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本フォーラムは、最新の研究結果や企業事例など 

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度開催しています。 

12回目となる今回は、「人事の新たな挑戦 

～ 人事が主導する変革に光を当てる～ 」と題し、 

4つの企業事例と2つの先端研究を取り上げ、 

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、企業事例をお伝えした 

4セッションをご紹介いたします。 

 

RMS Forum 2016事務局 

【開催概要】 

日時：2016年11月7日（月） 13:30～16:00 

会場：東京コンファレンスセンター･品川 

 

【全体プログラム】 

<第1部> 

• 自社に最適な人事制度の再選択 

• JTの女性活躍推進 ～「働きやすさ」から「働きがい」へ～ 

• リーダーのスピーディな立ち上げを支援する5つのポイント 

 

<第2部> 

• 人材開発部が主導する生成的な組織変革 

• リクルートグループの「働き方変革」 

• ミドルマネジャーの持続的成長を促す3つの視点 

 

※ 「RMS Forum 2016 DIGEST」は青文字の4セッションになります。 

はじめに 概要 



自社に最適な人事制度の再選択 

A-1 人事制度 



A-1  人事制度 

自社に最適な人事制度の再選択 

 井ノ山様にお話しいただく前に、私の方から人事等級制度の種類や変遷について、ごく簡

単に説明します（図表01）。高度成長期・バブル期までの日本企業では、過去の貢献を評価

する年功ベースの「功績等級制度」や、保有する職務遂行能力を評価する「職能等級制度」

が一般的でした。功績等級制度は一人前になるまでに時間がかかる職種の離職を防ぐ際に、

職能等級制度はポスト不足のなかでも高い能力をもった人を処遇する際に、それぞれ機能

してきました。しかし、バブル崩壊以降は職能等級制度も徐々に少なくなって、代わりに発揮

能力を評価する「実力等級制度」が広まりました。その後、2000年前後には職務を評価する

「職務等級制度」が増え、最近は職能・職務のハイブリッドである「役割」を評価する「役割等

級制度」を採用する企業が増えてきています。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

営業統括部 統括部長 松雄 茂 

PROFILE 
1986年リクルート入社。HRD/HRM領域の営業から営業マネジャーを

経て、リクルートコミュニケーションエンジニアリング出向。中堅企業

から大手企業の事業成果創出案件に関わる。2014年リクルートマネ

ジメントソリューションズに戻り、営業部長を経て現職に至る。 

人事制度についてのご相談が増えている 

 私たちの調査では、現在、管理職の人事処遇制度については、職務等級ベース（34.3％）

と能力・職務両ベース（36.3％）がほぼ同程度選択されており、一般従業員については職能

資格ベース（45.1％）が最も多く選択されています（いずれも、弊社「昇進・昇格および異動・

配置に関する実態調査2016」）。結果責任を伴う管理職層には「職務」を織り込んだ等級が

多く見られる一方で、一般の従業員層に対しては、「能力を高める時期」と位置づけ、今も

「職能」を基準とした等級をとっている企業が多いのです。 

 こうして日本企業は、年功基準（功績等級）から職能基準（職能等級）へと移行し、現在は

役割基準（役割等級）へと移りつつあるわけですが、一方の欧米企業は長年、職務定義書に

代表される「職務基準（職務等級）」をベースに制度が作られてきた歴史があります。しかし

近年は、環境の変化がより激しくなり「職務の定義」が難しくなってきたことと、人材育成や

チーム活動の重視という意味から「ブロードな職務基準」、あるいは日本企業と同じような役

割基準に移行する企業が増えています。現在は日本企業も欧米企業も、役割基準に向かっ

ているのです（図表02）。 

日本企業の人事制度は、年功基準から職能等級へと移行し、現在は役割等級へと移りつつありま

す。このセッションでは、職能資格制度から役割等級制度への転換、そして再度、職能資格制度へ

の再転換を経験した、いすゞ自動車・井ノ山様に、背景や経緯・具体的なポイントをお話しいただき

ました。 

 

[図表01] 

[図表02] 



