

株式会社リクルートホールディングス

リクルート経営コンピタンス研究所 室長 巻口 隆憲 氏

PROFILE
1988年リクルート新卒入社。「住宅情報事業部」の営業・編集・企画で、

既存メディアでの新領域企画の立ち上げに従事。2002年以降は、カー

センサー事業部長、ハウジング事業部長、ホームプロの社長として、既

存メディア以外の新規事業の立ち上げを行い、2008年から現職。イノ

ベーションのための「人とナレッジ」の支援を担う。

経営戦略の転換によって、経営理念の見直しが必要に

【分社・上場時の「戦略」「課題」と「施策」】

グループ経営理念の見直しは、グループ各社社長がメンバーとなり、社長自らが自社の理

念との連動をはかる体制で、最後はCEOも巻き込んで検討しました。過去2回の経営理念見

直しの歴史を紐解きながら、海外のグループ各社・IT人材・次世代の若手からの意見も取り

入れ、約1年がかりで変革創造と原点回帰を同時に行い、決定したのが、次のミッションと

ウェイです。

●ミッション（目指す姿）：私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人

ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。

●ウェイ（大切にする考え方）：新しい価値の創造 社会への貢献 個の尊重

この経営理念に加えて、リクルートホールディングスでは「戦略ターゲット」を示しました。具

体的には、2020年に人材領域におけるグローバルNo.1を意味する「雇用決定者数No.1」、

2030年に人材・販促領域におけるグローバルNo.1を意味する「サービス利用者数No.1」にな

る、というものです。一方で、マーケットとの約束である「ビジョン」は各社が独自に掲げてい

ます。

経営理念の見直しでは、歴史を紐解き、変革創造と原点回帰を同時に
行った

第1部 事例講演1

経営理念をチカラに変える
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その上で、「グループ人材要件の言語化」と「競争優位の言語化」によって他社との差別化

をはかっていきました。グループ人材要件（バリューズ＆スキルズ）とは、各社執行役員クラ

スのエグゼクティブに求める行動指針です。議論の末、8項目に決定したのち、さらに行動発

揮レベルまで設定しました。活用においては、定期的な360度サーベイの実施と本人への

フィードバックに加え、求められる仕事のレベルを体現しているプロジェクトを取材しエピソー

ド集を作成することで、バリューズ＆スキルズを具体的に理解しやすくしていきました。その

ほか、人事の評価会議で対象者の強み・課題をバリューズ＆スキルズの項目で議論すると

いった形でも活用しています。

競争優位の言語化は、ガー・レイノルズ氏や松岡正剛氏という日本と世界の両方に精通し

た2人の外部識者からの示唆も受けて多面的に検討し、企業文化とビジネスモデルの競争

優位を「リクルートのユニークネス」としてまとめあげました。社外への会社紹介や新卒・中途

入社者への会社説明の際に活用しています。

人材要件・競争優位の言語化とナレッジシェアイベントを通じて浸透

第1部 事例講演1

経営理念をチカラに変える
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これらを現場に浸透させ「顧客価値の創造」につなげるため、各社経営層と共催して「ナ

レッジシェアイベント」を行っています。新規事業開発、スタッフ、ITエンジニア、営業の各部

門のグループベスト10を決めるイベントで、審査するのは各社の代表者。彼らが新規性と汎

用性が共に高い案件を選び、各部門、約1,500人が集まるリアルの場でナレッジ（スキル）と

スタンスを共有しています。海外グループ企業への波及など、課題は数多くありますが、私

たちは今このようにして経営理念浸透施策を行っています。

【リクルートのユニークネス】



ダスキンの文化は、創業者が経営理念に込めた「祈りの経営」「道と経済の合一」にほぼす

べて詰まっています。経営理念は、創業以来ずっと、毎日各拠店で唱和されてきました。そ

の積み重ねから、「喜びのタネをまこう」「自分に対しては損と得とあらば損の道をゆく」「役職

は『当番』」といった考え方が社内に深く浸透しています。部下のゴミ拾いなどのちょっとした

行動を褒める文化、社員を「働きさん（傍を楽にする人）」、給与を「お下り」、ボーナスを「ご

供養」と呼び、食事などの際に「合掌」する風土も根づいています。お客様に喜ばれた証しと

しての利益を生まなければ、健全な経営は成り立たないという教えも守られてきました。そも

そも、ダスキンの化学のぞうきんは、創業者が自分の母親を冷たい水でぞうきんを絞る作業

から解放したいという思いから作られた商品です。また、当時は喫茶店に入りにくかった女

性や子どもも気軽に入れるくつろぎスペースを提供したのが、ミスタードーナツの始まりでし

た。加えて、現在は家事代行サービス、シニアケアサービスなどのさまざまな事業を展開し

ています。

しかし、21世紀からは弊社にも成果主義の流れが入ってきて、評価軸が以前とは変わった

ことも事実です。特にここ10年ほどは、経営理念について語られる機会が減り、創業以来の

経営理念、文化風土が形骸化しつつありました。そんなとき、2012年に新社長が新たな経営

ビジョン〈「世界一ひとにやさしいダスキン」は新たな文化を創り出し、暮らしを豊かに笑顔あ

ふれる社会を目指します〉を打ち出したのです。そこで私たちは、7回に及ぶ社長インタ

ビュー、役員合宿、役員と部長のワールドカフェを経て、経営ビジョンに沿った行動指針「や

さしさの心得」を定め、冊子にまとめて全社に配布しました。

株式会社ダスキン

経営企画部 主幹 遠藤 かおり 氏

PROFILE
1985年ダスキン入社。神戸営業所配属。1989年、海外派遣留学生1期生

として提携先の米国サービスマスター社へ半年間派遣。帰国後、広告本

部にて海外の代理店との交渉、経営理念やビジョンを伝える映像制作・イ

ベント企画などに従事。1997年より広報本部にて主に社内報担当、2006

年より人事部にて人材育成プログラムの開発と研修運営、人事制度を担

当。2011年経営企画部に異動。理念浸透担当として風土改革の取り組み

を推進している。

創業以来の経営理念、文化風土が形骸化しつつあった

第1部 事例講演2

理念浸透（風土改革）の取り組みについて
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社員主導の「風土改革委員会」を立ち上げた

しかし、ここで終わったら何も変わりません。経営ビジョンと行動指針をもとに、私たちは風

土改革の実践に乗り出しました。まず始めたのが、やさしさの心得「1.支えあう」を実行する

「対話の場」です。職場のいいトコ探しをする職場内対話活動「ふらっとフラットセッション」、

ダスキンらしさなどを話しあう「部長間対話」といった機会を社内に増やしていきました。

次に、やさしさの心得「2.よく見る」を実行する「認める場」として、「やさしさの心得レター」を

作りました。ボーナスの時期に、正社員からアルバイトまでを対象に、それぞれ誰かを川柳

で褒めて、互いに贈りあう活動です。昔はこれに似た取り組みが何度か行われていたので、

古い社員は懐かしんでいます。

「対話の場」や「認める場」に対して、社員のなかにはどうしても「やらされ感」を持つ者がい

ました。そこで、やさしさの心得「3.すぐやる」を実行する「参画する場」を用意しました。具体

的には、まず本社のキーパーソンを集めて、社員主導の「風土改革委員会」を立ち上げ、ヒ

アリングや意識調査データに基づいた議論を展開しながら、参加者の自発性を引き出すべく、

半年ほど粘り強く対話を進めていきました。その結果、多くの社員が問題だと思う課題をいく

つか見つけることができ、3つの分科会がその解決策を自主的に企画・実行していくことを決

定。そこで今度は、風土改革委員長に社長、アドバイザーに社外取締役、事務局長には経

営企画部担当取締役に就いていただき、分科会メンバーを本社以外から広く募りました。現

在は分科会スタートから半年ほど経ち、少しずつ成果が出てきています。一連の活動は、ト

イレの個室に貼ってゆっくり読んでもらう情報ツール「かわや版」で社内に紹介しています。

今後は、職場発信で改革を促す活動を増やしていきたいと考えています。

風土改革はスタートしたばかりで、これからが本番です。壁にぶつかることも多いですが、

これからも信念を持って続けていきます。



――― 個々をまとめるのは大変ではないですか？

巻口 個々の思いは、まとめません。例えば、営業とITエンジニアでは考え方や価値観が

違うこともあります。しかし、実際にはお客様に新たな価値を提供したい営業と、新技術を

試したいITエンジニアが連携する機会は非常に多く、話を聞くと、どうやらお互いに「鴨がネ

ギを背負ってやってきた」と感じているようです。互いが互いのチャンスをつくり合う関係が

できているわけです。そのつながりさえうまく生み出せれば、個々の思いをまとめる必要は

ないと思います。

【モデレーター】

株式会社リクルートマネジメント

ソリューションズ

コンサルティング部 マネジャー

齋藤 悠介

――― お二人とも、最初から施策をデザインして、そのとおりに進めてこられたのでしょうか。

巻口 うまくデザインできた部分もあるのですが、予想外の反応や進展も数多くありました。例え

ば、「バリューズ＆スキルズ」の項目を海外のグループ会社の方々に見せたところ、一部の項目

に対して批判を受けたことがあります。この点をどうするか、今まさに検討中です。

遠藤 デザインはできていませんでした。「理念浸透」施策としては、うまく伝えることができな

かったのです。そこで、社長がつくった経営ビジョンの浸透施策に少し方針を変えることで、経営

からの後押しを得ました。

――― 経営理念を浸透させていく際の工夫を伺えればと思います。

巻口 リクルートは「自己実現の場」で、極論すれば、社員一人ひとりがビジョンを持っています。

そのため、社内報『かもめ』の編集方針は「そこはか」です。決して経営層が明言せず、たくさん

の人が自分の意見を述べるなかで、全体としてそこはかとなくリクルートの理念が伝わる社内報

になっているのです。こうした会社ですから、社員に一方的に何かを押し付けても決してうまくい

きません。私たちは、理念浸透のすべてが「シェアードビジョン」だと考えています。つまり、全体

のビジョンとグループ各社、社員一人ひとりのビジョンを共有していく形で、理念を浸透させてい

るのです。

理念浸透のすべてが「シェアードビジョン」

第1部 パネルディスカッション

【パネラー】

株式会社リクルート

ホールディングス

リクルート経営コンピタンス

研究所 室長 巻口 隆憲氏

【パネラー】

株式会社ダスキン

経営企画部 主幹

遠藤 かおり氏

【パネラー】

株式会社ダスキン

経営企画部 部長

藤谷 雅夫氏
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――― ダスキン様にも、経営理念を浸透していく際の工夫を伺えればと思います。

