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広告

「The HR Agenda」はThe Japan HR Societyが出版する日本初かつ唯
一の２か国語人材（HR）専門誌。制作はエイチアールセントラル株式会
社（The Japan HR Society事務局）のエイチアール学習・出版部門。

お断り
掲載した記事にある見解や意見は執筆した寄稿者、筆者個人のものであり、必ずしも「The 
Japan HR Society」の一般会員、事務局、アドバイザー、会友、後援者の立場や見解を反映したも
のではありません。本協会は、掲載された記事や広告に含まれるデータ、統計、情報の正確
性、真実性につき、その全体もしくは一部に関し、責任を負いません。更に、掲載した助言、意
見、見解は情報提供だけを目的としたものであり、資格を有する法律専門家、財務専門家のよ
り専門的な法的、財務的助言にとってかわることを目指したものではありません。

発行人　  The Japan HR Society (JHRS)
  HRAgenda@jhrs.org
  www.jhrs.org 
  www.jhrs.org/hr_agenda
 
統括編集人  カビッティン・順 MBA/MS/HRMP
  managing_editor@jhrs.org

編集長  ヨナシュ・アトリ
  editor-in-chief@jhrs.org

編集チーム  岡本浩志　ステファニー・オーバーマン
  澤田公伸　ヒルダ・ロスカ・ナルテア

翻訳者  大川 紀男   山根知子   
  サイラ・モリイ    
     
デザイン・制作　　 ブーン・プリンツ  
  
デザイン監修  ヨナシュ・アトリ

広告セールス・ エイチアールセントラル株式会社 
マーケティング advertising@jhrs.org   
および配布  

編集補佐  マーク・スィリオ 
および調査担当者 

編集局                 「The HR Agenda」 c/o   エイチアールセントラル株式会社  
  (JHRS事務局) 〒211－0045 神奈川県川崎市中原区上新城  
  2-10-15新城ロイヤルプラザ702号 
電話/ファクス         +81 (0)50-3394-0198    +81 (0)3-6745-9292

購読

既刊のPDFをお探しですか？
本誌の有料購読者とJHRSメンバーは既刊全てのPDFダウンロードにアクセスできます。読者のフ
ィードバックに応え、Vol４、Issue１から一般のページからダウンロードできなくなりました。

最新号を無料でお読みになりたいですか？
4か月お読みいただくにはJHRSのホームページ www.jhrs.org/hr_agenda からご登録ください。 
本誌のフリーアプリをAppStore (iOS)、Google Play (Android)でダウンロードください。

どうぞ今日にも登録ください。JHRSの使命達成を支援ください。
http://www.jhrs.org/hr_agenda/subscribeでご購読ください。

日本国内購読
• プリント版（周年号）1冊：1,620円（税・送料込み）
• 年間購読－プリント版（周年号）1冊とデジタル版（最新号とバックナンバー）：
• 年間3,240円（税・送料込み）
• 年間購読－デジタル版のみ（最新号とバックナンバー）：年間1,620円（税込み）
• 大口注文：Emailで HRAgenda@jhrs.org に、氏名、会社名、住所、必要数、ご希望の支払い方法を

• お知らせください。私どもより、郵送料を含んだ見積書をお送りします。

海外購読
• 年間購読－デジタル版のみ（最新号とバックナンバー）：年間1,620円（税込み）
• 大口注文：Emailで HRAgenda@jhrs.org に、氏名、会社名、住所、必要数、
• ご希望の支払い方法をお知らせください。私どもより、郵送料を含んだ見積書をお送りします。

広告掲載
詳細をお送りしますので advertising@jhrs.org までご連絡ください。

海外配送エージェント募集中
HRAgenda@jhrs.org まで連絡下さい。

「The HR Agenda」とThe Japan HR Societyのロゴは 
登録商標であり、The Japan HR Societyに帰属します。 

© 2015  The Japan HR Society　無断複写・転載を禁じます。

表紙イメージ
Concept by Atley Jonas and Jun Kabigting, Succession Planning by Ives Lira, compilation and design by Boon 
Prints, Decorative kimono floral by Vladyslav Danilin, Portrait of Asian Chinese businessman by Junjie Lin, 
Senior Asian by Kazoka, Asian businesswoman by Leung Cho Pan

画像の出典：
Note Taking by Fredleonero, Arrow sign pointing forward on long empty straight road by Michal Bednarek, 
Back view of a business man walking by Shao-chun Wang, Studio picture of football coach by Releon8211, 
Abstract green globe, Asia by Zelfit, Money plane by Oleksandr Kalyna, Red stucco textured concrete wall 
background by Simon Gurney, Faucet by Wstockphoto, Succession Planning And Replacement Planning by 
Ives Lira, Usa-Japan Flag by Hareluya, Decorative kimono floral by Vladyslav Danilin, Portrait of Asian Chinese 
businessman by Junjie Lin, Senior Asian by Kazoka, Asian businesswoman by Leung Cho Pan

http://www.hpo-c.com
http://www.hpo-c.com
mailto:HRAgenda%40jhrs.org?subject=
http://www.jhrs.org
http://www.jhrs.org/hr_agenda
mailto:managing_editor%40jhrs.org?subject=
mailto:editor-in-chief%40jhrs.org?subject=
mailto:advertising%40jhrs.org?subject=
http://www.jhrs.org/hr_agenda
http://www.jhrs.org/hr_agenda/subscribe
mailto:HRAgenda%40jhrs.org?subject=
mailto:HRAgenda%40jhrs.org?subject=
mailto:advertising%40jhrs.org?subject=
mailto:HRAgenda%40jhrs.org?subject=


3   2015年７-1０月

エ ディタ ーズノート

Email us at askHR@jhrs.org and bring Andrew and Yoshi to your organization!

「The HR Agenda」編集長である私が今号で直面した最大の問題は、
「後継者育成」というテーマに沿った、優れた記事をどう外部に依頼す
るかということだった。依頼できそうな何人かの寄稿者にコンタクトし
たが、そのつど、「申し訳ないですが、それは私の専門分野ではないの
で･･･」という同じ答えが返ってきた。そこで私はそのことについて考え
てみた結果、これぞまさに“手応えのある”コメントだということを実感し
た。今号の特集テーマとして私たちがこれを選んだ理由も、ここにあると
いってよい。

このテーマと、「The HR Agenda」４－６月号で取り扱った「コーチン
グとメンタリング」というテーマとの際立った対比は、取引を推進し、ま
た事業の最大化のために企業とそのスタッフの支援に当たる、コーチと
コーチ組織の数の多さに最もはっきり表れているといってよいだろう。と
ころが、「後継者育成」ということになるとそれほど多くない。あなたがど
の国で生活し働いているとしても、効果的な後継者育成にはどの企業も
長く苦労してきたし、現在も苦労している。

たしかにリソース（資源）は不足しているが、それに阻止されることな
く私たちは何とか素晴らしい記事をいくつか入手することができた。そ
れはまさに、貴社における後継者育成に対する見方を変え、後継者育成
に関するひらめきをもたらし、さらに貴社のHR部門を革新するうえで助
けになるだろう。

なかでも、米国に本社を置く「ヘリオスHR」の人材戦略のプロであるブ
ライアン・クリンズマン氏の協力を得ることができたことは幸運だった。
彼は、後継者育成計画と欠員補充計画との違いを説明し、最適な計画実
施のための、きわめて実践的かつ実行可能な助言を提供してくれた。

次に「The HR Agenda」は、クリンズマンの記事を補完するためのピ
ースとして、世界で最も熟達した後継者育成の“名人”に焦点を当てるこ
とができた。つまり、プロスポーツのチームである。今日、チームスポー
ツの世界以上に、何十億ドルものおカネが動き、しかもスタッフ離職率
が高い世界はない。選手、マネジャー、コーチ、そして幹部スタッフたち
も、まるで季節ごとのチェスの試合のようにチームとチームの間を、また
１つのポストから別のポストに日常的に移動する。これはすべてチャン
ピオンを目指して最善のチームを集めたいという念願によるものにほ
かならない。チームスポーツの世界以上に、質の高い後継者育成の実
行が最重要な世界は他にないといってよいだろう。スポーツにおける広
範な断面から得た、いくつかの事例研究―例えばアメリカンフットボー
ル、NBAバスケットボール、また国際的なラグビーチーム―を検証する
ことで、勝つことができるスポーツチームを企業の将来に応用するため
の“とっておきのヒント”を探り出すことができたと思う。

だが、全体的なテーマは比較的、単純であり、誰にとっても意外なも
のではない。重要なのは“ベンチの力”ということであり、その重要性につ
いては、「エンタプライズ・グループ」のCEO兼社長であるジョン・マリオ
ット氏がスポーツと同様にビジネスにおいても同様だと強調する。ベン
チに控える選手の質は、実際に戦っているプレイヤーと同じように重要
なのである。さもなければ、足首の捻挫のようなよくある単純なことが、
その一戦だけでなくシーズン全体の成績を悪くしてしまう可能性すらあ
るのである。

このことをビジネスの世界に対比して彼は次のように問いかける。す
なわち、「中心人物が競争者に劣っている、あるいは病気になる、もっと

悪いことを言えばとつぜん死んでしまったら、企業全体は大きなリスク
にさらされる。こうした可能性があることを誰かがきちんと考えているべ
きだし、“ベンチの力”を構築するために事前に準備を進めているだろう
か」。このことが、いかなるHR部門にとっても、考慮すべき重要な質問で
あることは、マクドナルドの元CEOであるジム・スキナー氏も指摘すると
おりである。詳しくは記事をお読みいただきたい。

今号ではまた、後継者育成の１形態として興味深いアングルを取り入
れることができた。後継者育成というと私たちはとかく、１企業の中の人
材、またそうした人材がなくなってしまったときにそれを代替する人材
を思い浮かべることが多い。だが、自社の人材交流計画および相互派遣
の一環として常に動かしているグローバル企業において、後継者育成は
単に自社の人材だけの問題ではなく、交換計画の将来にとっても大きな
意味を持つ。今日、社員の海外派遣が日常的なものになる一方、任期が
満了するのを待たずに母国に呼び返される人材もけっして少なくない。
そうなれば企業にとって大きな経済的損失となる。そんなとき、とつぜん
空席になった主要な役割を埋め合わせるためにHR部門が急発進の働
きをするだけでなく、そうしたプログラムが適切に運用されているかを
常に検討することが重要である。

「人材管理協会（SHRM）」の名誉会長であり、大学講師、著者でもあ
るロン・ピレンゾ氏は、海外駐在員の早期帰国率に影響を与える文化的
要因について、また海外駐在を完了するうえで日本企業が世界で最もう
まくやっている理由について、その洞察を披露してくれた。海外駐在成功
の背景にある心理を理解することで企業は、早期帰国が起きる前にそれ
を抑止するための手段を講じることができ、また、こうした偶発性に備え
た後継者育成計画を策定することができる。

最後に“とっておき”の情報を１つ･･･。すごいHRの話に対する関心を
刺激するために、夏休みの有効な過ごし方をこっそりとお教えしよう。今
夏、ラスベガスで開催されるSHRM年次大会に今年も「The HR Agenda」
から何人かの編集スタッフが出席するのだ。昨年と同様、会場からライ
ブビデオアップデートをお送りする予定になっており、「JHRS YouTube
チャンネル」で視ることができる。さらに重要なことは、HRA2015年11
月－2016年２月号で、この巨大イベントのハイライトを紹介することだ。
ぜひその号を見逃さないようお願いしたい。そして、その号が出るまで
のひととき、この「The HR Agenda」周年号を楽しんでいただければ幸
いである。