 私たちは2015年10月、「役割等級制度」から「職能等級制度」へと人事処遇制度を再転換し

ました。今回は、その背景や経緯、具体的なポイントなどをお話しします。 

 私たちはもともと、職能資格制度を採用してきました。ところが、1990年代に業績が悪化し、

2000年には赤字に転落して、ビジネスを再建せざるを得なくなりました。まずはリストラと資

産圧縮・組み換えを断行し、財務基盤と社会的信用の立て直しを優先事項として、事業の徹

底したスリム化と効率化を図り、無駄なく効率的な体質を構築する段階でした。その一環とし

て、2005年に職能資格制度から役割等級制度へと人事処遇制度を変更しました。会社再建

に邁進し少人数のスタッフで大きな成果をあげていくには、成果をあげたメンバーを十分に

評価する必要があり、単に保有能力だけでは評価が難しかったからです。その頃は役割等

級制度が最もふさわしい制度で、会社が再建できたことから鑑みると、結果的にはその役目

を果たしたと評価しています。 

 しかし、2011年頃から成長路線に転換すると、今度は役割等級制度のデメリットが顕在化

してきました。具体的には、役割等級制度のもとでは役割と役職がリンクしていたため、役職

を離れると役割が下がると同時に給与が下がるため、成長路線に必要な思い切った異動を

させるのが難しくなっていたのです。これは、単に人材流動の問題だけでなく、人材育成の

問題でもあります。異動が少なくなれば、学ぶ機会が減ってしまいます。その結果、私たちは

人材育成不足、技能伝承不足、次世代人材不足といった問題に陥っていました。これらの問

題は、成長路線に入る上では致命的です。 

 つまり、成長路線に入った私たちには、永続的な企業成長のため、事業スピード・成長戦

略に対応できる人事処遇体系への変更が必要だったのです。そこで私たちは、処遇体系を

見直すことを決めました。まず問題点を洗い出して、仮説を設定し、想定される論点を定めた

後に見直しの方向づけを進め、ポイントを見極めていきました。 

いすゞ自動車株式会社 
総務人事部 人事第一グループ グループリーダー 

井ノ山 泰臣 氏 

PROFILE 
1989年、いすゞ自動車入社。藤沢工場を皮切りに、入社以来、一貫し

て人事・労務に従事。今回の人事処遇の見直しには、検討開始時よ

り参画。2015年より現職。人事・労務政策の立案、労政、新卒・中途

の採用を担当。 

役割等級制度では思いきった異動が難しい 

 当然、社内からはさまざまな声が届きました。一番多かったのは、「なぜ今さら“職能型”な

のですか？」という素朴な疑問です。これらに対しては、人材流動と人材育成の問題を解決

するために職能型に戻すのがベストなのだということを丁寧に説明していきました。 

 また、いくつかあったのが「年功序列に戻るのですか？」という誤解です。これに関しては、

新処遇体系は、年齢・勤続による自動昇給の排除、昇格に際しての必修研修の要件化など

の施策を盛り込んでおり、むしろ年功序列でなくなることをお話しして、“職能型”にありがち

な誤解を解いていきました。その他の批判的な反応は少なく、比較的スムーズに変更できた

と感じています。 

 また、当然ながら、制度を変える上では経営陣や労働組合への対応が必要となってきます。

経営陣に向けては、各部門の部長をメンバーとした社内横断検討チームを設置し、各部門

の意見を制度設計に反映させ、チームでの検討内容を定期的に役員会で報告することでコ

ミュニケーションを図っていきました。加えて、私たち人事が、必要に応じて社長や各役員に

対して個別に説明とヒアリングを行いました。最終的には、トップからの後押しが物を言いま

した。やはりトップの理解が肝要だと思います。 

 労働組合に対しては、現状の問題をしっかりと共有し、処遇体系を見直すことでその問題

がどのように解消できるかを丁寧に説明し、一つひとつ理解を得ていきました。 

やはりトップの理解が肝要だ 

[図表03] 
A-1  事例発表 



 人材処遇体系を考える上では、「育成→配置→評価・処遇→育成……」の「人材育成・活

用サイクル」が連携して継続的に循環するかどうかが重要です。このサイクルが回れば、人

材は自律的かつ計画的に育っていくからです。また、このサイクルを実行するポイントは、上

司の主体的人材育成意識と上司と部下の対話にあります。等級制度、賃金制度、評価制度

は、あくまでもこのサイクルを促進するツールとして見直す必要があります。今回の制度変

更にあたっては、同時にキャリアプラン、ジョブローテーション、タレントマネジメントシステム

なども導入しましたが、いずれも人材育成・活用サイクルをよりよく回すことを目的としていま

す。 

 私たちの今後の課題として挙げられるのは、1つは「実効性の見極め」です。つまり、職能

等級制度を導入したことで、人材育成・活用サイクルがよく回るようになったかどうかをしっか

り確認していきたいと思っています。ただし、単に制度を導入しただけですべてが変わるわけ

ではありません。最も重要なのは、上司が部下とこまめに面談し、部下をよく観察し、部下と

向き合ってコミュニケーションをとることです。これは評価に限らず育成にも同じことがいえま

す。彼らに評価・面談をする習慣をつけてもらうことが、制度の実効性を高めるために欠か

せないと考えています。 

 今回、私たちは組織・人の課題を解決するために人事制度を活用しました。人事制度はあ

くまでもビジネスや社会の状況に合わせて、その都度変えていけばよいと思います。 

重要なのは上司が部下とこまめに面談すること 
Q. 役割等級制度はどのような場面で使いにくかったのでしょうか？ 

  

1つ目に、私たちの職場はチームプレイが基本ですから、そもそも個人の役割や成果

が分かりにくいという問題がありました。2つ目に、特に管理職層の異動が難しかった

ことが問題でした。例えば、海外法人のマネジャーが帰任する際に同程度のポストが

空いておらず、役割を下げなくてはならないことがありました。帰任のためにポストを

設けることは本末転倒ですし、当然、給与が下がってしまいますから、これは問題です。

また、同様に成長戦略に必要な短期プロジェクトでの異動などもポストや役割を気に

せざるを得ないことが多く、悩みの種となっていました。 

 

Q. 上司の主体的な人材育成意識を形成するための意識づけはどのように

しているのでしょうか？  

 