遠藤 小さなことですが、全国の社員から募集した「職場あるある川柳」の作品集を50周年

大会で全員に配布し、優秀作はパネルにして本社に飾っています。日めくりカレンダーも作

りました。特に本社のパネルは、お客様に「いいですね」とおっしゃっていただけることが多く、

社員の励みになっているようです。それから、なんといっても風土改革委員会そのものが大

きな工夫ですが、実は、委員会立ち上げを進言してくれたのは、ここにいる藤谷なのです。

藤谷 それまで、理念浸透施策は遠藤ともう1人の2名だけで行っていましたが、それではい

つまでも「草の根活動」を超えることができません。これを本格的な活動にするには、組織を

つくる他ないと感じました。ちょうどその頃に行った従業員満足度調査で、「経営理念をもっ

と浸透させたほうがよい」という従業員の声が多く聞かれたので、それを経営層に示して理

解を得ていきました。

部長間対話以上に、課長間対話が必要だった



第1部 パネルディスカッション
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――― 良い兆しを教えてください。

遠藤 よい兆しとしては、「課長間対話」へのトライアルを始めたことです。キーパーソンの

課長15名を集めて、半日かけて行ったところ、非常に好評でした。実は、課長は横のつなが

りがほとんどなく、対話に飢えていたのです。部長間対話以上に、むしろ課長間対話が必

要だったことがわかったので、今後推進していきたいと考えています。また、ついこの前

行った社内交流イベントでは、触発された若手女性社員が、自ら異業種交流会を立ち上げ

たいと手を挙げてくれました。今、社内で何かが動き始めていると感じています。

――― 課題について教えてください。

巻口 最近、中途採用やM&Aが増えたことで、「細かく指示しない、教えない。あなたはど

うしたいと本人の意思を問う」といった企業文化が、ある意味で「壁」になることがわかってき

ました。リクルートでは、この企業文化に乗らないと仕事がしにくいのですが、一度理解する

と非常にチャンスが多い会社です。だからこそ、この企業文化を「そこはかとなく」ではなく、

早く明確にどう伝えるかが現在の課題です。

藤谷 それから、パナソニックさんがPHP研究所を設けたように、今、私たちも風土改革委員

会とは別に、「経営理念の研究機関」をつくろうとしています。

――― （質疑応答）一貫性、継続性の部分で、もう一歩踏み込んだお話が伺えたら嬉しい

のですが。

巻口 先ほど講演のなかで「ナレッジシェアイベント」をご紹介しましたが、あれはリクルー

トホールディングスの主催ではなく、グループ各社との共同開催という形を取っています。

つまり、継続か中止かの意思決定権はこちらになく、継続するには各社の社員たちに「継続

してほしい」と思ってもらう必要があります。あくまで現場の意向を反映した形で開催してい

るということです。もう1つ、エピソード集をはじめとして、私たちは理念を現在進行形の事例

に落とし込んでいます。そうすると、「エピソード集に載った事例よりもよい事例があるので、

ぜひ取材しに来てください」と声がかかります。このようにして、現場の声が上がりやすい状

況をつくることが、継続性を高めるための私たちの工夫です。

遠藤 風土改革委員会の分科会メンバーに話を聞くと、全社の風土改革ではなく、周囲の

身近なところの風土改革を行いたいという者が意外に多いので、いずれは、全社の風土改

革を行う委員会と、部署の風土改革を行う委員会に分けようと考えています。

現場の声が上がりやすい状況をつくる

齋藤 それでは、最後に齋藤が本日のお話をまとめさせていただき、終わりたいと思います。

私たちは、経営理念浸透のメカニズムは、日々の仕事から再解釈されると考えています。

経営理念は抽象的な概念ですから、いったんはそれを論理的に理解し、解釈する必要があ

ります。ただ、社員個人が経営理念に共感するには、日々の業務の経験から経営理念を再

解釈するプロセスを経なくてはなりません。ある仕事に手ごたえを感じたとき、手痛い失敗

で内省したときなどに、ふと経営理念に込められた思いや価値観を具体的に、身近に感じ

るのです。

ですから、経営理念浸透には、一人ひとりの職場での実践が欠かせません。それは間違

いないのですが、一方では、リクルート様のグループ各社社長が長時間話し合う、ダスキン

様の社長が風土改革委員長に就くといった「経営層のコミットメント」、ダスキン様の認める

場、リクルート様のエピソード集などの「インナー・コミュニケーション」、採用・昇進・モニタリ

ングなどの「継続性・一貫性を担保する仕組み」という全社的な取り組みがものをいいます。

職場での実践と全社的な取り組みの両輪で浸透が促進されていくのです。

これらの取り組みを単発で実施するのではなく、活動全体を意図的にデザインすることが

望ましいといえます。また、それ以上に継続的に取り組み続ける、壁にぶつかっても何とか

工夫し続ける、ということが非常に大事であることが、両社の取り組みからも明らかではな

いでしょうか。

職場での実践と全社的な取り組みの両輪で浸透が促進されていく



職場の日常に自立的・継続的な学習を起こす

～コーチングの活用で、経験学習サイクルを促進～第2部（A会場）



第2部 イントロダクション

職場の日常に自立的・継続的な学習を起こす

～コーチングの活用で、経験学習サイクルを促進～

南山大学・中村和彦教授の『入門 組織開発』では、組織開発とは、「組織内の当事者が自

らの組織を効果的にしていく（よくしていく）ことや、そのための支援」と定義されています。社

内の人が自発的に組織を変えていくというのがポイントです。また、その目的は「組織の健全

さ・効果性を高めること」と定義されています。もう少し平たくいえば、社内の関係性をよくして

いくことが組織開発の主な目的となります。

もう1つ、組織開発を語る上で押さえておきたいのは「コンテント」と「プロセス」です。氷山の

一角、日常目に見えるのがコンテントで、話題・課題・内容的側面です。一方、氷山の見えな

いところがプロセスで、関係的過程、グループや組織内の人間的側面です。会議でいえば、

議論内容がコンテントで、その裏にある人間関係や気持ちの揺れがプロセス。組織開発は、

主にプロセスに働きかけることで、組織を開発していく手法です。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