「The HR Agenda」に携わるすべてのスタッフを代表して、素晴らし
い夏を過ごされることをお祈りするとともに、秋号でまたお会いしまし
ょう。   

後継者育成はとても重要でありながら、しばしば見落とされてしまっているのが現実である。

ヨナシュ・アトリ  2014年に編集長として 
「The HR  Agenda」に加わった。経営学修士

号（MBA）を持ち、日本に11年間生活した経験
がある。また、いくつかの米国および世界のビ
ジネス誌にライター・編集者として参加するか
たわら、数々の起業ベンチャーにも携わってい
る。

mailto:askHR%40jhrs.org?subject=
http://jhrs.org/askHR
http://annual.shrm.org
www.youtube.com/japanhrsociety
www.youtube.com/japanhrsociety
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発 行 人 からの メッセ ー ジ

創刊４年目を迎える
「The HR Agenda」は、

変化を伴いながら、
さらに前進します

「The HR Agenda」は今号で記念すべき創刊４周年を

迎えました。「日本初、唯一の２か国語人材（HR）専門誌」

というビジョンの実現に力を貸してくださった多くの人た

ちと団体に、この機会に心から感謝を申し上げます。

何より感謝しているのは、「The HR Agenda」の“離陸”を

助けてくださった広告主とパートナー企業各社です。次に、

（国内外の）本誌寄稿者と各テーマの専門家各位にも深

く感謝します。彼らがその考えと知識を惜しみなく披瀝し

てくださったからこそ、本誌の最重要の使命が実現したこ

とは多言を要しません。そして第三に感謝したいのは、真

に世界的なHR専門誌をつくるために昼夜を問わず働い

てくれている、献身的で誠実な、そしてプロフェッショナル

な編集、創作、デザインチームの諸氏です。むろん、わが

日本で最初の2か国語HR専門誌としてスタートした「The HR Agenda」は、読者ニーズにさらにマッチし、本誌

の使命を引き続き達成するために、新たな変化を取り入れます。

JHRSの全会員および本誌読者各位も忘れてはおりませ

ん。私たちがこうして、「The HR Agenda」の１ページ１ペ

ージを展開できるのも、JHRS会員と読者各位より寄せら

れるインスピレーション（ひらめき）があるからにほかな

らない―私はそう考えています。

過去４年間、本誌はさまざまな記事を掲載してきまし

た。それは、人材の採用、保持、退職というHRの基本的な

バリューチェーン（価値連鎖）のみならず、多様性と包摂、

タレント型人材の流動性、ガバナンス、労働倫理などの分

野における、先進的なHR実践と思考リーダーシップをも

網羅したものでした。本誌はまた幸運にも、日本国内およ

び海外のHR関連の多様な大型会議とイベントのメディア

パートナーに選ばれたことで、日本における「第一級HR関

カビッティン・順 MBA/MS/HRMP

The Japan HR Societyチーフ・コミュニティー・オフィサー

英語原文から翻訳
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カビッティン・順   エイチアールセントラル株
式会社代表取締役社長、GLOBIS 大学と テン
プル大学日本校非常勤講師。20年以上にわた
り人事のバリューチェーン全体に携わってき
た。（多くが日本に特化したものである）人事
に関する継続教育、知識の共有、最優良事例
の活用を通じ、人事の課題を解決することが
できると強く信じている

連メディアパートナー」という評価を獲得することができ

ました。

とはいえ、「The HR Agenda」はいまだ“発展途上”にあり、

読者ニーズによりよく応えその使命を達成しつつ、これか

らも“進化”を続けるでしょう。そこでこの機会に、「The HR 

Agenda」が行う、以下の変更をお伝えしたいと思います。

• 「The HR Agenda」は今号より年３回の発行になり

ます。発行期日は、７－10月号、11－２月号、３－６

月号です。この措置は、私たちが持つ限られた資源を

最大化するとともに、本誌広告主や支援者の皆さん

のため“陳列期間”を少しでも長くするために行うも

のです。

• 広告料収入と購読料収入によって得られる財務資源

を考え、周年号（７－10月号）はこれまでと同様、プリ

ント版とデジタル版の“二本立て”としますが、その他

の号はデジタル版のみとします。

• 翻訳費を節減するために、日英両語で書かれた記事

を優先させていただきます。とはいえ、寄稿をご希望

される方は英語または日本語のみでお書きいただく

ことができますが、その場合は、オリジナル記事を書

かれた言語でのみ掲載させていただきます（なお、

従来どおり本誌掲載基準に合致していることが条件

となります）。

• 「発行人からのメッセージ」「エディターズノート」    

「論説」といった定番コラムおよび特集記事はこれ

までと同様、日英両語で掲載いたします。

• 近い将来、デジタル版のみの号および在庫切れとな

った周年号のオンデマンド発注サービスを開始しま

す（ご注文は１部より受け付ける予定です）。目下、本

サービス実現のための協議をサービスプロバイダー

と行っており、具体化した段階で詳しくお知らせする

予定です。

• 本誌はまた、現在の「App Store」と「Google play」とい

った電子雑誌購読アプリを見直しており、それによっ

てデジタル版のさらなる販売強化を図る所存です。

• さらに私たちは、本誌の高い編集基準を犠牲にする

ことなくさらなる“生き残り”を図るため、本誌のフォ

ーマット、配布方法、価格設定などにも必要に応じて

変更を加えていく予定です。

各位におかれても本誌に関するその他のご助言やアイ

デアがありましたら、ぜひjun@jhrs.orgまでお知らせくだ

さい。「The HR Agenda」に対するニーズにさらに応える

ため、皆さまのお力をお借りしたいと念じています。

最後に、本誌編集チームと全JHRSコミュニティーを代表

し、「The HR Agenda」に対する皆さまのご支援に重ねて

感謝するとともに、これからも引き続きご鞭撻・ご協力を

賜りたく謹んでお願い申し上げます。４周年記念号をどう

ぞごゆっくりお楽しみください。   

mailto:jun%40jhrs.org?subject=
http://www.tuj.ac.jp/jp/cont-ed/index.html
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C O M M U N I T Y
N E W S 
Get to know the latest news and updates within the JHRS Community.

変化を実現する時

経済の中で変化しつつある女性の役割について取り上げ

る一連の会議が、４月９-10日に開かれた「WINジャパン・コ

ンファレンス」で開幕した。

今年はこれから「国際女性ビジネス会議」、「在日米国商

工会議所ウィメン・イン・ビジネス・サミット」、「女性が輝く

社会に向けたシンポジウム」が開催される予定である。

WINジャパン・コンファレンスのテーマ「変化を実現する

時」では、スピーカーたちが自社で、すでに起きている新た

な取り組みについて発表し、充実した内容となった。

カルビー株式会社会長兼CEOの松本晃氏は、カルビーが

確実に自己資本を増加させ、５年ぶりの株価最高値を付け

たことを示す図を見せながら、「多様性を実現することは、

費用ではなく、長期投資です」と出席者に呼びかけた。この

会社は取締役に、外国人２人と女性１人を含む５人の社

外取締役を擁している。

松本氏によると、女性リーダーの数を増やすための３つ

のステップを踏んだ実践的かつ現実的なアプローチによっ

て、成功を一から築くことができると言う。そのアプローチと

は、「理解・納得・行動」戦略である。納得を取り付けるには

時間がかかり、努力と忍耐を要する。しかし一旦環境が整え

今年日本では女性の社会的地位向上に注目が集まっている。2015年に４つの主要な女性会議が開かれる。

ば、行動に移すのはたやすくなると同氏は語った。

イケア・ジャパン社長兼CEOのピーター・リスト氏は、レベ

ルをさらに高く設定する。「イケアでは多様性と包摂は会社

の一部です。これは我われの人を思いやる哲学に沿った考

えです。平等は人間の権利ですから、同じ労働には同じ報

酬を支払います」

イケア・ジャパンには3,000人のスタッフがおり、99パーセ

ントが正社員で、64パーセントが女性である。マネジャーの

43パーセントは女性で、会社が目指す50パーセントを間も

なく達成するであろう。他に成功を収めた点は、社内保育施

設、父親の育児休暇、介護休暇などの方針、それから80～90

パーセントの年休取得率である。

リアン・カッツ氏はモンデリーズ・インターナショナル・ア

ジアパシフィックのガム、キャンディ、飲料部門の社長であ

る。すべての社員が幸せに仕事をすべきだという強い信念

に基づいて、カッツ氏は働きやすい職場を作ることとトップ

クラスの財務実績を出すことの間でバランスを取っている。

女性のマネジャーと重役の数をそれぞれ40%と30%にす

る目標を達成するため、カッツ氏は「明確なゴールと目標を

掲げること、制限を取り払い誰にでもチャンスを与えること、

エリザベス・ハンドーヴァー
JHRS「Women in HR」提唱リーダー

英語原文から翻訳

http://www.winconference.net/WINCONFERENCE_WEB/UK/PAGE_Japan.awp
http://www.winconference.net/WINCONFERENCE_WEB/UK/PAGE_Japan.awp
http://www.jhrs.org/advocacy/women_in_hr
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透明性のある話し合いを持つこと、社内共通の価値観と方

針を強化し、それを行動で裏付けること」に焦点を当ててい

る。彼女は男性と女性のためのメンタリングサークルを運

営し、話し合いの場に招き、有能な社員の成長を支えるため

に１対１でのキャリア計画に的を絞ってきた。

彼女が考える成功を収めるリーダーシップとは、「自分の

時間ではなく、自分のエネルギーをコントロールすること。

できる限り頻繁に“場に居合わせる”こと。楽な仕事をしてい

ても、レガシーは築けません！」

OECD東京センター所長の村上由美子氏は、日本で子供

のいる女性が働くには、給与面でいまだに大きな格差があ

ることを明らかにするデータを示した。肯定的な面として

は、日本の女性のスキルは世界で最も高く、その能力が日

本経済にとって大きな下支えになっていることである。

JPモルガン証券株式会社の日本株式調査部長兼最高戦

略責任者のイェスパー・コール氏は、日本の最大の強みは

調査と開発であると強調した。

「将来のために日本は投資をし、絶えずイノベーション

を追求しています」。人口統計によると、「日本は好条件が揃

っています。これまでで初めて、労働力不足が生じています。

より多くの若者がこれから正社員になるでしょう。日本はこ

れから新しい中流階層が生まれる可能性のある唯一の先

進国です」とコール氏は見越している。

現状に変化をもたらすために各自が抱いている信念、献

身、決意について、やる気にあふれた多くの女性講演者た

ちが熱く語った。

最も若い講演者である聖心女子大学の学生、五十嵐

ひかり氏は、TOMODACHI  MetLife Women’s Leadership 

Programの卒業生で、ハーグ・トークス・スピーチコンテスト

の優勝者である。同氏は自立した考え、将来の展望、有言実

行に至るまで自身が辿って来た道のりについて語った。

外務省総合外交政策局女性参画推進室長の松川るい氏

は、自身の能力を伸ばすよう応援してくれた両親の影響力

について触れ、このおかげで仕事と働く母親としての生活

のバランスをうまく保つことができていると述べた。

著名な衆議院議員である野田聖子氏がこのセッションを

締めくくった。型にはまらない人を鼓舞するスピーチの中

で、野田氏は女性の政治家がいま以上に必要なこと、女性

有権者の重要性、母としての経験と安倍晋三内閣が掲げる

2020年目標実現への決意を語った。

講演終了後のレセプションでは、日本のジェンダーバラン

ス促進の功績により、松川るい氏がWIN賞を受賞した。

在日米国商工会議所ウィメン・イン・ビジネス・サミットは

６月27日、国際女性ビジネス会議は７月26日、女性が輝く

社会に向けた国際シンポジウムは８月28-29日にそれぞれ

行われる。   

エリザベス・ハンドーヴァー   イントラペルソ
ナKKの社長であり、ルミナラーニングのアジア
地域パートナー。彼女はACCJウィメン・イン・
ビジネス・コミティーの共同代表であり、ウィメ
ンズ・リーダーシップ・ディベロップメント・セ
ンターの共同創始者、またグローバルWINコ
ンファレンスの特別顧問でもある。

http://accjwibsummit.com/ja/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html
http://www.linkedin.com/pub/elizabeth-handover/2/191/184
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東京で遊牧民の
ように考える
テリトリーマッピング、
リーダーシップの
タブーを破る