面談において重要なのは、上司と部下が面倒くさがらずに、互いに意見や考えを率直

に話し合い、腹を割って本質的な対話ができているかどうかです。この点に関しては

面談にこだわらず、経営トップから「手を抜かず真剣な議論をしてほしい」と強くメッ

セージしてもらっています。また、タレントマネジメントシステムで、面談が完了しないと

次のステップに進めないようになっており、そこで状況を管理しています。 

 

Q. 管理職も職能等級制度に変更したのでしょうか？ 

 

そうです。管理職にも面談と人材育成の仕組みを入れたかったこともあって、職能等

級制度に切り替えました。ですから当然、同じ役職でも給与が異なるケースが出てき

ます。その差を埋めるために、年俸制に加えて半期単位の業績評価制度を導入する

といった工夫をしています。 

■質疑応答 
A-1  事例発表 



人材開発部が主導する生成的な組織変革 

A-2 組織変革 



人材開発部が主導する生成的な組織変革 

 中川様にご登壇いただこうと思ったのは、人材こそが競争力の源泉と捉え、人材に投資を

惜しまない人材輩出企業・野村證券様の人事・人材施策は、他社の人事の皆様にも、きっと

参考になる部分があるはずだと、以前から思っていたからです。そのなかでも、今回は特に、

「部店長」を中心とした2011年度からの人材開発・組織開発の一連の取り組みに焦点を当て

て、事例発表いただきます。 

 今回の取り組みでは「人材開発」と「組織開発」の有機的な組み合わせがポイントになって

いるとお聞きしていますが、果たして組織開発をどのように取り入れられたのか。また、どの

ようなアプローチをとってこられたのか。企画担当として大事にされた考え方やスタンスはど

ういったものだったのか。こうした点にぜひ着目していただけたらと思います。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

ビジネスフロンティア部 藤井 卓哉 

PROFILE 
1994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。2016年

よりキャリアカウンセリングおよびコーチングサービス全般を担当。 

なぜ部課長を継続的に巻き込めているのか 

組織を変えるには、現場のトップを変えていくことが最も効果がありますが、それは決して簡単では

ありません。しかし、野村證券様では、5年という長期間にわたって、人材開発部が部店長を継続的

に巻き込み、彼らを中心に人材開発・組織開発を実行し続けております。こうしたことをなぜ実現で

きているのか、野村證券・中川様にその変遷と内容についてお話しいただきました。 

 今回ご紹介する取り組みは、2011年度から始まったものです（図表01）。きっかけは、当時

の営業部門CEOの発案でした。それまでの当社は、部店長研修というものを22年前に一度

実施したきりで、それ以降、一切行ってきませんでした。22年前、ビジネス上の危機を迎えて

いた野村證券をどうしたらよいかを考えるため、たった一度だけ部店長研修を行ったのです。

営業部門CEOはその研修の最年少参加者でした。2010年頃もまた、22年前と同様にビジネ

スは最悪の時期を迎えていました。そこで営業部門CEOは、再び部店長研修を行おうという

アイデアを思いついたのです。 

 8泊9日、朝から晩まで徹底的に本を読み、自分の頭で考えて、リーダーシップについての

考えを多角的に深め、自らしっかりと価値観を形成できる研修にしてほしいという要望を受け、

私たちは「部店長研修」を実行しました。思えば、これが私たちの取り組みの始まりです。翌

2012年度は、この部店長研修のフォローアップ研修を行いました。 

野村證券株式会社 
人事部 ワークライフ・サポート課 

中川  洋二 氏 

PROFILE 
1962年 野村證券入社。営業部門に配属後、20年以上にわたって

セールス、マネジャーを経験。2009年人材開発部次長。部長・課長向

けのリーダーシップ研修、組織開発系研修の企画・運営などに注力。

2016年7月より人事部にて、シニア従業員の働き方の制度設計や運

用を担当。 

「すべてはお客様のために」を実現するための組織開発を開始 

[図表01] 
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 部店長・マネジャー・若手リーダーが主体的に変革に取り組まない限り、組織は何も変わり