ビジネスフロンティア部 マネジャー 由井 俊哉

PROFILE
1985年リクルート入社。入社後一貫して人材領域（人材採用、人事制

度構築、人材開発）の営業、コンサルティング業務に携わる。2012年よ

りキャリアカウンセリング及びコーチングサービス全般を担当。

組織開発とは、社内の関係性をよくしていくこと

目指すのは、組織内のタテヨコの関係性が良好な状態

組織開発が目指すのは、組織内のタテヨコの関係性が良好な状態です。なぜ関係性に着

目するかといえば、ダニエル・キム教授が「組織の成功循環モデル」で語っているように、関

係の質が思考の質、行動の質を通じて、最終的に結果の質を変えるからです。関係の質が

高ければ、結果もよりよいものになるのです。

ヤフー様の場合、組織内の関係性が全体的に希薄でしたが、3年ほど前から社内改革を

進めてきています。東京電力様の場合は上意下達の組織で、上下関係はよかったのですが、

横のつながりが薄かったそうです。では、この対照的な2社は、組織開発によってどのような

変化があったのでしょうか。

最近、「1on1」や「エグゼクティブコーチング」が注目を集めているが、どちらも効果がわかりにくい

施策といえそうだ。そこで、弊社・由井のイントロダクションに続き、ヤフー・本間氏、東京電力・御厨

氏から、なぜ1on1やコーチングを導入したのか、どのような効果があるのかなどについて、具体的

に語っていただいた。パネルディスカッションでは、エグゼクティブコーチの守屋氏も加わり、コーチ

ングと1on1に対する思いや考えを述べ合った。

（注）ここでは、上司・部下が定期的に1対1で行うミーティングを「1on1」としています。

- 15 - - 16 -



2012年、ヤフーは経営陣が大幅に入れかわり、3人の取締役が勇退しました。今回お話し

する「1on1」施策スタートのタイミングです。その頃、ヤフーは毎期増収増益を続けていまし

た。他社が組織開発に取り組むきっかけは主に業績低下ですが、私たちは違いました。切羽

詰まっていなかったのはよいことですが、1on1に取り組む上では、危機感が乏しい状況に

あったことも確かです。

もちろん、私たちには課題がありました。当時のヤフーは一部の人から、「大企業病」にか

かっていると揶揄されていたのです。一般的な日本企業に比べれば、たいしたことのない大

企業病だったかもしれませんが、ヤフーはいつまで経ってもベンチャースピリットを持って入

社する社員ばかり。その割には社内の手続きが大変で、面倒なことが多くなっていました。そ

こでもう一度、ベンチャー気質を取り戻さなければならないと考えて、組織開発に取り組みま

した。

私はその頃人事にやって来たのですが、2つの問題を強く感じました。1つは、MBOが機能

していなかったことです。「ヤフーの人事はビジネスのスピード感に合わせて、四半期ごとに

MBOを回しているのが素晴らしい」と雑誌に取り上げられましたが、実際の現場は、四半期

ごとに目標設定で1週間、目標ゴールの確認で1週間をまるまるMBOに取られていました。こ

のままではビジネスがうまく回らなくなるのではないかと感じました。

2つ目は、当時5,000人ほどの社員がいましたが、5,000人分のパワーを十分に発揮できて

いるか疑問だったことです。例えば、営業や企画がスピードを上げる一方で、人事や法務と

いったスタッフは、リスクマネジメントやコーポレートガバナンスの観点から、ブレーキをかけ

ていました。

ヤフー株式会社 執行役員

ピープル・デベロップメント統括本部長 本間 浩輔 氏

PROFILE
1992年野村総合研究所入社。コンサルタントを経て、後にヤフー傘下と

なるスポーツナビ（現・ワイズ・スポーツ）の創業に参画。2002年に同社

がヤフーの傘下入りした後は、主にヤフー・スポーツのプロデューサー

として勤務。2012年ヤフー社長室ピープル・デベロップメント本部長に

就任。2014年4月より人事担当執行役員。

成長過程での組織開発の難しさ

第2部 事例講演1

「1 on 1」をベースとしたリーダーフォロアーのマネジメント
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8000名が、1on1で経験学習サイクルを回し続ける

私がまず掲げたのは、「才能と情熱を解き放つ」というスローガンです。組織の健全性を保つ

ためのコンセプトで、ヤフーを、誰もが自らの才能と情熱を解き放てる会社にしたいという思い

が込められています。いまや、多くの上級管理職や人事メンバーが一番大切にするスローガン

になっています。

では、どのように社員の才能と情熱を解き放つのか。私たちは、まず、上司の役割を明確に

しました。部下が活躍する舞台をつくり、彼らの才能と情熱を解き放つのが上司の仕事である

と定義したのです。そのために、週に1度ないし2週に1度は必ず部下全員と1on1の面談をして

くださいとお願いしています。内容は何でもいいのですが、基本的にはフィードバックです。

導入から3年半経ったいま、およそ85％の社員が、1週から2週に1度、上司と1on1を行ってい

ます。私が就任してから、さまざまな制度をはじめてきましたが、これほど定着したものは他に

ありません。また、1on1のせいで時間がなくなったといった批判は常に受けてきましたが、1on1

をやめたほうがいいという意見は誰からも聞いたことがありません。

もう1つ、1on1を実施する理由があります。この図は「コルブの経験学習サイクル」です。

大人の学びは、この4つのプロセスがあって初めて達成できるのです。経験や概念化がなけれ

ば、学びにはつながりません。特に重要なのが、省察です。省察は難しいものですが、コーチ

ングのような対話を行うと起きやすい。上司と部下の定期的な1on1は、省察をもたらし、経験

学習のサイクルを回すのに役立っているのです。約8,000名の社員全員が1on1で経験学習サ

イクルを回し続けることで、ヤフーは強くなっていくと考えています。

現在の課題は、上司と部下の関係がよくなった分、社員同士の関係が相対的に希薄になっ

ているということで、どうすれば解決できるか悩んでいるところです。

【1on1の理論的枠組み（コルブのサイクル）】

こうした体制で、これからのビジネスを勝っていけるのだろうかと危機感を覚えたのです。実

際、その頃はネットショッピングで苦戦していました。そこで、5,000人分のパワーをきちんと

発揮することを目的として、1on1に取り組み始めたのです。



私たちはいま、2013年に策定した新・総合特別事業計画に基づき、10年間で4.8兆円のコス

ト削減を行っている最中ですが、そのうち30％近くが人件費の削減によるものです。これは、

総費用に占める人件費率と比べて高い比率です。

この実現のため、支店・火力事業所などの店所組織を廃止する「組織のフラット化」により、

お客様・社会により密接な事業運営を実現しながら、1,000人規模の希望退職の実施による

人員削減と、賠償、廃炉、復興推進などを担う人材確保の両立を進めました。この結果、社

員数は3万3,000人台へと削減が進みました。このうち福島の賠償や復興などに携わる社員

を除いて、電気事業は震災前の3割減の人員で運営しており、社員の負荷が増しています。

会社の将来が見通せず、社員に厳しい施策が続くなか、人材流出が高水準で続いています。

ピーク時には、依願退職者が震災前の5.3倍まで増えました。このうちの67％が20～30代の

若手・中堅世代です。これからの東京電力を担うはずだった次世代リーダーたちも次々と辞

めていきました。震災後は社員のモチベーションも大きく低下しています。

一方で、私たちはこれから、賠償、廃炉、福島復興の「責任」を果たし続けると共に、その収

益基盤を確立するため「競争」に勝ち抜いていかなくてはなりません。「責任」を果たすには

数十年かかるかもしれませんが、必ずやり遂げます。そのためには人材と原資が欠かせま

せん。それらの確保を目的として、私たちは2016年4月をめどに電力システム改革を先取り

した「HDカンパニー制」を導入し、電力を安定供給しながら、マーケットの競争に勝つ体制へ

と移行します。

この「責任と競争」を両立していくため、仲間たちの仕事への誇りや使命感を早く取り戻した

いというのが私たちの思いです。

東京電力株式会社

経営企画ユニット 組織・労務人事室 課長 御厨 陽明 氏

PROFILE
東京電力入社後、企画・人事部門などで、経営ビジョン策定、人事制度改

変、ガス事業拡大、M&Aなどに従事。東日本大震災後は、政府の「東京電

力に関する経営・財務調査委員会」の対応、経営合理化などの社内取り

まとめを担当。総合特別事業計画、新・総合特別事業計画の策定、組織

改編、希望退職実施などに従事。現在は人事改革の取りまとめを担う。

仲間たちの仕事への誇りや使命感を早く取り戻したい

第2部 事例講演2

東京電力におけるコーチングの活用について
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「上意下達」から「下意上達」の組織へと変革したい