「The HR Agenda」

英語原文から翻訳

「私に学歴を聞いてくる人がいます」とアンソニー・ウィ

ロビー氏は言った。「私は、イギリス中の子どもが習うこの

『イギリスの石器時代人』からすべてのことを子どもの時

に学んだと言うんです」

マンモスハンターズの共同設立者であるウィロビー氏

は「Think Global, Think Nomad!（グローバルに考えよう。

遊牧民になったつもりで）テリトリーマッピングを通じて

事業変革を目指す」と題されたセミナーで基調講演を行

った。

ウィロビー氏は石器時代の文化と今日のビジネス文化

の類似点を示すために、昔ながらのイギリスの教科書に

載ったイラストを用いた。「ビジネスでは、獲物を知ってい

るか、猟具を持っているか、腕前があるかが問われます」

と言った。

「大きなチャンスがある新しい場所でビジネスをすべ

きです。しかしシニアマネジャー達はお互いに馴れ合い、

方向を示してくれないので、私たちはそこに行くことがで

きません」。今回言ったことを示すために、ウィロビー氏は

洞窟壁画に倣った棒線画で、輪になって抱き合う人物た

ちのスケッチを見せた。

先史時代の人間が立ち往生し、より良い場所に思いを

馳せる気持ちは、今日のビジネス界で世渡りする多くの人

15,000年の歴史を持つ遊牧民の掟が現代のビジネス変革にいかに光をもたらすか、
セミナー講演者が明かす。

エマニュエル・マンクラ氏

アンソニー・ウィロビー氏
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々のそれと非常に近いものがある。ウィロビー氏は先日そ

の問題に直面したとき、旅にその解決を求めた。彼は世界

を旅し、その答えをケニアで見つけた。遊牧民であり戦士

でもある有名なマサイ族から教えを得たのである。

リーダーシップの地位に就くこと

参加者が私生活と仕事で進路計画を立てるための新

しい視点を提供しようとして、マサイ族の長老エマニュエ

ル・マンクラ氏もまたセミナーで、自身の体験談と何世紀

にも渡って続いてきた生活様式について話した。同氏は

世界の中での自分の場所を示し、話し始めた。「ここが私

の土地です。ここが私の生まれた場所です。これが私の家

です」と、彼は家族の小屋の前で堂々と立つ自分の写真を

見せながら言った。

少年だったとき、マンクラ氏は家族と村全体の家畜の面

倒を見る役目を与えられた。このことから彼は尊敬と責任

を学んだ。成長してから同氏は割礼を受け、戦士の仲間入

りをし、勇気を学んだ。戦士として他部族に奇襲をかけ、

村を守り、敵から自分たちの土地を守る強さを養うため、

彼は過酷な訓練を受けた。

数年後、マンクラ氏は戦士の槍を知恵の棒に持ち替え

た。つまり長老の役に移行したのである。「私たちは家畜

係として責任を学び、戦士として勇気を学んだ後、知恵を

学ぶのです」

マンクラ氏は何世紀も続いた村の伝統に誇りを持つ一

方で、変化を起こす人でもある。「皆さん、生き方は変化し

ています。過去の生き方は現在のそれとは違い、将来のも

のとも違います。挑戦は絶えず変化しています。ですから

この変化に立ち向かうために、多くのタブーを破らなけれ

ばなりません」と同氏は言った。

「タブーとは以前は存在していたが今ではもはや意味

をなさなくなった信念です」とマンクラ氏は言った。例とし

て挙げたのは、イギリスがケニアを植民地化したときにも

たらされた教育システムのような「新しいやり方」に、マサ

イ族が抵抗した時のことだった。「マサイ族の多くが主流

のシステムで教育を受けておらず、少数しか国会議員が

いないので、過小評価を受け続けています」

マンクラ氏が破ろうと試みている他の伝統は、村社会で

の女性の扱いについてである。彼は女性器切除の慣習を

終わらせたいと思っている。しかしこの儀式はこれを受け

ていない女性から生まれた子供はおのずとのけ者として

扱われるという文化に、とても深く根付いている。他方で

マンクラ氏は部族の女性に別の光を当てている。「女性は

子供の面倒を見、料理をし、家庭を築きます。女性はとて

も重要な役割を担っていますが、その功績は認められて

いません」

メタファーに学ぶこと

体系化され教室形式で行われる従来型のセミナーと異

なり、セミナー「Think Global, Think Nomad!（グローバル

に考えよう。遊牧民になったつもりで）」に参加することは

まるでキャンプファイヤーを囲み、話に耳を傾けているか

のようだった。そして素晴らしい物語の場合と同様に、参

加者は、内容を汲み取り自分の状況に適用することがで

きるメタファーと洞察を得ることができた。

このセミナーでは、遊牧民族のように生き、タブーを破

るという教えが、今日の職場の変化を導く枠組みとして示

された。このことは尊敬、責任、勇気、知恵というリーダー

シップの原則が、個人レベルと同様にいかに普遍的であ

るかを証明している。   

http://www.hrcentral.co.jp/hrconsulting/
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特 集

プロスポーツ
から学ぶ

後継者育成に関して言えば、ビジネス界はスポーツ界に見習うべきだ。

業界アナリストの誰もがうなずくことがあるとすれば、それは多くの企

業が組織内の重要な上位ポストに、新しいリーダーを擁立するのに苦心

していることだ。

2013年の白書で、エーオンヒューイット社は「優れたリーダーを輩出

する企業」調査の結果を明らかにした。この中で、グローバル企業の100

パーセントが正式な後継者育成計画を持っているにもかかわらず、会社

をけん引するにふさわしい有能なCEOを選ぶ自信があるのは、53から

88パーセントにすぎないことが分かった。

おそらく自信がないのは、CEO（さらに他の経営幹部）が、少なくとも

会社がいい状況の場合には、そう頻繁に変わらないことがふつうだから

だろう。経営幹部の異動率が高いのは、通常、深刻な問題が潜んでいる

兆しであり、企業が窮状にあることを意味する。

しかし皮肉なことに、もし仮に後継者育成計画の苦痛や苦悩が、経営

幹部交替の少なさ自体によるものだったとしたらどうだろうか。もし後継

者育成計画に慣れていないために失敗するとしたら？  経験不足のため

だとしたら？  もし「習うより慣れよ」が正しく、それが意味する通り、いず

れの分野であれ専門家を作る方法と同じやり方で、後継者育成を実際に

行うことに意味があるのではないか。つまり多く経験を積むことだ。

マクドナルドは興味深い事例研究であろう。あらゆる点から見て絶対

的な力を持つこの多国籍企業が、窮地に陥っているというのは正確で

はないだろう。それにも関わらず、2000年代、１年で４回もCEOが変わっ

た！  これはマクドナルドの後継者育成計画が失敗したからであろうか？

そんなことはない。マクドナルドの計画は万全で、よってCEOの引き継ぎ

はハラハラすることもなく、４回とも滞りなく行われた。

重要なこととして、突然何度もCEOが交代したのは、不適格性や役員

会からの不信任よるのではなく、それぞれリーダーが急逝したり、重篤に

なったりしたためであった。マクドナルドのCEOを引退したジム・スキナ

ー氏がスタッフに向かってよく言っていた言葉を借りれば、「君の後を引

き継ぐことができる人の名前を２人挙げてみなさい」ということだ。

習うより慣れよ

効果的な後継者育成計画で実践を積むためだけに、重役の突然死を

望むのは（病的であることは言うに及ばず）不謹慎であるが、実践を通じ

て学習することには意味がある。裏ワザは定期的に（あるいは頻繁に）チ

ーム内の主要人物が入れ換わる会社で、それを上手にこなせるように

なった人々を見つけることだ。彼らは専門家になったと言えるだろう。事

実、産業全体で、後継者育成計画が日常茶飯事のように行われ、企業が

生き残るには、後継者育成計画を頻繁に用いることが条件となる産業が

ある。それはプロのメジャーリーグ・フランチャイズチームである。

スポーツの世界を考えてみると、どんなスポーツチームでも、その力

は選手力の総和より上回らなければならない。さもないと、マイケル・ジ

ョーダンが引退したとき、デヴィット・ベッカムが他のチームに買い受け

られたとき、イチローが移籍を求めたとき、フランチャイズチームは急に

店じまいすることはできないし、代替の選手が見つかるまで混乱を引き

ずっている余裕もない。チケットを売り続け、スタジアムのシートを満席

にし、株主の高い要求を満足させなければならないのだ。

プロスポーツチームは後継者育成計画を自らの技としてきた。そうす

ることで、ドル箱選手やスター選手が何らかの理由でやめたときでも、

損失を最小限に抑え、ある特定の選手、コーチ、マネジャーがいてもいな

くても、チームをうまく運営していくことができるのである。ほとんどのチ

ームがこのような回転率の高い世界で成功することを学んだことを考え

ると、彼らが後継者育成計画を立て、実行することを極めたことは明らか

である。実際、これらプロから学べることとは何だろうか。

ヨナシュ・アトリ
「The HR Agenda」 編集長

英語原文から翻訳

http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2013_Best_in_Class_Succession_Management_White_Paper.pdf
http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2013_Best_in_Class_Succession_Management_White_Paper.pdf
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一流チームから学ぶこと