ません。ですから、できる限り「自分ゴト」として考えてもらうことを重視した仕立てになってい

ます。例えば、全体的に研修ではなく「ミーティング」という言葉を使いましたが、これは受け

身の姿勢ではなく、主体性をもって動いてもらいたかったからです。 

 部店長向けの場には、必ず永井社長に参加してもらいました。どうしても難しいときは、ビ

デオメッセージをいただき、社長の強い想いを伝えてもらうようにしました。すべてがアクショ

ンラーニング型で、AI（アプリシエイティブ・インクワイアリー：対話プロセス技法の1つ）などを

活用した場にしていきました。イノベーションマインドを醸成するため、ビジネス創発の場を用

意したり、「未来共創カフェ」と冠した場を設定して、お客様をゲストにお呼びして多様な意見

を頂戴したりもしました。 

 マネジャー向けの場は、コンピテンシーに沿って、ステディにマネジャー向け必須研修と

リーダーシッププログラム、女性マネジャー向けプログラムを用意しました。 

 ノミネーションメンバー向けの場に集まったのは、入社7年目くらいの若手従業員が中心で

した。彼らにはもっと視野を広げてほしいという想いがあり、さまざまな企業の若手リーダー

にもミーティングに参加していただき、一緒に議論する場を準備しました。 

 ここまでは部店長本人のリーダーシップ開発、つまり人材開発でしたが、2013年度に状況

が大きく変わりました。この年、永井が新社長に就任したのです。 

 永井は「すべてはお客様のために」というビジョンを強調し、そのために部門間の壁を取り

除き、会社を根底から作り変えると宣言しました。具体的には、「売買型」から「コンサルティ

ング型」へと、ビジネスモデルを根本的に変えていこうとしたのです。従来の売買型ビジネス

では、現場トップが考えたことをメンバーが実行する「ピラミッド型」の組織でよかったのです

が、コンサルティング型では一人ひとりが考え、実行しなくてはなりません。大きな組織変革

が必要でした。 

 当時の私の想いは、永井の示したビジョンや方向性と合致していました。その頃、野村證

券は変革への反発の傾向が強く、前例踏襲や主体的に考えない風潮が蔓延し、ビジネスの

スピード感が落ちていると言われていました。私自身、これを何とかしなくてはならないと思っ

ていました。部店長研修も、その想いをもちながら取り組んでいたのです。そこで新社長に、

2011年度から始めた部店長研修を拡大する形で、組織変革の取り組みを推進したいと提案

し、了承を得ました。ここから組織開発が本格的に始まったのです。 

「自分ゴト」として考えてもらうことを重視 

 2013年度から始めた取り組みの全体像は、このようなものです（図表02）。最初に「部店長

研修（部店長未来共創ミーティング）」を行い、部店長に自らの部店の変革デザインを考えて

もらいました。次に、部店長が自組織からノミネートした若手リーダーが参加する「ノミネー

ション研修（ノミネーション未来共創ミーティング）」を実施しました。そこでは、部店長の変革

デザインを受けて、ノミネートされた若手従業員たちが推進デザインを構築していきました。

それを持ち帰って部店長と検討し、もう一度ノミネーション未来共創ミーティングを行った上で、

最後に改めて部店長未来共創ミーティングを開催し、総合レビューと変革リデザインを進め

ていくという仕立てでした。この後は、変革デザイン・推進デザインを受けて、部店長・マネ

ジャー・若手リーダーが軸となり、実際に部店の変革を進めていくという流れになります。な

お途中には、マネジャー研修を挟んでいます。 

A-2  事例発表 [図表02] 



Q. 取り組みのコンセプトメイクはどのようにしたのでしょうか？ 

  

コンセプトは大変重要なものと位置づけ、まるまる2日間合宿して決めました。コンセプ

トがしっかりしていないと、分業したときにズレが生じてしまうからです。合宿では、私

たち自身が何を思っており、何を達成できればよいかを皆で共有しながら、コンセプト

を形作っていきました。コンセプトメイキング合宿は、特に最初の1年間を安心して取り

組むために必要な時間だったと思います。 

 

Q. 成果はどのように計測しているのでしょうか？ 

 

一切計測していません。何のアンケートも取っていないのです。場の評価を

すると、自分ゴトでなくなってしまう恐れがあります。それを避けたかったので

す。その代わり、社長や役員の皆さんに何度も参加してもらい、必要な場で

あることをよく理解してもらうようにしていました。 

 その後、少しずつ形を変えながら、私たちは現在もこうした一連の人材開発・組織開発の

取り組みを続けています。その結果、部店長やマネジャー層、ノミネート若手層を中心として、

皆がワールドカフェやAIなどの技法に慣れ、そうした場がいたるところで自然発生するように

なりました。主体的に対話し、考え、実行する従業員が増えたことも間違いありません。とは

いえ、まだまだ全員が主体的になったわけではありませんから、今後も何かしらの取り組み

を継続していく必要があると考えています。こうした取り組みは、やり続けることが最も重要

なのです。継続しなければ、決して組織は変わっていきませんから。 

 これらの取り組みの一番の特徴は、「生成的変革アプローチ」をとったことです。最初から

計画を立てて、そのとおりに動くのではなく、進めながらそのつど考えていきました。ゴールも

生成的に毎回設定していきました。変化の多い現代には、このようなアプローチが必要だろ

うと感じています。 

「生成的変革アプローチ」をとった 

Q. 部店長からの抵抗や障害はなかったのでしょうか？ 

  

最初は抵抗感が強くあって、特に初回のミーティングは異様なムードで始まりましたが、

いざやってみると、皆さん集中して取り組むようになり、いつの間にか抵抗はなくなっ

ていました。また当然、初期は意見や批判のようなものがありましたが、そうしたことに

は惑わされずに進めてきました。 

 

Q. AIなどの技法には違和感はなかったのでしょうか？ 

 

AIやポジティブシンキングアプローチはもちろんのこと、そもそも私たちの組

織にはそれまでは議論する習慣がなかったので、最初は大きな違和感があ

りましたが、慣れたら皆さん楽しそうに対話するようになりました。また、特に

最初の頃、自分のあるべき姿、部店のあるべき姿を2、3日かけて考えたとき

などは、「こんなことは時間のムダじゃないか。営業の数字を追わなくてよい

のか」と言う部店長もいましたが、今では、自分や組織のあるべき姿を考え

る時間は必要という認識に変わっています。 

■質疑応答 
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JTの女性活躍推進 
～「働きやすさ」から「働きがい」へ～ 
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JTの女性活躍推進 ～「働きやすさ」から「働きがい」へ～ 