そのなかで、震災以降、私たちは組織開発の取り組みを全社で積極的に展開してきました。

内省の対話、経営幹部全員の合宿、ホールディングカンパニー制についての対話会、新ブラ

ンドについての対話会など、一人ひとりの社員が自ら気づき、自ら前を向き、自ら行動しても

らうためにさまざまな場を立ち上げてきました。現在は弊社の社員で、ワールドカフェを体験

したことがない社員はほぼいないほどです。

さらにいま、人事の仕組みを根本的に変えていこうとしています。「グループ総合力発揮」、

従来の成果主義とは一線を画す新たな「実力主義」、そして「ダイバーシティ」の3つを軸に

「新しい価値を継続的に創造する人材・組織」をつくっていくのです。これを具体化した「人事

ビジョン」と39のアクションプランに基づき、次々に行動を起こしている最中です。

このうち「実力主義」の柱の1つとして、人材の活躍と成長を徹底的にサポートしていきたい

と考えています。その一環として、新任管理職研修にコーチングを導入し、エグゼクティブ

コーチングを試行しています。目的は、コミュニケーションスタイルの転換です。これまでの私

たちは「上意下達」の組織でした。指揮命令系統がしっかりしていなければ、停電の復旧作

業などはうまくいきませんので、それ自体は決して間違いではありません。しかし、電力自由

化時代にあっては、上意下達だけではビジネスが立ち行かなくなるでしょう。現場主導で、お

客様のニーズに合わせたサービスを柔軟に提供していくため、「下意上達」になっていく必要

がある。そこで、いまいちど仕事と組織に向き合い、最終的には自分たちで組織風土を変え

ていける職場をつくるためにコーチングを取り入れたのです。

さらに、今後、人事考課制度も形骸化した目標管理制度を見直し、1on1のようなコミュニ

ケーション機会を仕組み化する予定です。以前の私たちなら、まず制度から変えたと思うの

ですが、それでは上意下達です。コミュニケーションスタイルを変えて、人事考課にも下意上

達を起こし、経験学習を仕組み化していきたいのです。コンテントとプロセスでいえば、プロ

セスを変えていくことで、組織を変革していきたいと考えています。



――― 守屋さんはコーチングをどのように感じていらっしゃいますか。

守屋 エグゼクティブの方であっても、自分自身のことで気づいていないことがたくさんある

と感じます。自分について客観的な視点が得られることが、コーチングの大きな意義です。

また、コーチングを通して、さまざまな事象をメタに眺められるようになるのも価値の1つかも

しれません。

【ファシリテーター】

株式会社リクルートマネジメント

ソリューションズ

ビジネスフロンティア部

マネジャー 由井 俊哉

――― 経営層にコーチがつくことで、ヤフー全体へのインパクトもあるのでしょうか。

本間 あります。例えばコーチングを利用して、毎月の仕事のプライオリティを決めている

社員がいます。確実に、ビジネスに影響を及ぼすコーチングといえるでしょう。それから、執

行役員から本部長クラスは、普段誰かからフィードバックを受ける機会が少ない。コーチか

らフィードバックを受けることで人が変わり、組織が変わることは、実はよくあります。

――― 1on1を3年続けた感想をお聞かせください。

本間 1つ目に、大事なのは「部下のための1on1」だということ。「30分の1on1の時間は自

分のためにある」と部下が思えるかどうかがすべてです。上司が何かを伝える場ではありま

せん。2つ目に面白いのは、「1on1のせいで、本来業務にかける時間がなくなった」と1on1に

否定的であった社員が、ポジションが変わると1on1をしている例があることです。見方やポ

ジションが変わって、1on1が有効なツールだと気づいたのだと思います。3つ目に、いま世

の中にもヤフーにも、上司と部下が互いに声をかけにくい状況があると思います。ルールと

して上司と部下が週に一度話す場をつくることが、互いにとって好都合なために、3年も続

いてきたのでしょう。

――― ここからは、両社のエグゼクティブコーチを務めている守屋さんにも参加していただ

きます。まずは感想を伺えればと思います。

守屋 まったく違う社風、ビジネスモデルの両社ですが、人と社会に熱い思いを持っている

人ばかりいらっしゃるという意味では共通していることを再確認できました。

――― ヤフー様はここ数年、本部長以上の多くにコーチをつけていますが、個人や組織は

どのように変わってきましたか。

本間 前提として、コーチングには向き不向きがあって、向いていない人にコーチをつけるの

はよくありません。向いている人は、コーチングによって軸が安定してきますし、部下に対し

てよい対話ができるようになります。私自身は守屋さんにコーチングを受けていますが、毎

回、目指すべき姿を確認して、確実に何かが少しずつ変わっていく体験をしています。漢方

薬のように徐々に効いてくる感じがします。

――― 御厨さんもコーチングを受けた経験があるそうですが、いかがでしたか。

御厨 私はコーチングが向くほうだと思います。守屋さんのコーチングを受けたときは、やり

たいことの棚卸しができました。また、守屋さんの「人に焦点を当てる」という言葉に感銘を受

けて、コミュニケーションプロセスについてより考えを深めることができました。コーチングに

よって、部下との関係も、近視眼的に成果を求めるのではなく、互いにやりがいを感じながら

仕事を進めていく方向へ変わってきたのではないかと思っています。

コーチングを受けると、部下に対してよい対話ができるようになる

大事なのは「部下のための1on1」だということ

第2部 パネルディスカッション

【パネラー】

ローレルゲート株式会社

代表取締役社長

守屋 麻樹 氏

【パネラー】

ヤフー株式会社

執行役員 ピープル・

デベロップメント

統括本部長 本間 浩輔 氏

【パネラー】

東京電力株式

経営企画ユニット

組織・労務人事室

課長 御厨 陽明 氏
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――― 御厨さんはこの後、どのような展開を考えていらっしゃいますか。

御厨 いくつかあります。今回は、新任管理職へごく短時間コーチング研修を受けてもらっ

ただけですから、彼らのフォローアップをする必要があります。職場に合った形でプログラ

ム自体の見直しもしていきたいと思っています。

――― 苦労についても、ぜひ聞かせてください。

本間 現実的にはうまくいかないことがいくつもあります。例えば、1on1がきちんと行われて

いるかどうかチェックして、成績が悪い上司には研修を受けてもらう、最悪の場合はマネジメ

ントから外れてもらうといったことも行っています。そうした補完関係をデザインすることも一

方では大事です。

第2部 パネルディスカッション
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――― 東京電力様が、コーチングの導入をどのようなプロセスで決めたのかを教えてくだ

さい。

御厨 簡単にいえば、これからの時代、コミュニケーションプロセスをしっかりつくっておかな

ければ立ち行かなくなるという危機感から導入を決めました。また、360度サーベイのスコア

がよい組織は、マネジャーがよくメンバーを見ているというデータにヒントを得た部分もありま

す。

――― 本間さんは、今後の課題として挙げていた「横のつながりの希薄さ」をどのように解

決しようとされているのですか。

本間 3年間、1on1を続けたことには弊害もあります。それは、「上司と仕事する」意識がどう

しても強くなり、メンバー間の協力が少なくなってしまったことです。そこで、ワークショップや

関係の質の指標化、上司のトレーニングといった取り組みを進めています。ただし、別にメン

バー同士が仲良くなればよいわけではありません。ダニエル・キム氏の「組織の成功循環モ

デル」に従って、結果の質を高めるために行動の質を高めることがねらいです。

――― ヤフー様には組織開発専任チームがあります。日本では珍しいと思うのですが、い

かがでしょうか。

本間 私はむしろ、他社がなぜ組織開発チームを持たないかが不思議です。このチームが

あるのは、ごく自然な流れだと思っています。具体的には、センスと意欲のある者を5、6名抜

擢して、1、2週間のトレーニングを受けてもらい、困っている組織に派遣しています。どの組

織でも非常に重宝されます。こうした動きを通じて、少しずつ現場が変わってきています。

他社がなぜ組織開発チームを持たないかが不思議

コーチングは競争優位性を生み出し、ビジネスに勝つ方法

――― 最後に、皆さんにとって組織開発とは何か、教えてください。

御厨 組織が元気になるだけでなく、組織が成果を上げるようになるのが組織開発の最終

的かつ重要な目的だと思います。私たちはいま、その目的に向けて、どのように仕組みを

作りこんでいくかが問われているのだと考えています。

守屋 自分ごとでいうと、いまスポーツチームの監督をしており、そこでも組織開発をよく意

識します。一人ひとりのメンバーがチームに価値を感じ、関係性をつくることで、互いの学び

や成長を実現しながら、よい結果に結びつけていくことが重要だと思います。

本間 『リーダーは自然体』の著書である増田弥生さんに、「組織開発は、土を耕すような

感覚がある」と言われたことがあります。品川女子学院の漆紫穂子校長には、「組織への

水やり」という言葉を戴きました。どちらもそのとおりで、私にはつくれない優れたメタファー

です。ただし、勘違いしていただきたくないのは、私たちはコーチングを「競争優位性を生み

出し、ビジネスに勝つ方法」として利用しているのであって、単に仲良くなればよいとは思っ

ていないことです。



事業に寄与するダイバーシティを実現する

～実効的な企業パフォーマンス向上へのつなげ方～第1部（B会場）



第1部 イントロダクション

事業に寄与するダイバーシティを実現する

～実効的な企業パフォーマンス向上へのつなげ方～

本日共有したいのは、次の2点です。1つは、事業に寄与するダイバーシティ推進とは何か。

もう1つは、ホールディングスと事業会社、もしくはダイバーシティ推進部署と各部署とのよい

関係性とは何か。この解の1つが、イオングループの取り組みにあると考えています。

男女雇用機会均等法以来、ダイバーシティは景気が悪くなると消えてしまう「ブーム」でした。

現在は、第5次のダイバーシティブームともいえそうですが、今回はこれまでとは様相が異な

ります。政策、諸法令など社外の影響を強く受けていることに変わりはありませんが、ここ10

年くらいで、女性の勤続年数が伸び、女性の人数が増えた企業が多く、女性が活躍しなけれ

ば企業が立ち行かない状況になっているのです。加えて、お客様や社員に選ばれ続けるた

めには、ダイバーシティ推進が必要だと考える企業も増えています。政府の「202030（ニーマ

ルニーマルサンマル）」の方針もあり、この流れは、2020年までは続くのではないかと思いま

す。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
コンサルティング部 シニアコンサルタント

社会保険労務士 武藤 久美子
PROFILE
金属製品メーカー（東証一部上場）での新規事業の立ち上げ、大手会

計事務所での中小企業、オーナー企業の人事制度構築・運用支援を

経て、2006年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。小売・

サービス業、メーカーを中心に、ＨＲＭ領域のプロジェクトをマネジメント。

ダイバーシティ推進、女性活躍推進の支援事例を多数有する。

女性が本当に活躍しなければならない状況になっている

「ダイバーシティ＝事業に寄与」と言えれば推進を加速できるはず

弊社が10年ほど、企業のダイバーシティ推進をご支援していて感じていることがあります。

1つは、いまや、「ダイバーシティは本当に必要なの？」と、口に出せない時代になったという

ことです。数年前までは実際にこのように発言する方がいらっしゃいましたが、現在、企業の

経営層においてはほぼゼロになっています。管理職層でも少なくなっているでしょう。しかし、

依然として施策がなかなか前に進まないのが現状です。心のなかでは賛同していない方や、

総論には賛成だが、自分には関係ないことだと思う方が多くいらっしゃるからでしょう。表立っ

て反対されない分、むしろ対応が難しくなっています。

もう1つは、「まず女性から施策を講じる」を続けていて、目指す状態にたどり着けるのかと

いうことです。「まず女性から」は企業の人員構成からしても、企業を取り巻く環境からしても

正しいとは思いますが、企業が目指すダイバーシティ実現後の姿（属性を超えて一人ひとり

の社員が活躍できる状況など）からみると道半ばです。

これらの2つの問題の背景には、共通して「ダイバーシティ推進は本当に必要な活動なの

か」という根本的な疑問を大なり小なり多くの方が抱いていることが関係しています。よって、

企業が「ダイバーシティ推進は事業に直接寄与する活動だ」と言い切ることができる状況が

生まれれば、推進をもっと加速できるのではないでしょうか。これが、今回弊社がこのテーマ

を取り上げた理由です。

「ダイバーシティ」という言葉を耳にするようになって久しいが、日本ではいまだに事業に寄与する

事例は少ない。そこで、弊社・武藤が、事業に寄与するダイバーシティ推進とは何か、ホールディン

グスと事業会社のよい関係性とは何かについて冒頭で問題提起した後、イオン・田中氏とイオン

スーパーセンター・江濱氏に「事業に寄与するダイバーシティの実践例」をご紹介いただき、武藤が

事例解説を加えた。さらにパネルディスカッションでは、会場の皆さんからの質問を中心に、田中氏、

江濱氏にご回答いただいた。
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イオンは現在、14カ国に国内外12事業、約300社のグループ企業があり、約42万人のグ