アメリカのナショナル・フットボール・リーグ（NFL）はいわば「ドル箱」

である。決勝戦に出場ないしスーパーボールを勝ち取って優勝するか、

地区最下位で終わるかの違いを左右する選手が欠けた場合の対処法

を、チームが知らなければならないのは当たり前である。アクシアム・コ

ンサルティング・パートナーズの後継者育成計画専門家であるアーロ

ン・ソレンセン氏も、NFLチームが高い水準を保ち、後継者育成計画で成

功を収めていることを認めている。同氏は提言の１つとして、よくある落

とし穴に陥らないようにと言っている。その落とし穴とは、前任者と見た

目、発言、行動が似ている者を探そうとすることである。

2012年、インディアナポリス・コルツは最高のクウォーターバックであ

ったパイトン・マニングを手放した（チームはベテランコーチであったジ

ム・コールドウェルと他数名の名選手も解任した）。しかしチームはマニ

ング選手と同じような選手を探すのではなく、才能がまだ磨かれていな

い、潜在的なリーダーシップを秘めた新人との契約に焦点を当てた。チ

ームはアンドリュー・ラックを掘り起こした。そしてこの選手はチームが

３シーズン連続で決勝戦に進み、２つの地区タイトルを獲得するのに

貢献した。教訓：特定の人物や個性に注目するな。むしろ磨かれていない

才能と潜在的なリーダーシップに注目せよ。

フレッド・クランズ氏のオプティム・サプライ・チェーンの記事による

と、スポーツ史上で最も成功した後継者育成計画の１つを行ったのは

ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）のボストン・セル

ティックスの監督アーノルド・ " レッド・ " アワーバックであった。1957年

から1966年のチームの躍進がセンターの名選手だったウィリアム・ " ビ

ル "・フェルトン・ラッセルによるところが大きかったとしても、アワーバッ

クはラッセル選手に万一のことがあったときのために控え選手を用意し

ていた。いざというときのため、アウトサイドシュートの権威ビル・シャー

マン、フロントコートのボブ・コージー、リバウンドの名手ジム・ロスカト

フ、得点王のフランク・ラムジーがいた。その上、アワーバックは選手生

命というものがひどく短いことを知っていた。アワーバックはそれぞれの

主要選手の後に続く、多くの若手選手を採用し、以後10年間の好成績を

確実なものとした。

似たような考え方として２番目に挙げるのは、ラグビーのウェールズ

代表チームである。過去数年の間、ヘッドコーチのウォーレン・ガトラン

ドは将来穴埋めが必要なあらゆるポジションに、絶え間なく選手を補

充し続けた。彼の後継者育成計画とは、現在チームの最前線で活躍し

ている選手１人につき、いかなる場合でも控えの選手を最低４人用意

するというものである。この計画の結果は歴然であった。ウェールズは

2011年に続き、2015年もワールドカップ出場権を獲得した。さらに言え

ば、1987年以降、ワールドカップトーナメントに出場し続けている。

教訓：１人の主要選手だけに注目するな。チーム内の優秀選手を全員割

り出し、各選手に最低１人もしくはそれ以上の控えを確保せよ。

アイビー・ビジネスジャーナルに掲載されたW・グレン・ロウ氏とデブ

ラ・ランキン氏の研究は、NHLに所属するホッケーチームにとってリーダ

ーシップの変更がいかなる影響を及ぼすか検証している。両氏は、各チ

ームについて、これまでのシーズンの結果に始まり、シーズンの区切りで

マネジャーが継続したか交代したか、スター選手の数など、さまざまな

要因を調べた。多くの結果が入り混じっていたが、両氏が知見を同じくす

ると思われる共通点は、“タイミング”が重要だということである。言いか

えれば、成績が急激に落ち込む前に、マネジメントを変更することが重

要であり、また変化を起こす前に、新しい指導者に組織の構造、力関係、

特異性を理解するチャンスを与えることも同じく重要なのである。その

後継者が失敗に終わったと判断する前に、変化の結果が出るまで、辛抱

して待つこともまた重要である。教訓：変化を起こす時を逸するなかれ。

しかし同時に、評価するときは、引き継いだ結果が出るまでの期間を取る

ようにせよ。

ビジネス界とスポーツ界の間でこれまでずっと多くの対比がなされて

きた。コーチングからリーダーシップとチームプレイの教訓まであらゆる

ことに関して、しばしば比較が行われる。会社の経営法にとって、スポー

ツはよく知られた例えである。しかしながら、後継者育成計画の場合は、

プロスポーツチームそれ自体が会社組織であり、CEO、マネジャー、有給

スタッフ、取締役会と株主が揃っていて、その両者にはより一層共通点

が多い。両者の存続理由は、年間に何千万ときには何億ドルの大金を、

オーナーのために売り上げることである。そしてこのことを実現するため

に、必要な業務決定のすべてが下される。そしてそこには重要なスタッ

フが関係している。手堅くチーム名簿をまとめ、脇で控えている選手、ベ

ンチで待っている選手が、フィールドに出ている選手と同じくらいゲーム

に勝つ能力を持っているチームを作ろうとするスポーツ界の戦略に見

習うことは道理にかなっているだろう。   

ヨナシュ・アトリ  2014年に編集長として 
「The HR  Agenda」に加わった。経営学修士

号（MBA）を持ち、日本に11年間生活した経験
がある。また、いくつかの米国および世界のビ
ジネス誌にライター・編集者として参加するか
たわら、数々の起業ベンチャーにも携わってい
る。

http://iveybusinessjournal.com/publication/leadership-succession-what-can-we-learn-from-the-national-hockey-league/
http://iveybusinessjournal.com/publication/leadership-succession-what-can-we-learn-from-the-national-hockey-league/
http://www.icfjapan.com
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文化が海外駐在員を成功に導く

任期満了前に海外駐在員が帰国してしまうと、企業にとって高くつく。
日本文化が選考過程改善の手掛かりとなるかもしれない。

早期帰国する海外駐在員がかなりあり、企業にコ
ストを強いていることを数々の研究が示している。不
適当な人材に国際的な任務を与えれば、職場の団
結に亀裂が入り、生産性が下がり、会社の評判に悪
影響を与え、ひいてはクライアント・顧客を失うこと
にもなりかねない。

文化的適応が海外駐在経験の成功を握る鍵であ
ることが、以前にも増して、認識されてきている。

企業は一般的に海外赴任候補者に対してオリエン
テーションと研修を行うが、主に技術と管理能力に
その時間が割かれる。企業は自国と派遣先国の政治
的見解と社会環境の違いのみならず、ビジネス慣習
や決まり事の違いを受け入れることができる海外赴
任者を選考することに、もっと力を入れる必要があ
る。外国文化の中で人が従うリーダーシップを発揮
できる海外赴任者を見つける上での評価を下すこ
とが最も重要でありながら、最も難しいことでもある
だろう。

さらに、困難に満ちた新しい環境に適応するため
の前向きな意志が候補者だけでなく、その家族にあ
るかどうかも、評価に加える必要がある。新しい言
語を学ぶ器用さや異国の社会ルールへの受容
性に加え、場合によっては、不十分な医療、水
準の低い住宅環境、子どものための質の
高い教育の不在への対処がこれに含ま
れる。

人材を配置するまでのプロセス
候補者選考プロセスを始めるに

あたっては任務地の国全般やそ
の地域の詳細な分析をするの
が良い。この分析には、政治情
勢他、地方と国の習慣、教育水
準、文化的社会的規範が含ま
れる。

海外に赴任させる社員の検討に入る前に、必要条
件すべての具体的な分析を含めた人材配置プロセ
スに取りかかるべきである。このプロセスは補助的
な要素としてではなく、選考過程の直接的な構成要
素として考慮するべきである。この過程で入手した
情報は、有力候補者にも共有されるべきである。そう
すればそのうちの何名かは辞退するので、企業側に
とって面接時間と査定にかかるコストの大幅な節約
となり、より正確な選考プロセスを行いやすくなる。

日本の早期帰国率の低さ
先進国の中でアメリカに早期帰国者が最も多い。

最も早期帰国率が低い国は日本である。世界の地域
には測定あるいは調査のための十分なデータがな
いところもある。

ロナルド・C・ピレンゾ博士
グローバルHRコンサルタンシー社長

英語原文から翻訳
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　なぜ日本は早期帰国率が低いのだろうか。理由
の１つは、均質な職場社会を築くことに重きを置く
日本の独特な文化があるだろう。このことは人口規
模の社会力学と、狭い居住空間や混雑した市街地
への適応を迫られる相対的に狭い地域での人々の
住み方に一部起因している。この社会力学によって、
結局人々は必然的に協力と忍耐の感覚を身につけ
るようになる。これらの感覚は評価に値することであ
り、他の国が考え方の模範とすべきことである。

　さらに日本文化では、アメリカのような能力主義
や個人的報酬を超えた、チームワークとグループの
業績に報いるという独自の価値観が発展し保持され
ている。日本人社員は働いている会社を非常に誇り
に思っており、会社を第一に考え、個人的なことを後
回しにする傾向がある。またチームとして働くことに
も慣れている。金銭的報酬は評価方法としてそれほ
ど重要ではない。価値ある財産として思いやりを以
って社員に応対することが、日本企業の大部分に見
られる特徴である。

日本生産性本部のある理事からかつて聞いたの
だが、日本では会社の株主を含めた誰にも増して考
慮が払われるのが社員とのことである。このことは経
済状況が厳しい時に顕著になる。経費削減の第１の
選択肢として、当たり前のようにして社員が解雇され
ることはない。この理事は経営が傾いた銀行につい
て話した。即刻大量に行員を解雇し、支店を閉鎖す
るのではなく、18か月後、財政的に持ち直すまで、意
思決定者たちは辛抱強く耐えた。行員の雇用を守る
責任を銀行が果たした結果、会社に対する忠誠心が
保たれ、やる気と熱意が向上した。

日本企業は海外駐在員が他国での勤務に、専門知
識と価値を海外の任地に持ち込む能力に重きを置
いている。この慣行の成功例はアメリカにある日本
の自動車組立工場の設立とスタッフ配属においてよ
く知られている。

将来、日本人駐在員が彼らの伝統と価値体系を保
持し続けることができるのか、もしくは徐々に欧米の
影響を受けることになり、この変化によって早期帰国
者の割合が高くなるかは、時間が経ってみないと分
からないことである。

しかし今のところ、日本は文化に根差したシステム
に下支えされている駐在員プログラムにおいて、最
も成功しているように思われる。そしてこのことがそ
もそも早期帰国者の一番少ない理由である。

ロナルド・C・ピレンゾ博士   SPHR（人事部上
級専門家）、RODC（登録組織開発コンサル
タント）。人材管理で50年以上の経験を有す
る。1980年から1990年までSHRMの会長を務
め、1990年にジョージ・プティパ賞を受賞。アメ
リカの複数の大学で教鞭をとった経験があり、
執筆と講演も務める。現在、グローバルHRコン
サルタンシー社長。

これらの例はよく記録されており、長期にわたって
日本人以外の社員によって高い品質と日本の生産性
基準を維持している新事業の能力が、それを証明し
ている。一方近年、日本の労働力には、チームの一員
であることより、個人的な貢献度による報酬に価値
を置く若年労働者の出現をはじめとした、変化が見
られる。しかしながらこのことを日本の均質性と文化
的伝統の排斥と解釈すべきではない。

他国の企業は日本のビジネス文化を国際的配属
プログラムの模範として用いることもできるだろう。
また日本文化を再現できないとしても、海外への配
属とそのプログラムにかかるすべてのコストに、文
化適応がどのように影響するか、少なくとも検討す
べきである。   

私がお答えしましょう

私どもにご連絡を
横浜パートナー法律事務所
tel  045-680-0572 
fax 045-680-0573
email oyama@ypartner.com

http://ykomon.com

日本の労働法に
ついて問題を抱
えていますか？

http://ykomon.com
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日本 で優秀
な人材の流出
を防ぐには

リーダーシップ開発の重要３項目は以下の通りです。
１． 開発目標、取り組み、進路の足並みを揃える。リーダーシッ

プや人材開発は社員と企業の協力によってなされます。開発に
ついての選択肢を議論するとき、企業は選んだ業務と勤務地が
開発に適しているかどうか確認しなければなりません。SMART

（具体的、測定可能、実現可能、現実的、適時）な目標が助けと
なります。

２． 個人にやりがいのある課題を与える。人をやる気にさせ、
ワクワクさせることが優先課題であり、これはエリートにとって
特に重要です。企業がその対象である社員に対してやりがいの
ある仕事をきちんと提供しているか確認する必要があります。そ
うすれば社員は達成感、成長、自己充足感を味わい、それに喜び
を感じることができます。

