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◉イノベーションを生むために
　関西で50年の歴史を持つある
建設会社。専門とする法人市場が
リーマンショックで大打撃を受け
た際，新たな成長戦略を模索する
こととなった。35歳の若さで執
行役員に大抜擢されたO氏は，ビ
ル向けに培った技術を利用して個
人向け戸建市場への参入を思いつ
く。法人向けビジネスの立て直し
との二足の草鞋だが，まずは技術
部門を巻き込み，戸建に適用可能
な自社技術を活かした新製品と製
品化コストを検討した。十分競争
優位力を持って市場に参入できる
と判断したO氏は，続いて片っ端
から協力してくれる可能性がある
ハウスメーカーを回り，戸建での
実装実験を行う。同社は，戸建は
全く未経験だったからだ。ハウス
メーカーとの検証が軌道に乗る
と，O氏は原価低減のため仕入先
との交渉を重ね，製品のパッケー
ジ化を前提として優良仕入先との
関係を構築した。そして，日本全
国に分散するハウスメーカーと販
売チャネルパートナー契約を結
び，見事に新規事業を立ち上げ
た。この間，わずか 1年。同事業
は，現在同社の20％以上の売上，
利益を稼ぎ出す新たな柱となって
いる。

　これは，特にうまくいった事例
だが，本連載で取り上げる「巻き
込み力」とはこのような力であ
る。情報流が革新的に速くなり，
環境変化も格段に速くなった現代
では，ビジネスに求められるスピ
ードも上がっている。自組織，自
社で持たない力は，社内外を巻き
込んで補完していくぐらいでなけ
れば，とても競争には勝てない。
今や，「オープンビジネスイノベ
ーション」の時代なのである。い
つ，誰を，どうやって巻き込むか，
これを体系的に考えてビジネス
を推進する力が求められるので
ある。
　ビジネスで他人を巻き込む，こ
れは簡単なことではない。ビジネ
スだから，当然どれだけのリター
ンを返せるかを戦略的に考える力
が求められる。一方，相手の利益
だけでなく，目標，現在の立ち位
置，抱える課題といった論理的な
観点に加え，現在のモチベーショ
ン，仕事に対する姿勢，対人関係
など感情面も含めた配慮も必要と
なる。株式会社シンスターでは，
創業から 5年「巻き込み力」を多
くの企業の研修で採用していただ
き，プログラム自体を進化させて
きた。本連載では，これまでの当
社の経験も活かし，巻き込み力育

成のために必要な考え方を述べて
いこう。

◉「巻き込み力」育成上の課題
　高度経済成長期からバブル崩
壊，低成長時代の長期化という流
れのなかで，企業の中心になって
巻き込み力を発揮すべき現場リー
ダー像とその育成手法も変遷を遂
げてきた（図表参照）。混迷の時
代に社会人となったこの層が抱え
る構造的な課題が，企業全体での
巻き込み力育成上の大きな課題と
思われる。以下，企業の人材育成
の方々からの指摘も踏まえて整理
してみたい。
①ミドルの巻き込む経験の少なさ
　多くの企業の現在のミドル層
は，日本が『超』成熟に向かう
90年代半ばからの約10年間にわ
たって採用されてきた。この世代
は，厳しい経済環境のなかで結果
を短期的に出すことを求められ，
多くの企業がこれを促進するため
に業績ベースの能力評価を導入し
た。また，個人での結果を効率的
に出すために，育成面では論理思
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考を中心とした左脳系の教育が数
多く導入された。さらに，採用を
絞り込む企業が多かったため，部
下を持つ経験のないまま管理職に
なっている人材も存在する。この
ような環境で育ってきた人材に対
し，人材育成担当者からは，「OJT
や互いに教え合うことが不得手
で，うまく周囲を巻き込むような
活動ができない」，「自分の論理を
主張するのは得意だが，相手の立
場や感情も考えてのコミュニケー
ションは苦手」といった課題をよ
く耳にする。個人の実績重視の視
点が強調されすぎ，他者を巻き込
む機会と経験が少なかったことが
主な原因と思われる。
②若手の巻き込む意識の希薄さ
　若手に対しては，人材育成担当
者から「主体性が足りない・なく
てもいいと思っている」，「相談し
ない・しようとするマインドがな
い」等の課題をよく耳にする。究
極は，そもそも「巻き込むという
認識すらない」といった意見もあ
る。これは，不透明な時代の教育
制度の負の側面の影響を受け，縦
の関係構築の経験が不足している
ことも一因と思われる。また，メ
ール文化の影響でコミュニケーシ
ョン能力が落ちていることも一因
であろう。しかし，上司であるミ
ドル層の影響も大きい。ミドルが
結果を求められ，プレイングマネ
ジャーとして常に忙しい状態が続
いている企業では，若手は相談し

たくても相談しにくい状況も生ま
れているようだ。また，採用バラ
ンスが崩れた結果，管理職と若手
の間の人材が手薄になり，両者の
距離が遠くなってしまっているこ
とも多々見受けられる。この距離
が，若手を指示待ちの姿勢にして
しまっているのではないかという
見解も耳にする。このような状態
では，若手に対してはまず「意識
変革」から取り組む必要があるよ
うに思われる。

◉自前主義からの脱却が必要
　日本企業は，「すべて自分たち
の力でやる」といった自前主義の
文化を持っている企業が多い。そ
うした企業では，他社と情報交換
をしたり，協業したりする手法を
考えるのがあまり得手ではないよ
うである。私が行っているアクシ