ループ社員が在籍しています。そのグループのCEOが2013年5月に開催した株主総会で、こ

のように社外に向けて宣言しました。「日本一女性が働きやすく活躍できる会社、日本一女性

が働きたい会社を目指す。その数値目標として女性管理職比率を2016年に30％、2020年に

は50％にします」。その２カ月後である2013年7月にダイバーシティ推進室が立ち上がりました。

イオンがダイバーシティを推進しているのは、AEON（ラテン語で永遠）であり続けるためです。

そのためには、常にお客様へ新しい価値を提供し続けなければなりません。そしてそれには、

多様な価値観（ダイバーシティ）経営の実現が必要なのです。私たちはいま、イオンの存続を

かけてダイバーシティ推進に取り組んでいます。

ダイバーシティ推進室のビジョンは、「アジアで最も従業員を大切にする会社―幸せの三方

よしの実現（従業員と家族・お客様・会社の幸せ）」、ミッションは、「WorkとLifeにおける、これ

までのイオン、日本の常識を壊し、新しい常識をつくりあげる」というものです。まず壊したい常

識とは、「働き方の常識（長期間労働・休日出勤することが当たり前）」「生き方の常識（家事・

育児は女性がすることが当たり前）」「登用の常識（管理職になるには「転居転勤」することが

当たり前）」の3つ。ダイバーシティを皆で楽しく推進するために、“ダイバーシティがうみだす

「従業員・家族」「お客様」「会社」の満足”を「ダイ満足」として、ロゴマークも作成しました。

イオンの前身のジャスコ創業時である40年以上前から、イオンには「性別、国籍、学歴、出

身企業、年齢等によって差別しない」という人事の原則がありました。にもかかわらず、2013年

当初、国内管理職の男女比率は9：1でした。入社時は5：5なのに、なぜ管理職となると9：1に

なってしまうのか。その原因・課題をはっきりさせ、解決するのが、私たちの大きな役割です。

イオン株式会社

ダイバーシティ推進室 室長 田中 咲 氏

PROFILE
1997年イオン九州へ入社。現場マネジャー、組織人材開発部（現・人事

教育部）などを経験した後、2006年4月よりイオンへ出向。2020年グ

ループビジョン策定プロジェクトチームメンバー、ブランディング部ブラン

ド戦略担当、業務提携推進プロジェクトチーム提携担当、コーポレート・

コミュニケーション部媒体担当を経て、2013年7月より現職。

入社時の男女比率は5：5なのに、なぜ管理職は9：1なのか
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女性の退職率を下げ、女性の登用率を上げるために

これまでにダイバーシティ推進室が具体的に取り組んできたのは、大きく分けて2つです。1

つは、転職・結婚・出産などによる女性の退職率を下げること。もう1つは、女性の向上意欲

を高めて、女性の登用率を上げることです。

2013年度、まずはイオンの主要企業であるイオンリテールでヒアリングを実施し、女性がな

ぜ退職するのか、なぜ管理職になりたがらないのかを分析しました。その後、グループ12社

に共通する課題を抽出し、2014年度からは社員100名以上の国内グループ64社に「ダイバー

シティ推進責任者」「女性が活躍できる会社リーダー」「女性が働きやすい会社リーダー」を

設置して、彼らを中心にして各社が自ら考え、自主的に実行する体制を取っています。

グループ全体の取り組みとしては、「ダイ満足サミット」「ダイ満足カレッジ」「ダイ満足アワー

ド」を実施しています。「ダイ満足サミット」は、1年に4回、各社のダイバーシティ推進者やリー

ダーが参加する会議で、情報共有、新しい知識のインプット、分科会などを行うものです。各

社担当者たちのネットワーク構築、モチベーション維持、危機感・使命感の醸成につながって

います。「ダイ満足カレッジ」は、まずは若手女性の離職を防ぐ目的で、25歳前後の女性を対

象にキャリアデザインコースを開講しました。グループ内での同年代女性のネットワークをつ

くり、孤立感を減らすと共に、自分のキャリアを自分で描くことで、「いまの仕事が次につな

がっている」と感じることによる先のみえない不安の解消、ロールモデルとの対話で、仕事と

家庭の両立を諦めない女性を増やそうとしています。2014年度は年11回開催し、42社・約

540名が受講しました。「ダイ満足アワード」は、1年に1回、グループ内のダイバーシティ推進

企業を表彰するものです。昨年の第１回アワードのベストオブアクションプラン大賞は、これ

からお話しするイオンスーパーセンター、ガールズ・プロジェクト賞はリフォームスタジオ、トッ

プコミットメント賞はダイエーでした。

こうした取り組みによって、国内女性管理職比率は1％ほど上がりましたが、まだまだ満足

できる数字ではありません。今後も努力を続けていきます。



私たちイオンスーパーセンターは、東北に地域密着型の総合ディスカウントストアを展開す

る企業です。弊社は、ダイバーシティ推進を継続成長の起爆剤、東北で生き残る戦略の1つ

と位置づけており、女性管理職の増加はあくまで一種の副産物と考えています。

イオンスーパーセンターには、これまで2度の会社存続の危機がありました。1度目は2005

年の設立以来、しばらく黒字化がみえなかったことです。しかし、全社一丸となって清掃自前

化、警備業務自前化などに取り組んだ結果、2010年度に黒字を勝ち取ることができました。

2011年2月20日のことです。この間、どれだけ苦しくても絶対に閉店せず、地元のアルバイト

さん、パートタイマーさんの雇用確保を大前提としてきました。

2度目の危機は、黒字達成から21日後に起きた東日本大震災がもたらしました。南相馬店、

石巻東店など、甚大な被害を受けた地域の店舗を多数抱えていましたが、お取引先やグ

ループ各社の絶大な支援のもと、震災当日からライフラインとして全力で営業を継続。避難

所での移動販売、陸前高田市の仮設店舗などの現場を経て、私たちは東北ローカル企業と

して働く誇りを実感してきました。

なぜいまダイバーシティ推進に取り組むかといえば、あらためて全社のベクトルを揃え、成

長を継続していくために、弊社の象徴である「ダイバーシティ」を推し進めていくのがベストだ

と考えるからです。2度の経営存続危機を乗り切れたのは、多様性ある人材の活躍があった

から。彼らがもっと家族に自慢でき、家族が自慢できる企業をつくれたら、社員の働く誇りを

より高められる。自己成長を実現し、仲間と団体戦で勝つ楽しさを味わうことができたら、より

自信を持って働けるようになる。そうなれば結果的に、お客様にも社員にも選ばれる企業に

なれるだろうと考えています。

イオンスーパーセンター株式会社

人事教育部部長 江濱 政江氏

PROFILE
1991年ジャスコ（現・イオンリテール）に入社。2001年より、合計3店舗の店

長を経験。2006年に、イオンスーパーセンターに出向。人事教育採用関係

を統括。2015年より現職。人事、採用、教育業務およびダイバーシティ推

進のほか、イオングループ全体における東北エリアの人事教育担当者の

指導も担う。

ダイバーシティ推進は、東北で生き残る戦略の1つ
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しかし、理想と現実にはいまも相当の開きがあります。例えば、実力があるにもかかわらず

自信がない女性が多い。社員にアンケートを取ったところ、「管理職を目指していますか？」

という質問に、男性社員は70％以上が「はい」と答えたのに対し、女性社員で「はい」と答え

たのはわずか36％でした。こういった数々の課題を解決していくために、私たちは設立10周

年にちなんで「アクションプラン10」を打ち立て、実行していくことにしました。



アクションプラン10で最も実現したかったのが、店舗での「テレワーク」でした。その一番の

理由は、店長（課長）の長時間労働への危機感です。プライベートの時間が短いと、どうして

もお客様ニーズとのズレが生じてきますし、何よりも、管理職登用の条件が長時間労働に耐

えることなら、管理職を目指したくないという社員が多かったのです。介護や育児を行う社員

から、テレワーク導入の要望が複数寄せられたこともきっかけの1つでした。テレワークを実

現しなくては、お客様からも社員からも選ばれない企業になってしまうと思いました。

他社事例から、テレワークは社員のできる限り楽な働き方を実現すると共に、店長代行者

の育成も進められるメリットがあると推測し、イメージを固めていきました。しかし、小売業の

テレワークは日本初のこと。何から取り組めばよいのかさっぱりわからず、最初は気が遠く

なったことを覚えています。そこで、まずは制度・環境の整備といった懸案事項を解決すると

共に、店舗業務の詳細な調査を行い、テレワークできる業務を洗い出しました。その結果、

管理職以上は、計画立案と報告書などの作成をテレワークできること、入力系業務、集計業

務はおそらく在宅勤務の障がい者への移行が可能であろうということがわかってきました。

構想から3カ月、ようやくテレワークスキームの大枠を構築することができました。

テレワーク実現で、お客さまからも社員からも選ばれる企業に

第1部 事例講演2
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この取り組みによって社内でテレワークの認知度が高まったこともあり、経営陣の理解が