日本にある外資系企業は、どうすれば優秀な人材の流出に歯止めをかけ、この市場で人材を引き留め、
新たなリーダーへと成長させることができるでしょうか。

—東京在住のエグゼクティブコーチ

３． 対象となるリーダーにコーチかメンターを付ける。すばらし
いリーダーであっても、定期的にあるいは必要に応じて、業績と
公私両面での成長の振り返りの手助けをしてくれるコーチかメ
ンターが必要です。リーダーの望む目標を真に理解し、親身に考
え、彼らを自己形成の方向へ進ませるコーチは、リーダーの成長
にとってかけがえのない存在となるでしょう。

その他の支援システムや活動は今後の質問のために取って
おきたいと思います。質問者はご自身エグゼクティブコーチでい
らっしゃるので、あなたとクライアント企業は、私が申し上げた
３点を実行していらっしゃることと推測します。他には、リーダー
がより良い報酬や特典を求めて辞めてしまわないように、基本
的な給与手当に問題がないようにすることです。

ところで、今日のグローバルビジネス社会においては、海外駐
在員が同じ土地にずっと留まるべきではないと考えます。立派
な後継者を育成して残し、良きリーダーは自らの成長に応じて

ヨシの見解
日本語原文による寄稿

mailto:AskHR%40jhrs.org?subject=
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言われていることを把握し、誰も入りたくないような会社にはしない
ことです。

海外勤務経験を求める多くの外国人が、日本を素晴らしい場所と
考えているのを知っています。日本は中国よりも発展し、より洗練さ
れています。生活の場としても素晴らしいと考えられています。私の
経験から言えば、移転地を探し、移転の見込みのある人々にとってこ
のことは魅力的です。なぜなら、海外への転勤予定者がいつも尋ね
る質問でいちばん多いのは、仕事上の業績云々よりも私生活の安全
と、生活水準についてだからです。

現在の考えを見直す上での方法を含め、長期戦略を開発し、優秀
な人材を確保するための強いパイプラインを築くことに関して、いく
つかヒントをお教えします。

1. 御社、御社の業務、御社のニーズを理解してくれる現地での良き
採用パートナーを得てください。あなたのビジネスの価値と文化
を本当によく考えてくれる個人を見つけることです。

2. ラインマネジャーに力を付けてください。社員は素晴らしいライ
ンマネジャーに魅力を感じます。なぜならその人はアイディアを
与え、社員の価値を認め、成長させてくれるからです。

3. 優秀な人材は社内で育てると共に、外部からもハンティングして
ください。どちらかひとつでは限界があります。ですから、外に出
て外部から良い人材を得るだけでなく、内部人材の才能を伸ばす
ためのプログラムも必ず組むべきです。例えば、
a)トレーニング・プログラム
b) しっかりとした後継者育成計画
c) 出向、転任
d) 社員の高いエンゲージメント
e) 表彰制度

最後に、簡単なヒントを申し上げます。社員と話し合ってください。
転職を考えているか、会社に残ろうとする理由は何か、会社に満足し
ているか聞いてください。１人１人と機会をその都度捉えて、話すよ
うにしてください。   

業種と場所に関わらず、優秀な人材はHRとビジネスリーダーにと
って最大の課題です。成功と失敗を分けるのは社員であることを企
業がますます気付いてきているので、誰もがあらゆる役割に最適な
人材を求めます。埋めるべき役割はたくさんあり、それぞれに最適
な人は１人であると考えて、会社は得ることができる優秀な人材に
限界があると感じています。

以前読んだ記事と最近出席したイベントに基づいて言えば、現在
大卒者に余剰があります。最近東京でのアジア・イノベーション・フ
ォーラムに出席したのですが、このことがここ日本の問題として挙げ
られていました。加えて言えば、世界的な財政危機によって行われ
た企業の構造人事改革を受けて、多くの高学歴者が現在定職につ
いていないと思われます。

たとえそれが磨かれる前の原石であっても能力ある人材を集め
ることは可能です。私の以前の雇用主は次の大切な信念を持ってい
ました。だれにでも才能はある！

日本に関して、また他地域との競争のなかで、日本と他地域に関
して、社員が何と言っているか、それが妨げになるものか、助けにな
るものかを知るために、社内に目と耳を向けたく思います。人々は
日本が経済大国で、安全で、ワクワクする、文化的な場所と言ってい
るかも知れません。あるいは困難だがやりがいがあり、ユニークで、
仕事は難しいと言っているかもしれません。言われていることはど
んな事であっても、能力ある人材をあなたの所への惹き付け易さに
影響を与えるでしょう。あなたが今果たすべき重要なことは、社内で

移動する必要があります。リーダーには個人的に勤務地の希望
があるかもしれませんが、会社は、彼らの母国を別にして、外国
人を１つの国に留め置く必要はありません。たとえリーダーがど
こにいようとも、最良の業績が達成できるように、会社は彼らに
大きな挑戦を与え、彼らが大いに成長できるようにする必要が
あります。

松井義治(ヨシ）　
ＨＰＯクリエーション 代表取締役社長
12年間のマーケティング経験と12年間の人事と組織開発の経験をもとに、リーダ
ーシップ開発と組織開発を専門とする。エグゼクティブコーチング、リーダーシップ
開発、組織変革、マーケティング及び営業力強化などを通して、顧客企業のビジネ
ス成果・組織の健康・社員の能力と士気の強化を支援。北九州大学外国語学部卒
(異文化コミュニケーション専門)、ノースウェストミズーリ州立大学経営学修士
(MBA)。現在、ペッパーダイン大学にて教育学博士コース（組織変革専攻）を修了し
博士論文執筆中。

アンドリュー・マンターフィールド
須田マンターフィ－ルドコンサルティング 
エグゼクティヴ・コーチ＆シニア・コンサルタント
人は「さらなる達成感を得たい」という願いを持ち、かつ、その願いを実現する能力
を持っている、と考える彼が目指すのは、クライアントその人が持つ価値・能力を見出
し、クライアントが自信と輝きに満ちた毎日を送ることができるよう導くことだ。「ギネ
ス®」「キルケニー®」、「スミノフ アイス®」などのブランドを所有する英酒類大手ディア
ジオ社での27年にわたる輝かしいキャリアの持ち主で、10年以上に及ぶ人事部門そ
してセールス部門での管理職在任中には、日本、オーストラリア、そしてイギリスでの
駐在をはじめ、アジア、ラテンアメリカ、そしてアフリカ地域を奔走し、当該地域におけ
る社の発展に貢献した。そのなかで、アジアの文化、特に日本の文化を背景とした日
本特有の雇用問題や企業における問題などを深く理解するようになった。

アンドリューの見解
英語原文から翻訳

お断り  アンドリューならびにヨシの回答、意見、見解は個人のものであり、必ずしもThe Japan HR Societyやその会員、事務局、会友、支援者の全般的見解や感情を代表するものではあり
ません。更に、アンドリューならびにヨシの回答、助言、見解は情報提供だけを目的としたものであり、資格を有する法律専門家、財務専門家のより専門的な法的、財務的助言にとってか
わることを目指したものではありません。

http://jp.linkedin.com/pub/yoshiharu-yoshi-matsui/12/373/7a7
http://www.linkedin.com/profile/view?id=8744153&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=Ql1o&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1403327400989%2Ctas%3Aandrew%20manter%2Cidx%3A1-1-1
http://www.hrcentral.co.jp/harrison_assessments
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お断り:筆者がここで述べているアドバイスや意見は一般的な情報を提供するのが目的で、専門的な法
律アドバイスではありません。法律的なアドバイスが必要な方は資格を持った専門家に個別に相談して
ください。

L E G A L
C L I N I C

L E G A L
C L I N I C 「法の無知は罰する」

協賛

日本における内定の取り消し

契約期間の定めがある場合と
ない場合の労働契約の終了

質問 1
日本では、採用見込み者に内定が出される場合がある。勤務開始前に、何らかの理由でその内定が取り消されたら、この採用見込み者は会社に

賠償を要求することができるのだろうか。特に、その者が勤めていた会社を辞めていた場合はどうなのか。そうした場合の通常の賠償額は、いく
らぐらいになるか教えていただきたい。 

–電気通信会社の人事部長

質問 2
私たちは日本国内の新規企業です。有期労働契約で社員を雇うようアドバイスを受けています。１か月前の通知に代えて給与を払うことで、１

年の契約期間が終了する前に契約を終了することができますか。また、期間の定めがない労働契約の場合、３か月なり６か月なりの試用期間中
に社員を解雇することができますか。

–人事部長

回答
日本語原文による投稿

雇用契約は、会社と従業員との間で正式な契約を交わして成立します。しかし、正式な雇用契約に至るまえに、会社は「内定」さらには「内々
定」を出すことがあります。これは新卒一括雇用という日本の雇用市場の中で起こることです。とりあえず、来ても良いよと未来の従業員に約束
することです。

日本の民法や労働法上、この「内定」をどのように位置づけるのかは難しい問題です。正式な雇用契約以前の企業による「約束」にどのよう
な意味を持たせるのかという問題になります。

これに対して、日本の裁判所は一定の法的な効力を認めました。「内定」の約束を破った企業は未来の従業員に一定の賠償をしなくてはい
けないということです。金額はそれぞれのケースによって違ってきます。しかし一般的には100万円程度の賠償金は覚悟しておいた方が良いと
思われます。

そもそも１か月前に出す解雇通知は有期労働契約の目的に反し
ます。もし契約が１年を意図しておれば、特別な理由を除いて、雇用
主はその１年間社員を雇用しなければなりません。要するに、雇用
主は契約書に記されている期間満了以前に社員を解雇することは
できません。

ただ手法としては、雇用主は残りの月数分に相当する給与を支払
えば、契約期間が終了する前に、社員を解雇することができます。

期間の定めがない労働契約の方についてですが、期間が明記さ
れていない労働契約には通常、試用期間が設けられています。従っ
て、この期間であれば、より社員を解雇しやすくなります。

社員を解雇するためには、この社員が十分な研修を受けたにも
関わらず、期待する水準に照らして、職務遂行が不十分であること
を、雇用主が証明する必要があります。社員の仕事ぶりを改善する
ための段階が踏まれてもなお、一定の水準に達しない場合に、雇用
主はその社員の本採用を拒むことができます。   

人事関係の法律に関するご質問、エキスパートへのご志願はhrclinic@jhrs.org
までお寄せください。

ヴィッキー・バイヤー
採用 、ベネフィット・プログラム、 解雇、退職、従業員関係、差別および 
ダイバーシティ、非競争、調査および懲戒関係

トビー・マレン
米国でのビジネス、労使問題と雇用、不動産法律関係

杉野由和
資産流動化取引、労働問題に関する助言、ファイナンスを含む、企業
法務全般

大山滋郎
会社法、知財権法

グラント・スティルマン
国際組織および貿易に関する法律

嘉納英樹
労働法、雇用法

我らがエキスパート
のご紹介

回答
日本語原文による投稿

大山滋郎弁護士 東京大学法学部とワシント
ン大学セントルイスのロースクール卒。アル
パイン株式会社の特許法務部門と米国シドリ
ー・オースティン法律事務所の東京オフィス
で16年間勤務した後、横浜パートナー法律事
務所を開設し、クライアントに対して労働法
を始めとした法的サポートを提供している。
日本と米国ニューヨーク州の弁護士資格を
持つ。

サム・エバレット
国際HR法、年金、リストラ、職業安全衛生、グローバル・モビリティー、
報酬と手当て、従業員個人の権利、差別、データ・プライバシー

http://www.jhrs.org/hrclinic
http://www.iuslaboris.com/home
mailto:hrclinic%40jhrs.org?subject=
http://ykomon.com/lawyer/
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後継者育成
計画

欠員補充
計画VS.