 多くの企業にお話を伺っていくと、なかなか女性活躍が前に進まない現実が見えてきます。

その要因として大きい問題は、「女性を管理職候補生として育成してこなかった上司」と「管

理職になりたくない女性従業員」の存在です。この問題を解消するには、一人ひとりの意識

を変えていく必要がありますが、女性活躍推進を行っている企業様からは、「総論賛成・各論

反対で進捗しなかったり、頓挫したりする」ということをよく耳にします。表向きは女性活躍を

否定しないのですが、内心では賛成していない役員やマネジャーがおり、「女性が活躍する

のはよいけれど、ウチの部門は女性には向いていないから」などと言って、女性活躍への抵

抗勢力となってしまうのです。また、女性活躍を他人事と考える現場マネジャーが、昇格候

補者になかなか女性を挙げない例も多く見られます。 

 他方では、管理職になれる女性母集団が圧倒的に不足しているという現実があります。ス

キル・意欲が共に十分で、管理職に登用できる女性はすでにおおかた管理職にしてしまった。

数値目標の達成のためには、意欲が低い女性の背中を押す必要があるが、彼女たちには

管理職になるための「覚悟」が欠けていて、困っている。このように話す人事の方が非常に

多いのです。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

営業統括部 荒川  陽子 

PROFILE 
2003年入社。営業職として、大手企業を中心に人材採用・人材開発・

組織開発の企画から実行支援を行う。2012年より、営業組織のマネ

ジメント職を担うと共に、女性活躍推進テーマの新商品開発、サービ

スラインナップの構築を行うプロジェクトに携わる。 

マネジメントに「働きがい」を感じる女性は多い 

2015年8月、女性活躍推進法が成立し、従業員数が301名以上の企業には女性活躍に関する数値

目標と取り組みを盛り込んだ行動計画や情報の公表が義務づけられました。1986年に男女雇用機

会均等法が施行されて以来、今回が5回目の女性活躍ムーブメントですが、一過性のブームに終わ

らずに続くかどうかが注目されています。女性の背中を上手に押し、女性活躍を進めている企業の

代表として、日本たばこ産業・金山様に事例をご紹介いただきました。 

 実際、弊社の調査でも、女性の昇進前の昇進意欲が低いことが分かっています。しかし、

その調査では、実は女性管理職の方が、男性管理職よりも成長実感や仕事の誇りをもち、

自分らしさを活かしてマネジメントしていることも分かっています。つまり、昇進前は管理職に

なることに対する意欲が低いけれど、思い切って任せてみたら、「働きがい」を感じて頑張る

女性がたくさんいるのです。彼女たちの背中を押すことは、会社にとっても本人にとってもプ

ラスに働くのではないでしょうか。 

 本日ご登壇いただくJT様は、女性従業員の方々の背中を上手に押しているだけでなく、上

司の意識醸成も進めていらっしゃいます。きっと多くの企業様の参考になるだろうと思います。 

 私たちJTは、2013年から本格的に女性活躍推進をスタートしました。決して先発企業では

ありませんが、私たちなりに取り組んできたことがありますので、ご紹介したいと思います。 

 本格的なスタートのきっかけは、2012年6月に小泉が新社長として就任し、社長として実現

するアジェンダの第一にダイバーシティ推進を掲げたことです。その際に小泉が指摘したの

は、JTグループ海外たばこ事業との歴然とした差でした。2013年に多様化推進の取り組み

を開始した時点で、海外たばこ事業を担うJTIの女性従業員比率は29.5％、女性マネジメント

職比率は25.9％でした。しかし、対するJT国内は、女性従業員比率が11.7％で、女性マネジ

メント職比率は1.4％に過ぎませんでした。まずは、このギャップを埋めるため、多様化推進プ

ロジェクトが始まったのです。 

 2013年4月、人事部内にプロジェクトを立ち上げ、7月には人事担当執行役員配下に、人事

部から独立した多様化推進室を設置。同時に、全執行役員を各部門の多様化推進責任者と

して、その配下のチームリーダー、スタッフから多様化推進担当者を選任しました。 

日本たばこ産業株式会社 
多様化推進室  室長 

金山 和香 氏 

PROFILE 
2000年日本たばこ産業入社、郡山工場に配属。04年たばこ事業本部

製造統括部製造部。07年たばこ事業本部M&Sグループブランド企画

部。08年たばこ事業本部事業企画室。09年生産技術センター製造部。

12年たばこ事業本部A&Eたばこ事業部。13年人事部。13年7月から

多様化推進室 室長。 

部下も上司も遠慮している 

B-1  女性活躍 
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 私たちはまず従業員の声を集めたのですが、とにかく「否々両論」（造語）でした。女性従業