得られ、検討から10カ月後、日本小売業初の店舗管理職のテレワーク導入が完了しました。

現在は申請開始から1カ月ほどですが、対象者の約10％がすでに申請し、推測どおり社員

のライフとワークの質向上につながっています。なかには、「テレワークなしではもう仕事を

続けられない」と話す店長、課長がいるほどです。

あわせて、店長代行者の育成にも取り組んでいます。具体的には、1つ上の職位の仕事を

経験してもらうのです。パイロット店舗で試したところ、その店舗の女性管理職比率が知らな

い内に60％を超えるといった成果も出ています。その後、全店舗に導入したところ、管理職

業務は意外と大変ではない、ちょっと覚えたら自分も管理職になれるかもしれないと考える

社員が確実に増えています。

テレワークの導入を経て、「既成概念」を覆すことができれば、新しいチャレンジが可能だと

気づくことができました。課題は山積していますが、これからも東北のお客様と社員の幸せ

のため、やるべきことに丁寧に取り組んでいきたいと思います。

しかし当初、店長、課長のテレワーク構想は、経営幹部の共感をまったく得られませんでし

た。そこで、テレワークの効果を証明するため、先に障がい者テレワークの実現を目指しまし

た。宮城県で障害福祉サービス就労移行支援事業を行うグループ企業、アビリティーズジャ

スコに相談して、同社で講習を受けた障がい者の方々に弊社に就職していただき、在宅勤

務を依頼するスキームをつくりました。教育研修費用はすべて国からの助成金でまかなえる

ため、弊社にも大きな負担はなく、障がい者の方々、アビリティーズジャスコ、弊社の三方よ

しを実現できました。検討1カ月後に早速スタートし、現在は4名で420時間の契約をしていま

す。障がい者の在宅勤務者たちからは、自分に合う仕事が見つけられて嬉しい、家族も喜ん

でいるという声をいただいており、私たちも喜んでいます。

「テレワークなしではもう仕事を続けられない」と話す店長、課長がいる
ほど
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事業に寄与するダイバーシティを実現する

～実効的な企業パフォーマンス向上へのつなげ方～

私たちが外部からみたイオン様の取り組みのポイント、稀有だと思う点をご紹介します。1つ

目に、ダイバーシティ推進の歴史が、そのまま事業進展の歴史になっていることが大きな特徴

です。1969年のジャスコ設立時にできた「人事五原則」ですでに、差別なく人材を扱うことが提

唱されていました。その後2007年頃から、女性社員が新商品・新業態に取り組み、営業時間

が延長されたのと同時に、小売業のみ、女性・シニアといった単一属性のみでダイバーシティ

が進み、65歳や70歳が働ける、女性が働きやすくなる仕組みができ上がりました。2010年頃

の「アジアシフト」の際には、金融事業や不動産事業などの多業態×多属性でダイバーシティ

が推進されました。そして、2013年から始まったホールディングス体制、生活スタイルの提案と

歩みを合わせて、グループ全体のダイバーシティ推進へとギアチェンジが行われました。

現在は、事業進展の歴史を先取りした動きも始まっています。例えば、イオンスーパーセン

ター様では、2025年に東北エリアや小売業がどうなっているか、テクノロジーの進化が働くこと

にどのような影響を与えているかを推測した上で、自分たちの未来と数年後の取り組みを考え

ているのです。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
コンサルティング部 シニアコンサルタント

社会保険労務士 武藤 久美子
PROFILE
金属製品メーカー（東証一部上場）での新規事業の立ち上げ、大手会

計事務所での中小企業、オーナー企業の人事制度構築・運用支援を

経て、2006年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。小売・

サービス業、メーカーを中心に、ＨＲＭ領域のプロジェクトをマネジメント。

ダイバーシティ推進、女性活躍推進の支援事例を多数有する。

ダイバーシティ推進の歴史が、そのまま事業進展の歴史に

自グループ、自社がどうしたら動くのかをよくわかっている

それから、イオングループの事例で注目したいのは、ホールディングスと事業会社のよい関

係性です。何よりも、ホールディングスの基本姿勢と役割が明確です。ホールディングスが事

業会社の自律した推進活動を尊重しており、ダイバーシティ推進室は、グループが皆で取り組

んだほうが効率的なことしか行っていません。実は、社員40万人以上の企業グループでありな

がら、ホールディングスのダイバーシティ推進室のメンバーはたった3名。できることには限界

があります。そこで3名は最初の3カ月、自分たちは何者で、どのような貢献ができるのか、ひざ

詰めで毎日話し合ったそうです。そこで決まった方針が、現在のよい関係性の源になっている

のです。これから推進部署を立ち上げる企業には、この話し合いのプロセスを大事にすること

をお薦めします。

要は、自社グループ、自社がどうしたら動くのかをよくわかった上で進めているのです。他社

でも、このようなケースはしばしば見られます。「できっこない」と思われそうなストレッチした目

標を掲げることで最終的に望む成果を挙げるA社、競争に燃える社風を活用して、パイロット店

舗にわざとライバル社員を配置するなどの人事を行っているB社、短時間正社員をメジャーに

すると決めるなど振り切った施策を実施するC社など、成功しているのは各社の社風に合った

取り組みばかりです。

最後に、ダイバーシティの典型的な推進ステップと陥りがちな点をご紹介します。推進開始当

初、社内での軋轢を恐れるあまり、マル秘プロジェクトから抜け出せない企業があります。次に、

その段階を乗り越え、先行事例が出てきた後で、ホールディングスがモニタリングに終始してし

まうと、企業間や事業間でのばらつきが大きくなります。そして、一定の目標を達成した後に息

切れして、一部の社員の活躍支援にとどまっている企業も見てきました。どこかで手を抜くと、

そうした状況に陥ってしまいます。ぜひこの図を参考にしていただければと思います。
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もう1つのポイントは、ダイバーシティは、あくまでも目的を達成する手段だと考えている点で

す。イオンスーパーセンター様は、「商圏のお客様ニーズをすべて取り込んだ店づくり」という

事業目的のために、ダイバーシティを推進して、生活者視点を持った社員を増やし、商圏のお

客様の属性に近い社員構成を実現することを目指しています。

ダイバーシティは、あくまでも手段

【ダイバーシティの典型的な推進ステップと陥りがちな点】

また、「人時生産性向上と顧客接点充実の両立」のために、社員一人ひとりができることを増

やし、店舗でしなくてよいことはテレワークで行うようにしています。さらに、今回のテレワーク

導入がよい例ですが、ダイバーシティによって地域の皆様や採用市場から先進的企業と認知

されることも狙っています。



【モデレーター】

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

コンサルティング部 シニアコンサルタント

社会保険労務士 武藤 久美子

――― ここからは、会場の皆さんから集まった質問に答えていただきます。1つ目です。江

濱さん、代行者育成の苦労について教えてください。

江濱 代行者育成が必要なのは、店長の代わりをつくらなくては店長の長時間労働がなく

ならないからです。先ほど講演のなかでもお伝えしたとおり、やってみたら、意外とできる

じゃないかと多くの社員が感じているようです。店長は、以前は不安でずっと店舗に残って

いたのですが、いまはほとんどの店長が安心して必要以上の残業をせずに帰っていますし、

休みもきっちり取るようになりました。

武藤 イオンスーパーセンター様では、代行者育成によって結果的に女性活躍が進んだと

いうことも興味深い点です。優秀な女性社員の方々が、一階層上の仕事をどんどん覚えて

いったのです。しかも、その仕事ぶりが「見える化」されたので、周囲があの人は昇進して当

然だと思うようになりました。すると、自然と本人たちもその気になって、昇進する例がいく

つも出てきたのです。

――― ここまでご苦労は多かったと思います。特に苦労した点を教えてください。

田中 イオンは男女差別をしないと創業時から言い続けている企業です。だからこそ女性だ

けのセミナーへの抵抗が強くありました。女性だけというのはおかしいじゃないかとよく言わ

れました。そうした方には、管理職の男女比率が9：1になってしまうのには組織的な原因が

あり、それを解決しなくてはならないでしょうと危機意識を共有し、納得していただきました。

江濱 ダイバーシティ推進のプロジェクトチームをつくろうとして、メンバーが忙しいからという

理由で、経営層から2回も却下されました。プロジェクトにメンバーの時間を極力割かないよ

うにすると説明して、ようやく通った経緯があります。それから、「ダイバーシティ推進は女性

だけでやればいいのではないか」という意見の人を納得させるのにとても時間がかかりまし

た。

――― シネマコンプレックスでの管理職研修など、イオングループの施策には面白い施策

が多いように思います。こうした施策はどのようにして生まれたのでしょうか。

田中 「ダイ満足カレッジ」のマネジメントコースをスタートする際、管理職を全国からどうやっ

て集めるのかが時間的、コスト的にも大きな壁でした。そこで、グループ企業が持つ全国の

イオンシネマを活用すること、そしてシネマの特徴を活かして頭だけでなく心も動かす研修が

できないかと考えたのが始まりです。

男女差別がないからこそ、女性だけのセミナーへの抵抗が強かった 女性の活躍が当たり前になり、「女性活躍」という言葉を聞かなくなった

第1部 パネルディスカッション

【パネラー】

イオン株式会社

ダイバーシティ推進室 室長

田中 咲 氏

【パネラー】

イオンスーパーセンター株式会社

人事教育部 部長

江濱 政江 氏
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――― ダイバーシティ推進を行って、社内で変わった点は何ですか。