成功を収める後継者育成計画とは、危機対応ではない。人的資本を見直し、企業が前進し続けるためのさら
なる発展に貢献する長期に渡たる取り組みである。

私が担当している企業は折りに触れ、将来計画を立て
たいと言うが、実は社員が転職するリスクを軽減したいだ
けである。このことからある考えが浮かんだ。後継者育成
計画と欠員補充計画の違いはいったい何だろうか。

後継者育成計画
『Effective Succession Planning (効果的な後継者育成

計画)』の著者ウィリアム・J・ロスウェル氏によると、最も基
本的なレベルで、後継者育成計画とは、「企業が重要なポ
ストに継続して指導者を確保し、将来に向けて知的資本
と知識資本を保持、育成し、さらに個々の社員の昇進を後
押しする、計画的で秩序立てられた取り組みである」

計画立った育成活動を通じ企業内の優秀な人材を育て

ることで、社内のあらゆるレベルで確実に業務運営を継
続させるための簡明な活動計画を用意することは企業に
とって先を見越した取り組みである。

これは、企業の戦略的計画を見直し、現在いる社員の能
力を評価して、これらの社員が戦略的計画を用いて企業
をけん引するのに、どのような育成活動が必要かをはっ
きりさせることである。

　
欠員補充計画

一方、欠員補充計画は危機管理に属する。ロスウェル氏
によると、欠員補充計画の根本的な目的は、重要な地位
にある現職者の席が突然予期せず空いてしまうことから
生じる“大惨事”を最小限に抑えることである。欠員補充計

違いは何か？
ブライアン・クリンズマン, SPHR

ヘリオスHR 共同経営者

英語原文から翻訳

H R の 道 具 箱
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画にはこんな問いかけがふさわしい。「もしわが社のCEO
が出社途中にバスに轢かれたら、どうなるだろう？」これ
は極端な例だが、チーム、部署、企業にとって重要な役割
を果たしていた人の予期せぬ離脱は、どんな会社にでも
起こりうることである。

では後継者育成計画を今始めるにはどうしたらいいの
だろうか。あなたの企業がまずすべきことは企業組織の
全体を書き出してみることである。企業内組織図を作成す
るか、もしくは社員名、役職、上司の詳細情報を含んだス
プレッド・シートを伴う社員名簿を作成する。

社員名簿が完成したら、次の７つのステップに進んで
いただきたい。

後継者育成計画の始め方

1. 戦略的計画を見直す。企業全体と社内の各部署の戦
略的目標を記した最新のリストを作成する。戦略的目
標の達成にむけて、現在の社員にKSA（知識、スキル、
能力）があるかどうか見極めるのに、最新の情報が役
立つ。

2. 主要ポストを見直す。社員名簿を調べ、上級管理者だ
けでなく企業“全体を通して”どこが主要ポストなのか
はっきりさせる。該当するポストがいつも管理職だと
は限らない。そのポストとは部署やチームにとって要
となる人のことである。企業にとって不可欠な上位５
～10パーセントのポストを絞り込む。人ではなくポス
トに注目することを忘れないで欲しい。

3. 全社員の経歴書を最新に保つようにする。上級管理職
から一般社員まで、社員の中で現在どんなKSAが利用
可能なのかをはっきりさせるために、企業には最新の
経歴書か社員のスキルを追跡するための仕組みが必
要である。この情報を集めるには時間がかかるが、よ
り精密な情報を集めれば集めるほど、後継者育成計画
を成功させる機会に恵まれる。

4. データを分析する。適材適所かを見直す。各ポストに誰
がいるか？そしてもしその人が会社を辞めたら、この
ポストにはどのようなスキルが必要になるか？もしこ
の重要な社員が辞めてしまったら、引き継ぐことがで
きる人が社内にいるか？現在持っているもの、必要と

ブライアン・クリンズマン　ヘリオスHRの共同
経営者として、人材戦略、人材管理、優秀な人
材の獲得、組織開発のコンサルタント。ジョー
ジタウン大学とボストン大学で学位取得、HR
サーティフィケーション・インスティテュート

（HRCI）が認定した上級人事専門職（SPHR）。

しているもの、そこへ到達するための道筋を分析する
ことが必要。

5. 社員と話す。後継者育成計画の中で雇用主が見落とし
がちな点は、重要な社員が将来どのようなキャリアを
願っているかを知るために社員と話し合うことである。
重要な人物のリストを公開する必要はないが、社員の
進路と会社側が彼らについて立てている計画が合っ
ているかどうか明確にするために、マネジャーと上級
管理者はリストに載っている社員と対話を交わす必要
がある。さもなければ、次の社長、COO、CFO、ひいては
CEOになることに関心の薄い社員に、無駄なトレーニ
ングと候補者枠を割くことになるかも知れない。

6. 指針を作成する。重要な社員と話し合った後、各々の
社員が次の役割に就くにあたって必要とするKSAの種
類に関する指針を作成する。この時点ではリストは短
く留め、詳細を多く入れすぎないようにする。会社の戦
略が具体化し、時間を追って変化するのに応じて、詳
細は後で埋めることができる。

7. 評価を続ける。すべての社員が次の任務へ向けて順
調にやっているか確認する。もし順調なら、より進んだ
KSAを得るチャンスを与え続ける。もし順調でない社
員がいたら、その社員が今なお社内で次のステップま
で進むことができる候補者かどうか、その社員の昇進
計画の指針に微調整が必要かどうか自問して欲しい。

労働市場に出て人材を見つけることは後継者育成計画
ではないことを心に留めておいて欲しい。それは単なる
欠員補充計画である。後継者育成計画は時間と努力を要
する。そして適材適所で的確な仕事が行われるためには、
秩序立った方法で実行されなければならない。   

本記事の別バージョンが、ヘリオスHRのホームページに掲載されています。

www.helioshr.com/
https://www.hrci.org/
https://www.hrci.org/
https://www.hrci.org/
www.helioshr.com/
http://www.jhrs.org/academy/courses/shrm
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カントリーフォー カス

米国における
日本企業

衝突を避けつつ、
違いを出す

米国で事業を展開している日本企業は、雇用法だけでなく、従業員の基本姿勢にも
大きな違いがあることを心得ていなければならない。

アメリカと日本の人事管理における多くの慣習の違いについて要約

すると、アメリカの労働市場が流動的だということに行き着く。

日本では、「企業は社員が定年まで勤めると仮定し、人事もそれを前

提にしています」とジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社

の創業者兼社長、ロッシェル・カップ氏は言う。「日本と違って、心配しなく

てもいいことがアメリカにはたくさんあります。そのことによって人事の

業務も変わってきます」

本国で会社に忠実な社員の態度を見慣れているので、日本企業はし

ばしば米国で社員引き留めに苦労するとカップ氏は言う。

カップ氏が共に働いた日本企業が米国に進出したとき、同氏は「もし

社員が辞めても、それはモラルの欠如ではない。会社に留まることが良

いという感情的な考えから抜け出さなければならない。やり方が違うの

だということを会社に理解させること」をまず試みたと言う。

日本企業は社員に対し、まずまずの報酬を提示する傾向があるが、米

国で報酬がどれほどの競争力を持つかもっと理解する必要があるとカ

ップ氏は言う。

「日本では３パーセントの昇給がふつうであり、米国でのエンジニア

の報酬は日本人にとって驚きだ」と同氏は言う。「私たちは日本企業が米

国の経営方法を理解できるようお手伝いしています」

「多くの日本企業は、お金を出し惜しむので、競合他社のための訓練

場として利用されても仕方のない状況を自ら作り出しているのです」と

カップ氏は続けた。労働者は米国で事業を展開している一流日本企業

に就職して、新しいスキルを身につけ、その後、給与のより高いところへ

転職してしまうのだ。

カップ氏は、シリコンバレーで嘱望されるスキルを持つ人の雇用を考

えている日本人クライアントを持つヘッドハンターと一緒に働いたこと

がある。しかし、その企業が提示する報酬に見合った人材を見つけるこ

とができなかった。そのヘッドハンターは、クライアント企業が他のエン

ジニア分野の人を雇い、その後、狙いとする部門の研修を行うことを考

えていたと言っていた。

「その社員たちはあなたのクライアント企業のために１、２年は働く

でしょう。そして会社を辞めますよ。と私は言いました」と彼女は言う。

カップ氏によると、米国の社員は高い報酬だけでなく、社内で出世の

階段を昇るチャンスがあるかをはっきり知りたいと思っている。

労働法
米国と日本では、雇用法は大きく異なっているだろう。しかし、いくつ

かの点では、似たような結果になることもあるとリトラー法律事務所ニ

ューヨーク支所の株主であるフィリップ・バーコウィッツ氏は言う。バー

コウィッツ氏はリトラー国際雇用弁護士グループ、米国実務の共同責任

者である。

「日本の規則は厳しいです。適当な理由がない限り、社員を解雇する

ことはできません。米国では退職および解雇自由の概念があり、いかな

る理由であれ、あるいは理由が無かろうが、もし理由が挙げられている

Sponsored by:

ステファニー・オーバーマン
『Next-Generation Wellness at Work』著者
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場合にはその挙げられた理由が合法である限り、社員を解雇することが