員からも男性従業員からも、女性活躍推進に否定の言葉しか聞こえてこないのです。女性

従業員に多かったのは、「今さら遅い。なぜもっと早くやってくれなかったのか」、また逆に「私

たちはすでに十分活躍している。これ以上、何をしたらよいの？」というものでした。男性従

業員からは「女性だけにアドバンテージを与えるのは逆差別ではないか」という意見もあれ

ば「JTではダイバーシティが進んでいて、女性は十分に活躍している。現状が実力に見合っ

た状態なのだから、何をする必要があるのか？」という意見が多く挙がりました。 

 しかし、よくよく耳を傾けていくと、彼ら・彼女らの意見の多くに、各自の経験から導かれた

考えがあることが分かってきました。そこで私たちは、そうした声を活かした施策を展開しよう

と決めました。 

 まず私たちは、マネジメント職候補者層の女性従業員と1対1の面談を進めていきました。

その面談結果について上司にフィードバックするなかで、上司側の考えもヒアリングしていき

ました。そこで分かったのは、「部下も上司も遠慮している」ということです。女性従業員の多

くは、成長意欲も責任感も強いのですが、「頑張りたい」と意思表示することで会社に迷惑を

かけるのではないかと躊躇してしまうケースが多く見受けられました。一方のマネジメント職

は、彼女たちに実力があることは知っていて成長を支援していきたいが、家庭などのことを

考えると昇進させにくいという悩みを抱えており、双方が足踏みをしている状況でした。そこ

で、両者のサポートをしていく必要があることが見えてきました。 

マネジメント研修」を実施。2015年からは、部下のワークライフバランスを考え、自らも仕事と

私生活を楽しみながら業績をあげる「イクボス」を育成する「イクボス実践セミナー」も行うと

共に、部下とのコミュニケーションに特化した「ダイバーシティ部下育成研修」をスタートさせ

ました。 

また、さまざまな支援策も用意しています。従来から、育児休職・介護休職・短時間勤務措

置・フレックスタイム制など、育児・介護をしながら働く従業員が「働きやすい」職場環境は整

備していましたが、2015年以降は、これらに加えて「働きがい」につながる職場環境の整備を

進めています。具体的には、早期復職支援休暇・認可外保育料補助・延長保育利用料補

助・学童保育利用補助・ベビーシッター利用料補助・介護費用補助などです。これらの施策

を通じて、さまざまな境遇の従業員が「選択」できる環境を整備すると共に、さらなる成長を

促進しています。 

 なお、全従業員の70％以上を占める男性一般従業員（周囲者）にも、多様化推進を自分ゴ

トと捉えてもらえるよう、イントラネットを活用した意識醸成や弾力勤務・フレックスタイム制・

テレワーク・効率的業務遂行の推進などの「働き方改革」を進めています。社内の大多数で

ある彼らを巻き込んでいくことが、多様化推進には欠かせません。イントラネットにはさまざま

な従業員のワークライフバランス実践例や、役員と有識者の対談などを掲載しています。ま

た、「イクボス実践のヒント」「ナニボス診断」（図表01）などの親しみやすいコンテンツを用意

し、気軽に楽しく取り組める仕組みを整えています。 

B-1  事例発表 

「働きがい」につながる職場環境の整備を進めている 

 そうした従業員の声をもとに、私たちは女性従業員向け、マネジメント職向け、周囲者向け

の3方向で施策を進めています。 

 女性従業員向けには、女性マネジメント職にリーダーシップに関する自身の理解や行動を

見つめなおし、行動変容につなげて、相互の縦・横・斜めのつながりを維持・深化させること

を目的とした「女性マネジメントミーティング」、自身の強み・弱みをサポートしながら外部との

つながりを作る「外部研修派遣」、階層別研修などの「社内研修」、イントラネットやセミナーを

通じて多様なロールモデルを提示する「継続的な意識啓発」などを行い、彼女たちの成長を

支援しています。半年に一度開催する女性マネジメントミーティングには毎回50～60名の女

性マネジメント職が集まり、外部研修は年間30～40名を派遣。着々と成果が出てきています。 

 マネジメント職向けには、まず2013年から「経営陣の多様化推進メッセージ」を継続的にイ

ントラネットで発信しています。社長以下、各役員が自身の経験やプライベートを明かしなが

ら、自身の言葉で語っています。また、2014年には全マネジメント職を対象に「多様化推進 

[図表01] 



Q. 多様化推進室を、人事部から独立させて人事担当執行役員配下に設置  

   したのはなぜですか？ 

  

人事部のなかに置くと、どうしても改革を進めにくくなってしまうからです。多様化推進

室にはさまざまな部門からメンバーが集まっており、人事経験者はゼロ。私たちが過

去の経験にとらわれることなく、従業員をいかに巻き込むかに注力してきた結果、ス

ピーディーに多様化を推進できていると感じています。また、人事部から独立している

ことで、機動的な対応も行いやすい環境にあります。 

 

Q. 「今さら遅い」「私たちはすでに十分活躍している」といった 

  女性従業員の否定的意見にはどのように対応したのでしょうか？ 

 