江濱 一番変わったのは、「女性活躍」という言葉を聞かなくなったことです。「女性部長」「女

性店長」という言葉も、昔はよく使われましたが、いまはまったく聞かれません。女性活躍が

本当に当たり前になった結果だと思います。また、最近はダイバーシティと効率化が連動す

るようになってきました。例えば、店舗だけでなく、本社の社員も効率的に仕事を進めて早く

帰るようになってきています。

――― イオン様にとって、ダイバーシティが事業に寄与するというのはどういうことですか。

田中 最終的には業績が上がることがダイバーシティ推進の意義だと思っています。とはい

え、すぐに業績に表れる取り組みではないことは、経営陣もよく理解しています。いまのとこ

ろ、離職率の低下、モチベーションの向上・維持という面で事業に寄与していると考えていま

す。

江濱 代行者育成に関しては、パイロット店舗の売上はたった2カ月でぐっと上がり、女性管

理職比率が60％を超えました。ただ、最終的には新卒就職の人気企業ランキングの向上と

離職率の低下の実現、あるいは社員の家族が入社したいと思うといった事実が出てこない

限り、個人的には事業に寄与したとは思えません。それは5年くらいのタームで実現したいと

思っています。

――― イオングループの企業間で、ダイバーシティ推進にばらつきはないのでしょうか。

ばらつきがあるのなら、どのように対応していこうと考えていますか。

田中 ばらつきは確実にあります。すべての企業の担当者が江濱さんのように積極的に進

めているわけではありません。私たちも押し付けてまで推進するつもりはないのですが、消

極的な企業があるのはグループ全体にもよくないので、今後は事業同士でいくつかのチー

ムをつくり、集団で競ってもらおうと思っています。

第1部 パネルディスカッション
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――― 次の課題について、一言ずつ教えてください。

江濱 ダイバーシティ経営や健康経営を、売上と、勝つ採用につなげていきたいと思います。

田中 私たちはまだ何かをやり遂げたとはいえません。先ほど講演した際お話しした3つの

常識を1つひとつ壊して、新しい常識を作り上げていきたいと思っています。



業績を高め続ける強い営業組織をつくる

～現場の主体性を育み、組織全体で価値を最大化～第2部（B会場）



第2部 弊社講演

経営理念をチカラに変える

～経営課題を解決するための理念浸透～

「営業業績のばらつきが大きい」「顧客満足が上がらない」「新人・キャリア採用者が戦力化

しない」「営業スタイルの転換が進まない」「営業活動が属人化しており、標準化が急務だ」と

いった問題をよくお聞きします。

最近のマーケットでは、以前に比べて商品・サービスの差別化が難しくなってきました。商

品説明型の営業に介在価値がなくなり、営業の難度が確実に上がっています。業績・収益

目標が高まり、社内業務の負荷やマネジャーのプレイヤー業務も増えています。一方で、営

業活動に割ける工数が減り、現場予算は縮小傾向にあります。営業組織は短期業績を重視

せざるをえず、個人の業績格差が広がると共に、メンバー育成が難しくなっています。

その結果、明らかに組織営業力の強化が必要な状況にもかかわらず、明確な戦略を打ち

出せないまま、日々の努力で何とか目標を達成しているというのが、多くの企業の現状では

ないでしょうか。もちろん、SFAなどのシステム導入、OJT、知識・スキル研修、営業増員、数

値管理、叱咤激励など、むしろ営業組織強化に手を尽くしてきた企業がほとんどでしょう。し

かし、問題はいっこうに解決しません。なぜでしょうか。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
コンサルティング部

シニアパフォーマンスコンサルタント 山田 圭介

PROFILE
営業アウトソーシング事業、人材派遣事業の企画営業に従事したのち、

2007年にリクルートマネジメントソリューションズに入社。営業力強化・

変革支援領域のコンサルタントとして、さまざまな業界で営業の勝ちパ

ターン構築による営業組織変革・強化や人材開発に携わる。

営業組織強化に手を尽くしたのに、問題が解決しないのはなぜか

「顧客価値を起点に成長し続ける組織」を提案したい

私たちは、こうした問題を抱えるお客様に対して、業績を高め続ける強い営業組織、つまり

「顧客価値を起点に成長し続ける組織」を創ることをご提案しています。つまり、（1）現場が戦

略をやりきる「戦略浸透機能」、（2）顧客接点の事実に目を向ける「マーケットニーズ把握機

能」、（3）ニーズをもとに新たな方向性を示す「戦略立案機能」を備える営業組織です。私た

ちの感触では、3つすべてが揃っている営業組織は、まだ日本企業の10～20％にすぎませ

ん。いち早く組織を鍛えれば、競争優位に立つことができるでしょう。

こうした組織を作る上では、3つのポイントが重要です。（1）売る力から「価値を提供する力」

へと営業力のパラダイムシフトを起こすこと、（2）どの営業担当も必ず提供する価値（MUST）

をつくって、営業力を底上げする一方で、優秀な営業担当が個人技を発揮できる余地

（WILL）を残して、「組織提供価値の最大化」を目指すこと、（3）仕事の見える化をした上で、

目標達成へのコミットメント、提供価値向上の議論、相互学習・相互育成、モチベーション管

理に注力して、「組織を強化するアプローチ」でチームを機能させていくことです。

営業組織をどのように強化したらよいかわからないという要望が増えている。そこで、弊社・山田よ

り、リクルートマネジメントソリューションズが考える「強い営業組織のつくり方」を紹介した上で、リク

ルートスタッフィング・吉井氏から、具体的な営業力強化の設計・浸透の実践例をお話しいただいた。

パネルディスカッションでは吉井氏の部下である布村氏も交えて、苦労や現場の声、将来について

伺った。
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3つの型を設計し、浸透させていくことが早道

「顧客価値を起点に成長し続ける組織」を創るには、組織変革プロジェクトを立ち上げ、中

長期の変革シナリオを設計・実行する必要があります。そこで重要になるのが、営業組織を

変えていくための「3つの型」です。（1）「営業活動の型」：顧客価値と営業の役割を定義した

上で、営業の役割を顧客価値に合わせていきます。例えば、顧客が人材採用の成功を望む

なら、採用広告の販売だけでなく、採用成功に力を尽くすのが営業の役割となります。そして、

価値提供の機会（契約）、価値の提供、価値の認識という3つの観点から、各段階で何をな

ぜ行うのかを設計し、「VDP（価値提供プロセス）」を明確にします。（2）「営業マネジメントの

型」：チームを機能させ、各チームでVDPを実践してもらうために、営業マネジメントの型を設

計します。（3）「チーム活動の型」：営業会議、朝会・夕会、ミーティングなどのチーム活動の

場を設計します。

3つの型は、全員が当たり前に実践するOSであり、一人ひとりが主体的に営業活動を進化

させる「学習する組織」を実現させる仕組みです。導入の際は、「MUST」から始めて「CAN」

「WILL」へ向かっていくのがよいでしょう。最初は、3つの型を「やらざるをえないルール」とす

るのです。型を守って行動した結果、業績が上がれば、皆が主体的に実践していくようにな

るはずです。3つの型を粘り強く浸透させていくことが、優れた営業組織を創る早道です。



リクルートスタッフィングは、リクルートグループの人材派遣会社です。人材派遣ビジネスは

成熟期にあり、しばらくは緩やかに伸びていくマーケットといわれていますが、上位5社のシェ

アが3割弱と多くの競合がひしめき合っており、薄利なビジネスモデルで、規制が多いために

イノベーションが起こりにくい業界です。そのなかで、私たちは中長期戦略で営業力強化と生

産性向上に注力してきました。本日は、そのうちの営業力強化についてお話しします。

今回の営業力強化施策は、2012年10月にスタートしました。当時、営業部長のポジション

にいた私に、社長から施策検討の指令が下ったのです。一部長の私が率先して全社的な取

り組みを行うことに不安はありましたが、営業力強化の必要性を漠然と感じていたこともあり、

よい機会と捉えて、早速配下のマネジャー2名を担当に据えました。さらに、営業推進マネ

ジャーとリクルートホールディングスのコンサルタントを加えた5名のプロジェクトで始めました。

株式会社リクルートスタッフィング

執行役員営業統括本部副本部長 吉井 栄伸 氏

PROFILE
1999年リクルートスタッフィング入社。神奈川エリアにて人材派遣営業

職、課長、千葉エリアにてユニット長を経験。その後、2008年経営企画

部、2011年東京エリア（千代田区・中央区）ユニット長を経験し、2013年

4月より現職。

2012年10月に営業力強化施策をスタート

第2部 事例講演

組織的な営業力強化の設計と浸透
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新規営業と教育に課題があった