できます」と同氏は言う。

しかし米国の法律の多くが、ハラスメントや差別を禁じているので、

社員はみなある程度守られているとバーコウィッツ氏は違う見方も紹

介した。

「米国では解雇するのが法律上簡単だと思われるでしょうが、雇用主

のほとんどは、社員を解雇する前に念には念を入れています」と同氏は

言う。「雇用主は該当社員にチャンスを与えたことを長い文書による記録

としてきちんと残したいと思っています。この記録が、解雇が最終手段で

あったことを示します。見かけ上、日本のほうがハードルが高いように思

われていますが、実際は反対かも知れません」

日本の人事部長にとって、みな法律に詳しい人から成る労働委員会

や裁判所との対応が当たり前になっているかも知れない。しかし米国で

は、訴訟が陪審裁判になるかも知れず、しかも陪審員は企業経営とは何

かとのトレーニングを受けるわけでもないとバーコウィッツ氏は言う。

社員は精神的苦痛と、時には弁護士費用も求めて訴えるだろう。結果と

して、雇用主が有罪となれば損害賠償に関して罰金は天井知らずとなる

可能性がある。

さらに悪いことに、特に日本企業は、米国のやり方での弱点や知識不

足があると見て取られると、雇用関係訴訟の格好の標的になるだろうと

バーコウィッツ氏は注意を促す。日本の企業は示談で問題を解決しよう

とする傾向があると見られていると同氏は言う。「同時に日本企業は女

性には昇進の機会を与えないと思われています。これは変わりつつあり

ますが、依然としてそう認識されています」

費用のかかる裁判を回避するために、雇用主は社員に対し、陪審裁判

に訴える権利を放棄する同意書か、仲裁への同意を求める同意書への

署名を求めることができる。

バーコウィッツ氏はまた、米国で事業を行う日本企業は、適切な注意

を払う他に、マネジャーからCEOまでの各レベルで研修を行うのが良

いとしている。米国の大企業でさえ費用の掛かる雇用訴訟に直面してお

り、ましてや外国企業がそれを上手くこなすのはさらに難しいと同氏は

指摘する。

念頭に置いておくべき重要な違いとして、「米国には日本の法律およ

び慣習とは対照的な情報開示に関する手の込んだシステムがある」とバ

ーコウィッツ氏は言う。世界の他の国と違って、米国で訴訟を起こす社員

は、たとえそれが下書きであっても、あらゆる種類の書類を要求する。

訴訟を起こしている社員は、弁護士・依頼者間の秘匿特権に反する場

合を除いて、どんな瑣末な文書でも、入手して調べる権利を有している。

米国の判事は企業に対して日本のサーバーにある書類でも提出するよ

う命じることができるし、上級管理職が裁判所で、社員の弁護士による

反対尋問に耐えなければならなくなるかも知れない。

カリフォルニアへの夢
日本企業を含む世界中の企業の多くは、カリフォルニアで事業を

展開することに魅力を感じている。カリフォルニア州経済研究センター

（CCSCE）によると、この州の経済規模は世界第８位である。

「日本企業の多くは、もしアメリカで勝負するなら、カリフォルニアに

進出したいと思っています。日本により近く、アジアからの住民もたくさ

んおり、良い気候です」とカップ氏は言う。カリフォルニア州北部のシリ

コンバレーと州南部地域は共に日本企業にとって人気の高い場所とな

っている。

しかし、カリフォルニアにはカップ氏が特殊な雇用法と呼ぶ法律があ

り、しばしばこれに雇用主が足元をすくわれる。これには残業手当、個人

請負人、通勤時間、労災補償、食事及び休息のための休憩に関する法律

が含まれる。

外国企業はしばしば米国連邦政府の雇用法に注目するが、すべての

州にはさらに厳しい法律でさえも可決する権利があると、バーコウィッ

ツ氏は指摘する。カリフォルニアは特に雇用主にとって難題が多く、示談

で済まずに法廷へ持ち込まれるケースが多いようだと同氏は言う。

米国で事業を展開するにはどこであれ、日本の雇用主は文化の違い

と現場マネジャーの役割の重要性に敏感になったほうがよいとカップ

氏は言う。

社員の仕事ぶりが雇用主にとって満足いくかどうかを決めるのは、会社

自体ではなくて、直属の上司であると調査がしばしば明らかにしている。

カップ氏はコンサルタントとして日本の雇用主のために米国人社員と

面談することがあるが、言葉と文化の誤解が生じたために「経営側に伝え

られていなかった、社員を悩ませ続けてきた一連の問題に出くわすことが

常です」と言う。

会社に良い社員を引き留めるには、「彼らの興味に関心を寄せ、求めて

いることを探し出し、それに応える必要があります」とカップ氏は言う。   
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論 説

「後継者育成」
組織内からリーダーをどう育てるか

近年のリーダーシップ論の見直しに合わせて、今こそ後継者育成を再検討すべきである。

“菊の玉座”（現在日本の天皇家）の起源は西暦６世紀まで遡り、
現在の天皇まで絶えることなく連綿と継承されてきたといわれる。
この皇位の“連続記録”は、アジアはもちろんのこと、世界中を見渡し
ても類を見ない。

むろん、天皇の政治的権威は象徴的なものにすぎないが、その
連続性は、効果的な後継者育成にとって間違いなく貴重な教訓を
与えてくる。それは、国のあり方をどう継承していくかという問題と
同様、事業の継承にとっても重要である。

後継者育成とは、またそのベネフィット（利益）とは何か
現代ビジネス用語の「後継者育成」とは、「企業内部における最重

要な役割を決定し、そうした役割を現に担っている人材に替わる後
継者候補を特定・評価し、さらにそうした後継者候補に将来の機会

のための適切なスキルと経験を与える一連の流れ」といってよいだ
ろう。これに関して多くの専門家の間で、後継者育成は次のような
主要な要素の集積であるということで概ね意見が一致している。

－適切な人材を採用すること
－彼らの知識、スキル、そして能力を開発するために適切な訓練

を与えること
－よりチャレンジング（困難）な役割に向けて、彼らに異動と昇進

の機会を用意すること
－才能を持つ社員のゆくゆくの交替の必要に常に備えること

後継者育成は、組織開発にとって重要であるだけでなく、主要な
経営機能を引き継いでいくために、適切な人材を特定し準備する

カビッティン・順 MBA/MS/HRMP
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手段を提供する。後継者育成はまた、企業が直面するリスク―とり
わけ中心となる人材が失われたり死去したりすることで起きるリ
スク―を回避するための手段ともなる。

こうしたことを考えれば、後継者育成計画がときに、ポスト継承
のため十分な要員を維持するため、経営幹部に“次のレベル”にあ
る人材の見直しを求めることはけっして珍しいことではない。

後継者育成計画が重要なのは、リーダーシップが一夜にして“熟
成”するわけではないからである。さらにいえば、必ずしも才能は生
得的ではなく、それが育つために何年もの期間を要することがある
からである。これからの組織は、高いリーダーシップ能力を持つ候
補者を常に確保する必要があるだろう。それは単に経営責任の断
絶を最小化するためだけではなく、組織効率への影響を最小限に
抑えるためでもあるのだ。

比較的近年まで、後継者育成計画の力点は、主に主要な経営的・
指導的役割に置かれていた。だが最近になると後継者育成は、企
業の経営トップだけでなく、すべての階層における管理職やチーム
リーダーをも含むように徐々に“進化”してきた。専門家によれば、後
継者育成に対するこうした新しい見方は、リーダーシップ開発が、
従来は専門特化した活動であったことから、企業全体にとって重要
な全社的な文化へと移行してきたことを反映しているという。

後継者育成での“社内外部者”アプローチ
だが残念なことに、ほとんどの企業は後継者育成に十分な注意を

払わず、結果として、社内の政治的駆け引きの泥沼に早々に足を取
られる外部の人間か、その企業のことは知っているがリーダーシッ
プに欠ける内部の人間を後継者にしてしまっている―ハーバード大
学ビジネススクールのジョセフ・バウアー教授はそう指摘する。

バウアー教授は、自著『内なるCEO：“インサイド・アウトサイダー”
が後継者育成にとって重要な理由』の中で、「企業トップのポストは
本来、単なるインサイダー（内部の人間）ではなく、アウトサイダー（
外部の人間）同様、企業に固有の伝統、イデオロギー、また合い言
葉から一定の距離を維持してきた人が就くことが望ましい。いわば“
インサイド・アウトサイダー（社内外部者）”こそ、その企業を熟知す
るとともに、主流の外に位置し、結果として感情に流されない物の
見方を提供できる」と主張する。

インサイダーがアウトサイダーを凌駕することは多言を要しな
い。教授は、米国のトップ500社を対象に行った調査の結果、企業の
全体的な風土に関係なく、インサイダーがある地位に就いたとき、
アウトサイダーよりもよい成果を挙げるという結論に達したという。
インサイダーであることは、組織とその文化、くわえてスキルと知識
をすぐ理解するうえで助けになる。アウトサイダーであれば、時間を
かけて、しかも困難を伴いながらそれらを蓄積していくしかない。

日本における後継者育成
興味深いことに日本において、多くの場合、最も成功している企

業はイコール最も古い企業である。それらの多くはいわゆるファミ
リービジネスで、その統制も経営も何世紀にもわたって継承され
てきた。

例えば、社寺建築で有名な「金剛組」は、2006年に予期せざる終
焉を迎えるまでは世界最古の企業であった。同社の創業は、聖徳太
子が、日本初の寺院を建設するために朝鮮（現在の韓国）から大工
を招いた時に遡るという。その後すぐに事業は堅実なものとなり、
以来、40代にわたって連綿と継承されてきた。では、同社を1,400年
にもわたって支えてきたものは何だろうか。2007年４月16日、金剛

組の最後の当主であった金剛正和氏は「ビジネスウィーク」の記事
の中で「柔軟性こそ最も重要な要素」だと語っている。

金剛組が、常に長男に経営権を移譲するのではなく、健康、責任
感、そして事業の才能に最も優れた人間に経営を託してきたことも
その現れである。さらに、それは息子である必要もなかった。例え
ば第38代当主は、正和氏の祖母だった。金剛組の長い歴史を支え
てきたもう１つの要素は、義理の息子たちが同社に入社する際、「金
剛」という家名の使用を彼らに許すという習慣である。これは日本
によく見られるやり方で、それによって、ある世代に男子の後継者
がいない場合も、創業家と同じ家名を使うことで企業を継続するこ
とが可能になる。一転、同社が不調になった原因は、けっして悪い
経営手法ではなく、戦後の1950年代、日本の再建期に過剰に借金
が増えたことにあった［編集者注：創業から1955年の法人化を挟ん
で2005年まで金剛一族が経営してきたが、同年11月より「髙松コン
ストラクショングループ」の子会社（現在は孫会社）として事業を行
っている］

もう１つの好例は、世界最大の醤油と大豆製品のメーカーである
「キッコーマン」である。同社は1630年、茂木一族の１人である真
木しげによって創業された。しげは、大坂夏の陣で夫を失ったあと
醤油醸造事業を開始した。最初のうちは小企業だった同社は1917
年に８つの分家が統一したことによってその後のグローバルブラ
ンドへと成長していった。

もう１つ、東京に本拠を置き、今や世界的なコングロマリットへ
と発展した「住友商事」である。同社は1630年、初代・住友政友が、
その当時の首都である京都に薬局と書店を開業したことに遡る。現
在同社はグループ内に、銀行、造船、鉱山、ガラス製造、エレクトロ
ニクス、セメント、木材、化学といった多様な分野において20もの中
核企業を擁するまでになっている。

2008年、「一橋大学経済研究所」のユパナ・ウィワッタナカンタン 氏
が行った調査によれば、日本においては同族後継者によるファミリ
ービジネス企業の方が非同族経営企業よりもよい業績を挙げてい
たという。これは、他の先進諸国のファミリービジネスの一般的傾
向と大きく異なる点だという。

また、同族後継者によるファミリービジネス企業同士で比較した
場合、非血族の同族後継者によるファミリービジネスの方が、血の
繋がったファミリービジネスよりも業績がよいことが分かっている。
すでに述べたように、多くの日本企業は創業家以外から男子の後
継者（つまり非血族の後継者）を、養子または結婚によって連れてく
ることが多く、それもまた、日本のファミリービジネスのユニークな
点といってよい。

なお、「創業者が経営するファミリービジネス」「直系子孫が経営
するファミリービジネス」「非血族の同族後継者によるファミリービ
ジネス」「専門家が経営するファミリービジネス」「どの企業系列に
も属さない非ファミリービジネス」といった多様な企業形態の中で、

「系列に属する企業グループ」が、業績と企業価値の両方において
最もランクが低いことが分かった（「系列」とは「事業関係と株式所
有を相互に連結する企業集団」のことである）

これはまた、日本企業の場合、伝統的にファミリービジネスと呼
ばれるような企業であっても、ファミリー内に能力のある後継者が
いない場合、インサイダーにバトンを託すことを意味する。養子と
結婚は、そうした世代間での経営スキルの移譲という問題を克服す
るだけでなく、経営者と株主との間の報奨の調整という問題の低減
にも役に立つ。
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進化する２１世紀のリーダーシップ