「ごもっともだと思いますが、これから活躍すべき女性従業員に適切な場や環境を提

供しないことはもったいないですよね」と説明して、理解していただきました。 

■質疑応答 

 こうした取り組みの結果、2013年度には1.5％だった女性マネジメント職比率が2016年度に

は4.5％になり、女性従業員比率は2013年度の11.7％から2016年度の14.5％へと着実に増え

ています（図表02）。このままいけば、2018年度目標の女性マネジメント職比率5％は達成で

きそうですが、2023年度の10％に向けては、まだまだ努力と工夫が必要です。これからも引

き続き取り組んでいきたいと思っています。 

女性マネジメント職比率は3年で1.5％から4.5％へ 

[図表02] 
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リクルートグループの「働き方変革」 

 働き方変革を推進する上でよくある課題は次のようなものです。①変革の目的が明確でな

い。②経営陣が一枚岩でない。③問題点ばかりが気になり、踏み切れない。④新しい働き方

に関するアイデアを持っていない。⑤人は簡単に習慣を変えることができない。 

 これらの課題をクリアする上で極めて重要なのが、変革プロセスを変えることです。基本的

な変革プロセスは「理解して→共感して→行動する」ですが、最近では、「先に行動してから

→理解して→共感して→課題解決を進める」が有効な事例が増えています。まずはこのこと

をリクルートの事例で理解していただけたらと思います。 

 また、目的を明確にすることも重要です。女性活躍推進、長時間労働の是正、健康経営、

イノベーションの推進、生産性向上……。働き方変革の目的は多種多様ですが、本当に変

革を進めるのであれば、改めて「なぜ行うのか？」を皆で決めて、共有する必要があります。

これは決して簡単なことではありません。 

 私が思うには、働き方変革の核心はおそらく「多様性」への対応です。今、世界的にマイノ

リティへの配慮が進んでいます。女性、障害者、LGBT、貧困家庭、少数民族などそれまで 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

組織行動研究所 所長 古野  庸一 

PROFILE 
1987年リクルート入社。南カリフォルニア大学にてMBA取得。東京工

業大学博士後期過程在学中。キャリア開発に関する事業開発、NPO

法人キャリアカウンセリング協会設立に参画。1999年よりワークス研

究所、組織行動研究所にて、リーダーシップ開発、キャリア開発研究

に従事。2009年より現職。 

働き方変革の核心は多様性への対応である 

近年、「働き方変革」が注目されています。このセッションでは、リクルートホールディングスが、短期

間で働き方を変革した事例をご紹介いたしました。具体的には、リクルートホールディングスが2016

年1月に実現した全従業員のリモートワークについて、なぜ実現できたのかをお伝えしております。リ

クルートだからできたということではなく、すべての参加者に何かしら働き方変革へのヒントをお渡し

し、自社の働き方変革を進める際のエネルギーにしていただくことをねらいとしました。 

切り捨てていた人たちに光を当てる動きになってきており、この動きは不可逆です。それに

加えて、子育てと仕事の両立、介護と仕事の両立を実践する方、生涯未婚の方、共稼ぎの

方など、さまざまな人生があり、一定の幸福モデルは崩壊しつつあります。そのなかで、多様

化への対応は欠かせないものになってきています。 

 欠かせないだけでなく、多様化への対応は企業にとって得られることも多くあります。採用

やリテンションに良い効果がありますし、会社への信頼が高まり、従業員のモチベーションが

高まり、イノベーションや社会課題解決にもプラスの影響があるでしょう。その意味でも、働き

方変革は待ったなしです。こうした状況のなかで、リクルートホールディングスがどのように

取り組んでいるのか、ぜひお聞きください。 

B-2  働き方変革 
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 リクルートは創業以来、性別、年齢、雇用形態、時間など、働くことの制約を取り払い、個