以前から、「新規営業」と「教育」に課題があることが見えていましたので、2つの改革を検

討していきました。その過程で新たな課題として浮上したのが、「ユニット経営のあり方」です。

エリア軸、業界軸のユニットごとに大きな裁量、業績管理の権限を持ったユニット経営は弊

社の特徴であり、成長の原動力でした。そのため、私もこれまでは全面的によいものと考え

てきました。しかし調べていくと、もっと工夫できる点もあることがわかってきたのです。営業

日報、新規営業の優先順位、行動目標、顧客管理（DB）などがユニットごとにバラバラで、隣

の組織でもまったく違うことが、組織の生産性を下げ、新規営業に課題をもたらしていました。

それまでは、業績が落ちると行動量を増やすマネジメントが一般的でしたが、行動量は一

度増やすと、減らすのが難しいもの。結果的に、業務が多くなりすぎて営業が中途半端にな

り、行動量と成果が比例していない営業担当が散見されたのです。私も含めたマネジャーた

ちには、増やした行動を着実に成果につなげていく戦術が不足していました。これが明らか

になったとき、メンバーに対して申し訳ない気持ちになったことを覚えています。

さらにわかった事象が2つあります。1つは、リクルートスタッフィングの派遣サービスをすで

に利用されているお客様のほうが、他のお客様よりも明らかに発注確率が高いのに、第一

優先顧客にしていなかったこと。もう1つは、１カ月に一度お会いできているお客様からの発

注確率が、3カ月に一度お会いできているお客様よりも明らかに高いのに、訪問の優先順位

が決められていなかったことです。

教育体制にも問題がありました。新人が覚えることは同じなのに、毎年ユニット別で研修資

料等を作っている等無駄が多く、どの時期に何を教えれば効果が上がるといったこともまっ

たく科学的に検証されていませんでした。社員同士のナレッジ共有も、各ユニット内に限定さ

れていました。結果的に、営業業績のばらつきが大きく、上位10％は下位10％の3～4倍の

成果を挙げていました。当然ながら、下位の多くはローキャリアの営業社員です。すべてが

現場任せで、最適な営業モデルも教育モデルもない状態だったのです。
【派遣事業 マーケット】



そこで私たちは「新規営業モデル構築」と「教育モデル構築」を行い、2013年1月から私の

担当ユニットでモデルを試行した後、2013年4月から全社的な実行フェーズに移りました。な

お、「型にはめられる」という拒否感を減らすために、私たちは型ではなくモデルと呼ぶことに

こだわっています。また、一つひとつの取り組みに名称をつけ、全員にとってよいものである

ことをさまざまな場面で伝える努力も重ねていきました。

「新規営業行動モデル」では、可能性の高いお客様に集中できる仕組みの構築を目指しま

した。一定回数の訪問、一定の情報を得たお客様をつくることを「資産化」と呼び、これまで

に取引のあったお客様の「資産化」を営業のゴールと設定。その上で、発注確率によって営

業行動の優先順位を自動的に決定するシステムを創ったのです。あわせてCRMシステムを

導入し、営業活動を情報資産として残していきました。

新規営業行動モデルは、可能性の高いお客様に集中できる仕組み

第2部 事例講演

組織的な営業力強化の設計と浸透
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教育モデルとしては、全員が受講する「StaStudy」と入社後すぐの新人研修「スタータープ

ログラム」を構築しました。StaStudyは、数多くの営業事例を集め、そのなかから方向性やヒ

ントなどを抽出して、「営業の当たり前」を言語化・体系化したモデルです。具体的には、「依

頼獲得活動」「マッチング」「就業・戦力化支援」の3シーンの「当たり前冊子」を作成し、各

シーンでの基本的な考え方、ステップの目的とゴール、重要プロセス、NG行動をまとめてい

きました。一方で、「当たり前」が、営業担当の応用スキルや個人技を否定するものではなく、

むしろどんどん応用してよいことを注意深く伝えるよう促しました。

さらに、3種類の教育方法で「やりっぱなしにしないサイクル」を構築していきました。頭で理

解してもらう「ティーチング」では、皆で議論しながら進めていくワークショップを実施。反復練

習の「プラクティス」としては、2～3分の練習を日々繰り返す「ロープレマラソン」をルール化。

WEB会議システムを使って参加できるため、地域のメンバーからも好評です。実践的教育の

場「ゲーム」では、マネジャーは話さず、営業担当がお客様と話すことで気づきを得てもらう

営業同行「セールスコーチング」を導入しました。

新人向けの「スタータープログラム」は、研修、ロールプレイング、個人学習、テストなどを

整理して、半年間のパッケージプログラムにしました。WEB中継、WEBテストなどを活用して、

全国で新人の教育レベルが均質になるような手立ても打っています。途中経過を調査したと

ころ、真剣に取り組んでいるメンバーとそうでないメンバーではっきりと差が出ていました。こ

のデータを見て、自分がやってきたことに間違いはなかったと自信がつきました。

しばらくすると、マネジャーから、「モデルが複雑でわからない」「メンバーに行動を記録させ

られていない」「メンバーのスキル不足で実行できない」「CRMシステムが使いにくい」といっ

た生の声が上がってきました。そこで私は、毎月マネジャー向けのワークショップを開催し、

彼らと徹底的に向き合って、なぜ取り組むのか、なぜこうした仕組みにしたのかを説明すると

共に、「営業を本気で変えていく」という気持ちを伝えました。表彰、ナレッジ配信、日報、進

捗シートといったツールを積極的に使い、営業担当が焦らず継続できるようにモデルへの取

り組みを行い、営業担当の負荷を考慮して実行フェーズの注力ポイントを四半期の締めとず

らすなど、細かな工夫も加えました。

【新規行動営業モデル】

営業の行動量や労働時間を減らしながら、依頼数を上げることに成功

成果は着実に出ています。具体的には、営業の行動量や労働時間を減らしながら、依頼

数を増やすことに成功し、生産性が高まりました。その結果、マーケット比で2倍強の就業ス

タッフ数増加率を実現。目指したことが実現しつつある手応えがあります。

弊社では毎年度、全社MVPや最優秀マネジャーなどの表彰を行っておりますが、昨年度

の全社MVPが、「StaStudyのロープレマラソンで、スタッフやクライアントの気持ちを理解でき

るようになり、自分が営業として介在する価値に気がついた」と語り、最優秀マネジャーが、

「StaStudyはメンバーが本質的に成長できる方法だと思う」とコメントするなど、優秀なメン

バーにも有意義なモデルとして受け入れられています。

今後の課題は、継続性です。長期の取り組みにするために、引き続き手を打っていきたい

と考えています。また、新人には形骸化のリスクがありますから、その点も注意したいと思い

ます。次の展開として、既存営業モデルの構築も模索しています。

3種類の教育方法で「やりっぱなしにしないサイクル」を構築



【モデレーター】

株式会社リクルートマネジメント

ソリューションズ

シニアパフォーマンスコンサルタント

山田 圭介

――― 実際に現場がどうだったのかを、営業力強化施策プロジェクトメンバーの一員であ

る布村さんに伺いたいと思います。最初にこの話を聞いたとき、どのように感じましたか。

布村 私自身、十数人のメンバーを抱えており、頑張っているのに業績が上がらないメン

バーのフォローに課題を感じていたこともあって、このプロジェクトに関われる意義は大きい

と思いましたし、ワクワクしました。

――― 現在の営業組織はどのような状態にあるのですか。

吉井 StaStudyは事務系の職種を担当する最前線のメンバー全員に実施し、スタータープロ

グラムも実行しています。その結果、例えば新人が早く独り立ちできるようになったなど、目

に見える成果も挙がっています。

――― 手応えがあったのはいつ頃からですか。

吉井 4月から全社的に導入して、実はついこの10月くらいまではなかなか成果が見えず、

苦戦していました。スタートから3カ月でマネジャーやメンバーに理解してもらえて、6カ月でよ

うやく成果が出始めたといったところです。

――― 成功要因は何だと思いますか。

吉井 粘り強く諦めないで取り組んだことと、焦らなかったことだと思います。ちょっと成果が

出ないだけで、すぐに上からも下からも突っ込みがありましたが、そこで動じずにやってきた

ことが成果につながったと考えています。これについては、経営トップとしっかり話しておくこ

とが重要だと思います。また、講演でお話ししたとおり、営業の四半期の締めと実行フェーズ

をずらしたことで、四半期ごとのモニタリング結果だけが問題視されないよう工夫したのは効

果があったと感じています。

開始から6カ月で、ようやく成果が出始めた

風当たりは強かったが、期待の声もあった

第1部 パネルディスカッション

【パネラー】

株式会社リクルートスタッフィング

執行役員 営業統括本部 副本部長

吉井 栄伸 氏

【パネラー】

株式会社リクルートスタッフィング

事業推進部 コアバリュー推進グループ

マネジャー 布村 玲子 氏
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――― 苦労したことや改善ポイントはありましたか。

吉井 マネジャーがメンバーに説明するのに苦労していました。最初だけは私から全メン

バーに話したのですが、それ以降はマネジャーに任せていたのです。いま思えば、私が定

期的に営業メンバーと情報共有する場があってもよかったのかもしれません。



――― 他のマネジャーの皆さんは、どのような反応をしていましたか。

布村 正直、風当たりは強かったように思います。「中央ユニットが主導しているのはなぜ？」

「これ以上、仕事を増やすのはやめてほしい」などとよく言われました。また、優秀なメンバー

からは「なぜ型にはめようとするのか」と反発を受けたことも多くありました。そうした場合は、

納得してくれるまで向き合って話し合いました。一方で、なかなか業績が上がらず、このプロ

ジェクトが「光」に見えていたメンバーもいて、「このとおりに行えば、業績が伸びるのですね」

といった期待の声が上がっていたことも確かです。

――― プロジェクトをやりきれたのはなぜでしょうか。

布村 さまざまな検証をしながら進めたものの、当然、本当に効果が出るかどうかはやって

みなければわかりません。それなら、始めた以上、信じてやりきるしかないという覚悟を持っ

て取り組みました。つらいこともたくさんあったのですが、最初の頃にプロジェクトメンバーで

目指す姿を深く語り合った時間や、フィジビリティを受けてくれたメンバーたちの温かい声が、

後々まで大きな力になりました。それからもう1つ、月に一度、リクルートホールディングスの

担当メンバーやリクルートスタッフィングのボードメンバーへの報告会があり、そこで経営トッ

プが後押ししてくれたことが本当に心強かったです。

第1部 パネルディスカッション

- 47 - - 48 -

――― 2012年以前は、どのような取り組みがあったのでしょうか。

吉井 リーマンショック後、契約数が大きく減ってしまいました。それがようやく上向きになっ

てきたのが、2010年下期です。その頃から新規営業のテコ入れ施策は要望されていました

が、当時はあくまでもユニットごとの取り組みが当たり前で、私自身も全社的な施策を行わな

いことにまったく疑問を持っていませんでした。

―――今後、取り組もうとされていることは何でしょうか。

吉井 景況感に関係なく、継続していくことが大事だと考えています。もう1つは、既存顧客に

対する営業モデルの構築です。これに関しては苦戦中ですが、しっかり取り組んでいきたい

と考えています。

景況感に関係なく、継続していくことが大事