グローバル　リーダーシップ　パートナーズ　アジア

クライアントとパートナーシップを組み、コーチング手法
を用いながらリーダーの育成、チームワークの強化や

組織変革のイニシャティブを提供します。

価値基準を設定したグローバル・リーダーシップ育成、
コーチングとコンサルティング

個人
• エグゼクティブ・プレゼンス(存在感)
• グローバル・マインドセット 
• 最初の100日間
• 真のリーダシップ

チーム
• 創造的な葛藤
• 機敏なチーム 
• 非対面チームワーク
• 文化変容のイニシャティブ
• コーチとしてのリーダー

組織
• リーダーシップ大学
• 価値実践カフェ
• グループコーチング
• 組織内ワールド・カフェ・イベント

ところで、ファミリービジネスに関していえば、非血族跡取り企業
の方が直系子孫による企業よりもより高いコンピテンス（能力）を
持つことには注意を払う価値があるだろう。ウィワッタナカンタン氏
によれば、コンピタンスの指標として学歴を用いて、創業者CEOより
は直系子孫CEOの方が学歴が高いが、さらにそれよりも非血族跡
取りCEOの方が直系子孫CEOよりも高い学歴を持つと指摘してい
る。また、CEO在任期間の長さでいえば、非血族跡取りCEOの在任
期間が概ね平均20年、直系子孫CEOのそれもほぼ同年数であるの
に対し、雇われCEOのそれは平均６年に留まったという。

だが、金剛組の例が示すとおり、何でも思うように行かないのが
世の中である。そのことは私たちがいちばんよく知っている。かの
天皇家でさえ、近年、１つの試練に直面しそうになった。男子の後
継者がいないことで天皇家の伝統が消える可能性がにわかに現実
味を帯びたのだ。これはまことに深刻な問題だったが、2006年、秋
篠宮家に悠仁親王が誕生したことでかろうじて回避されることに
なった。

必須事項としての後継者育成
企業にとって（また皇室にとっても）、自ら永続するため、また確

立されたと呼ばれるために、後継者育成はもはや選択の問題では
なく必須条件である。言われているように、「後継者を育成しないこ
とは失敗への道」なのである。

カビッティン・順   エイチアールセントラル（株
式会社）代表取締役社長、GLOBIS 大学と テン
プル大学日本校非常勤講師。20年以上にわた
り人事のバリューチェーン全体に携わってき
た。（多くが日本に特化したものである）人事
に関する継続教育、知識の共有、最優良事例
の活用を通じ、人事の課題を解決することが
できると強く信じている

となれば、真の課題はいかにそれを実践するかということにな
る。もしあなたが真剣にこのことを実行しようと考えているのなら、
後継リーダーとしてあなたが考えている人材のタイプに関する、
伝統的な思い込みをまず“手放す”ことから始める必要があるだろ
う。HRのプロである私たちにとって今こそ、リーダーシップに関する
私たち自身の概念を再考し、評価し、試し、そして更新する好機なの
かもしれない。それはまた、現在の価値に直結したスキルを持った
人材を惹き付け、採用し、選抜し、養成し、また昇進させるための好
機になるに違いない。

現在という時はまた、若い人材に早くから体験の機会を与え、女
性に主要なリーダーの役割を与え、そして外国人に責任あるポスト
を与えるなど、私たちが彼らによりよい職歴を提供すべき時なのか
もしれない。さらにいえば、アウトサイダーはインサイダーに比べ
て劣るという、広く行われる見方をも打破する好機といえるかもし
れない。   

http://www.glpa-group.com
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望 む キャリアの 築 き 方

ボブ・トビン博士著

書 評

今ほどキャリア改革が魅力的で、意義深く、現実的
であるときはいまだかつてなかった。急速なテクノ
ロジーの変化と不安定な政治経済に直面し、高齢化
してもなお職場を求める日本のような国々において
は、やり直しが賢い出方だと考えられている。

こうしたダイナミズムと予測不可能性に直面する
なか、人生の新しい章へまい進することは、単なるオ
プションではなく、サバイバルの手段であると思わ
れている。そうではないだろうか。
『今日何を生み出したいのか。望むキャリアの築

き方』を読み始めると、ボブ・トビン氏は本書の中で、
ゼロからのやり直しを示唆しているかのように思わ
れる。と言うのは、本書の始めに、彼自身が日本で人
生の再スタートを切るために、米軍のコンサルタン
トという儲かる職から転じたことについて取り上げ
ている。しかしさらに読み進めていくと、トビン氏の

著者は読者に対して、成り行きでリセットボタンを押すのを示唆するのではなく、
より優しく穏やかな変化の方法を提唱している。

意図することが、転職ではなく、仕事とそれに由来す
るアイデンティティを再考し、再構想することである
と気付くであろう。

本書は職場管理における疎外感への手引きとし
て読むことができる。パッとしない職業、意味のない
仕事、倦怠、そして著者が言うところの「気に障るヤ
ツら」に囲まれることで、この感情がおのずと現れて
くる。紙数を割いて本書で詳述されている推奨アプ
ローチは学習に値する。なぜなら、トビン氏のアプロ
ーチによって実現した成功話、改善された人生の例
が、数多く挙げられているからだ。

反逆者ではなく
ひどく権利をはく奪していると感じさせるシステム

への反逆者へと多くの個人を急き立てるのではな
く、著者がコーチ、教師、同僚、上司、友人の立場か

ヒルダ・ロスカ・ナルテア
「The HR Agenda」 寄稿編集者

英語原文から翻訳

ベン・ベラ・ブックス社、2014年、216ページ

今日何を
                                  のか

原題 What Do You Want to Create Today? Build the Life You Want at Work（まだ英語版のみ）
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ら、人々に「目的、熱意、能力を以て働くことを学ぶ」
手助けをしてきたのは興味深いことである。著者の
解決策はむしろ内部に目を向け、考え方や働き方を
何とか工夫することである。

トビン氏は仕事を変えること、休暇を取ること、荷
物をまとめて、「知ったこっちゃねえ」と言うことさえ、
提案してはいない。彼が提案するのはもっと地に足
の着いた見方である。今では人生のリセットボタン
を押すことは流行りで魅力的でもあるが、彼はより優
しい、そしてある人々にとっては変化を可能にする、
より保守的な方法を探そうとする。「誰もが支えを必
要としており、自分の決断が愛する人々に与える影響
を考えなければなりません」

おそらく自分自身について学ぶことを重点としてい
るので、アドバイスの多くは、活動的な幹部役員、一
般社員、学生へ向けられている。例えばトビン氏は読
者に対して、目標設定の習慣をやめ、その代わりに
夢や望む人生を、決定や行動の基礎に据えるよう呼
びかけている。最後の勇気に関する章では、仕事で
の不安をコントロールする方法について実生活で行
うべき宿題を読者に出している。著者は扱いの難し
い同僚にどう対処するかについての具体的なステッ
プや、いかに仕事を楽しくするかについての方法を
提示している。

トビン氏の話からは、氏が日本を愛してやまない
ことがよく分かる。外国人ながら日本人のパートナー
を持つ長期定住者である著者が受け入れ国である
日本と日本人と一緒に働いた経験に関する視点は、
日本文化を学ぼうとしている外国人に、啓発的で正
確な手引きとなっている。また同時に日本人の読者
にとっても有益であることを申し添える。

本書の考え方は、まず欧米流の自己改造を良しと
する物語（あるいは神話）に根差していると思われる
が、本書を貫いている日本からの強い影響がその論
旨を別の方向へと進ませている。トビン氏は個人の
アイデンティティについて、過去から解放され過去に
とらわれずに新しい自分自身を生み出すことができ
るという、アメリカンドリームの中で受け継がれてき
た見方をしていない。氏はアイデンティティを、まる
で単に次から次へと生み出すことができる商品とは
考えてはいない。アイデンティティは歴史的、物質的
基盤から築き上げられることを知っているのである。
課題はそれを消し去ることではなく、目的の視点か
らそれを見、その改善に取り組むことである。
『今日何を生み出したいのか。望むキャリアの築

き方』は自己啓発本の伝統に則って書かれている。
感銘を与える成功者の物語、事実に基づいた事例
研究、短い時間に要点をつかむことも、熟考のため
に時間をかけて読むこともできる両構造、一連の実
践的なヒントと実行可能なステップが盛り込まれて
いる。

本書の素晴らしい点は、著者の意見が読者を惹き
付け、大いにやる気を掻き立てることである。教師、
ビジネスコーチ、そしてアートギャラリーのオーナー
としての役割は彼の得意とするところであり、彼の育
成精神によって花開いたものである。この精神がこ
の本を励ましに満ちたものとしているのである。   

ヒルダ・ロスカ・ナルテア シドニーに本拠を置
くPRエージェンシーのライティングチーム責
任者。そのかたわら、複数のNPO法人のコンテ
ンツプロデューサーを務める。またかつて、フ
ィリピン・エネルギー省のもとで、国連開発計
画のいくつかのプロジェクトを担当したことも
ある。

http://www.jhrs.org/certification


27   2015年７-1０月

雑 記 帳

編集部より
　編集部より読者の皆様にいくつかお知らせします。

受信箱

本誌前号と前々号に関して、読者の皆様からいくつかフィー

ドバックをいただきました。ここに少し内容を挙げさせていた

だきます。

［2015年４－６月号］あらゆる声に耳を傾けよう：コーチン

グ文化をつくる

全く賛成だ。コーチング文化を維持する上で、実際にコーチ

ングを楽しんでいるマネジャーと監督者を選ぶことは、最も効

果的なやり方である。そうすることで、よりよいコーチになる方

法を教えることができ、その成果に報いることもできる。

ラリー・スターンベルグ

タレントプラス社社長

［2015年１－３月号］ＨＲのグローカリゼーションとは

日本企業の国際戦略における“文化的香り”の役割を考える

確かに、人的資本開発においてグローカリゼーションを行え

ば、企業は、競合他社と比べ、より戦略的で、明白な強みを得る

ことになるだろう。

アルドリン・アンチェタ

支店長・地域マネジャー

［2015年１－３月号］一体化した企業文化を創る

文化は一般的に、その組織が作り出したもの、つまりそのシ

ステム、モデル、行動によって識別される。他社と同じことをす

るのには長所と短所がある。長所は、自分たちがそれまで得て

来たのと同じ結果が得られること。短所は、これまでにしみつい

た態度が、今日の目まぐるしい環境に合う斬新な態度をとるこ

とへの躊躇となることである。

ポール・スティール

ジャズキング株式会社社長

HRA 5-2 COVER
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2015年11月－2016年２月号

への寄稿のお願い

次号のテーマは、「職場で

の差別・ハラスメント・暴力」

です。「The HR Agenda」では

この号への皆さまからの寄稿

をお待ちしています。

すべての寄稿は特に明記

がない限り、英語で800か

ら1,000語、または日本語で

2,000から2,500字に収め、英

語・日本語の両方、またはどち

らかで書いてください。内容は、小論、独自研究、批評、イン

タビュー、データ分析、分析報告とします。

原稿は 2015年8月 31日までにお送りください。ご質問およ

びご連絡は編集長ヨナシュ・アトリ（editor-in-chief@jhrs.org）

まで直接お願いいたします。   

シンガポール建国の父リー・クアンユー氏逝去

「The HR Agenda」2015年４－６月号のカントリーフォーカ
スではシンガポールを特集しましたが、まさにその刊行を間近
に控えた3月23日に、シンガポール建国の父であるリー・クアン
ユー氏が亡くなったことを知りました。誌面上でこのことをお知
らせできなかったことは残念でしたが、この場を借りて、その偉
業と功績により絶大な尊敬と畏敬を受ける氏の逝去に対し、シ
ンガポール国民ならびにシンガポールに血縁または繋がりが
あるすべての読者の皆様に、深く哀悼の意を表します。

「The HR Agenda」
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