の可能性に期待し続けてきました。その理念のもと、これまでは性別関係なく、結果の平等

で評価してきたのです。しかし、育児や介護の役割が女性中心という事実を踏まえると、仕

事に投入できる時間が男女で異なるわけで、そもそもプロセスに不平等が生じており、本来

は結果の平等も成り立っていません。つまり、育児・介護は女性だけの問題でなく、全従業

員の問題なのです。 

 また、在宅勤務制度は長らくありましたが、利用者は決して多くありませんでした。利用者

にインタビューすると、「自分だけリモート参加だと、機器の準備などに時間がかかるのが申

し訳ない」といった声を多く耳にしました。つまり、在宅勤務者が少数である限り、在宅勤務

は広まらないのです。この課題を解決するには、女性だけでなく、全従業員がどこでも 

株式会社リクルートホールディングス 
働き方変革推進室 室長 

林 宏昌 氏 

PROFILE 
2005年リクルート入社。住宅領域「SUUMO」の新築マンション首都圏

営業部に配属。 

12年より、リクルートホールディングスにて社長秘書業務や経営企画

室室長として中長期のグループ戦略立案などを担当。15年より広報

ブランド推進室室長および働き方変革プロジェクトのリーダーを務め、

16年4月より働き方変革推進室 室長。 

在宅勤務者が少数である限り在宅勤務は広まらない 



働けるようにしなくてはなりません。全従業員のリモートワークを実現するというアイデアは、

この辺りから生まれました。 

 別の見方をすると、私たちが実現したいのは次のようなサイクルでした（図表01）。①リモー

トワークを含む働き方の変革で労働時間を削減する。②削減した分の時間を、個人の選択

でさまざまな用途（仕事、学習、育児／家事、介護、ボランティア、地域活動など）に充てる。

③その経験で個人が成長する。④その成長が結果的に仕事・組織に還元される。このような

サイクルで、一人ひとりが最適な形で多様な成長を実現することが、会社の全体最適になる

と考えたのです。 

 働き方変革の目的をさらに広い視野で眺めると、このようになります（図表02）。重要なの

は、リモートワーク推進は変革の一部分にすぎず、それが新たなイノベーションや持続的な

成長、ひいては社会に新しい価値を届けることにつながるということです。 

[図表01] 
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フィジビリティ参加者の88％がポジティブだった 

 働き方変革で悩ましいのは、①目的がバラバラになりやすく、②リスクが爆発的に出てきて

デメリットを優先してしまい、③理想の働き方が従業員一人ひとり異なることです。ですから、

議論をしても決して前には進みません。推進するためには、とりあえず実際に取り組んでみ

る必要があるのです。実験的に導入してみれば、良いか悪いかがおのずと明確になるから

です。 

 そこで私たちは、2015年4月に「働き方変革プロジェクト」を立ち上げ、6月には早速「リモー

トワークフィジビリティ」をスタートしました。対象はヘッドクオーターのリクルートホールディン

グスと、グループのコーポレートスタッフ機能を担うリクルートアドミニストレーションのほぼ全

組織です。実施期間は、1～4週間（2期に分けて実施）。参加者総数は約300名でした。目的

は、優秀人材のリテンションと採用力の強化に絞り込みました。 

 実施の際に注意したことが2つあります。１つは、期間中の出社を週1～2回に制限したこと

です。なぜなら、会議のときにオフィスにいるメンバーが少数にならない限り、従来の在宅勤

務制度と変わらないからです。オフィスの従業員が少数という状況を作るため、出社日数を

大胆に減らしてみたのです。 

 もう1つは、「反対派」に数多く参加してもらったことです。例えば、第1期は150名中、推進派

が約100名、反対派が約50名でした。反対派の皆さんには、「参加した上で、よくないところ、

無理のあるところをぜひ指摘してください。もし難しいと判断されれば、リモートワークは実施 



Q. リモートワークではどうやって人材育成を行うのでしょうか？ 

  

今、私たちは全業務をサイバーオフィス内で「見える化」したいと考えています。それが

実現できれば、むしろこれまでよりも人材を育成しやすくなるのではないかと思ってい

ます。現状ですら、従来よりも部下のタスクを確認しやすくなったという声があるくらい

ですから。 

 

Q. サイバーオフィスの進化とは具体的にどのようなことでしょうか？ 

 

サイバーオフィスを充実させる上で、今最も注目しているのは「チャットツール」で、ス

レッドを分けられるかどうかがポイントです。スレッドを分けられれば、オフィスでの立

ち話のような状況が実現できるため、従来よりもコミュニケーションを増やし、その分だ

け会議を減らすことができます。これは労働時間を削減する上で大変重要なことです。

合わせて、クラウドでの「情報共有」が簡単になれば、労働時間をさらに減らすことが

できるはずです。 

■質疑応答 

しません」とお話ししました。彼らを巻き込んだことが、成功のポイントの1つだったと思います。 

 フィジビリティの結果、参加者の88％がリモートワーク実践に期待感を持っていることが分

かりました。反対派も課題をしっかりと共有してくれながらも、総じてポジティブに捉えていま

した。主な実感価値は、「ワークライフバランスが実現できる」「新しい働き方を実現できる」

「健康を保持できる」でした。特に変化が大きかったのは会社へのロイヤリティ向上で、「自社

において自分なりのワークライフバランス（育児・趣味・介護・学習などと仕事の両立）を実践

できると思う」という項目が55％から88％に向上しました。 

 一方で、課題も見つかりました。例えば、自宅では仕事がしにくいメンバーが一定数いるこ

とが分かりました。彼らのために、サテライトオフィスを複数設置する必要がありました。また、

参加者の46％が今後の実践に不安を感じていたのですが、主な要因は「ITツール」と「チー

ムワーク（コミュニケーション）」でした。リモートワークを一般的にするには、「サイバーオフィ

ス」の充実が欠かせないことも明らかとなったのです。 

 フィジビリティの後、多くの従業員が参加した「働き方ワールドカフェ」、オフィスの改変（フ

リーアドレス）、定期的な社内報「働き方変革通信」の発行を経て、2016年1月、全従業員を

対象にしたリモートワーク規程を設定しました。この規程によって、個人情報を扱う場合など

の例外はあるのですが、基本的には全従業員が入社したその日から、どこで働いてもよく

なったのです。 

 2016年10月現在、リモートワークを支える仕組みも充実してきています。サテライトオフィス

は現在26カ所あり、自宅から5駅程度でどこかのサテライトオフィスに行ける従業員も大分増

えてきました。また、チャット機能を中心としたクラウドのサイバーオフィス環境も整備を進め

ています。 

2016年1月、全従業員がリモートワーク可能に 
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