ョンラーニングでも，他社との協
業を議論していると「まず自社の
Win」を考える参加者が多い。協
業，Win-Winの仕組み構築では，

「まず相手のWin」を考えること
が鉄則であるにもかかわらず。こ
れでは，なかなか他社を上手く巻
き込むことはできない。仮にでき
たとしても，相手は自社の利益獲
得を主眼に置き，結局取り組みが
失敗する事例も多々ある。「巻き
込み力」育成における人材面での
課題を先述したが，企業としては
自前主義からの脱却という文化の
変革も必要なのである。

＊　＊　＊

　次回以降は，これらの課題をい
かに解決し，具体的に「巻き込み
力」をどのように育成していくべ
きかに関して述べていこう。

（いのうえ こうじ）株式会社シンスター/ 株式会社 KTコンサルティング 代表取締役社長
外資系コンサルティング会社を経て，1994 年 KTコンサルティングを設立。多数の戦略立案，業
務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。2000 年からは
MBAスクール，企業研修の講師としても活躍し，09 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，
「OJT代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク
ションラーニングを多数提供している。
TEL：03-5728-4305　E-mail：info@shinstar.co.jp　URL：http：//www.shinstar.co.jp

図表：求められるリーダー像と育成手法の変遷
多様化への対応という時代の要請が，現場リーダーの役割を複雑にしている。多くの企業が，
このリーダーを育成する手法を模索しているのが現状である。

市場拡大期（～94年） 市場成熟期（95～ 04年） 多様化の時代（05年～現在）
●中長期志向
●確立された戦略の効率的な
　実行を重視

●年功序列
●家族主義

●短期志向
●新たな戦略の構築・具体化を
　重視

●実力本位
●成果主義

●ビジネス特性に応じた見極め
－日本の超成熟とグローバル化

●内なる多様性への対処
－価値観，ワークスタイルの多様化

●ビジョナリー型リーダー
　（戦略参謀）

●ゼロベースで「What」を
　構想する

●仕事の成果の最大化に
　目を配る

●ファシリテーター型
　リーダー（巻き込みと協働） 　
　
●洞察力と俊敏な判断力

●多様化する社内外の人的
　資源を機動的，協調的に
　活用しながら，仕事の成
　果を出す

●現場監督型リーダー
　（親分肌）

●豊富な経験を基に「HOW」を
　考え実行する

●部下育成・組織管理に
　目を配る

●OJT 弱体化による現場
　リーダー育成機能の質・
　量両面での不足感

●Off-JT 選択メニュー追加に
　よる，個別スキル継ぎ足し
　型アプローチの限界

●現場教育（OJT）の充実

●節目毎での階層別研修

●選抜型研修，選択型研修の
　強化と階層別研修の縮小

●現場教育（OJT）の形骸化

組織統制力重視 個人力重視
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　今回は，巻き込み力を発揮する
ために必要となるスキルについて
解説する。なぜなら，「巻き込み
力」はそれが一つのスキルという
よりは，多くの企業でスキル研修
として取り上げられる力の総合
力，ビジネスでの応用だからであ
る（図表参照）。

◉ベースとなる論理思考力
　巻き込み力のベースとなるスキ
ルは，ビジネスパーソンにとって
のOS（オペレーティングシステ
ム）である論理的思考力である。
ビジネスの事象を構造化し，これ
を論理的に組み上げる力は，自分
の考えを相手に分かりやすく伝え
る（書く，話す）とき，相手の考
えを理解するときばかりでなく，
ビジネス環境の分析と戦略立案，
問題の本質の分析や解決策の検討
の際にも必ず求められる力であ
る。そのため，多くの企業で新た
な成長戦略やグローバル戦略を策
定するリーダー層においても，必
須スキルとしてその育成の必要性
が見直されている。しかしながら，
上述したように論理思考力はベー
ススキルであり，一朝一夕で身に
つくものではないため，できる限
り若いうちから計画的に育成すべ
きスキルといえよう。

◉「巻き込む」ための思考系スキル
　一般的に企業が人材育成で行う
コミュニケーション，ファシリテ
ーション，交渉力，問題解決力な
どの思考系スキルは，ベースであ
る論理思考力をビジネスシーンに
合わせていかに使いこなすかとい
うものである。それゆえに，これ
らのスキルは論理的な分かりやす
さを軸に説明されることが多い。
ビジネスである以上，論理的な側
面は必ず押さえる必要はあるが，
巻き込みにおいては他人との関わ
りが前提となるため，相手の状況
や立場，感情にも配慮し，右脳的
な要素も論理に組み込む力が必要
となる。
　例えば，人事部の研修担当者が，
営業向けの提案力強化研修を企画
し，その内容を具体化するための
協力を営業課長にお願いしたとし
よう。その内容が非常に良いもの
であっても，協力を得られない場
合もある。課長が本業の営業で手
いっぱいのこともあれば，仕事上
のミスで落胆していて研修など考
えられない状況かもしれない。あ
るいは，自分で営業強化の研修企
画をすでに考えており，人事の協
力を得たいと思っていないかもし
れない。まずは，相手の状況，心
理などを把握したうえで，これら

も論理に組み込んで伝える内容を
考え，伝え方，タイミングなども
配慮して巻き込まないと上手くい
かないケースが出てくるのであ
る。また，会議やミーティングに
おいてもファシリテーション力に
加え，同様の力が必要になる。極
端な例だが，ミーティングで何も
発言しない人への配慮，洞察であ
る。無言であっても表情に意思が
表れている場合もあれば，無言自
体が意思表示になっている場合も
ある。
　ただし，こういった非言語のコ
ミュニケーションは，多くの場合
参加者に意図が伝わりにくい。出
た意見をうまく整理し，まとめる
テクニックだけではなく，相手の
立場，感情などにも配慮して意見
を引き出す力が求められる。

◉「巻き込む」ための戦略系スキル
　他人を巻き込む際には，相手の
立場や感情への配慮が求められる
が，それだけでは十分ではない。
最も大事なのは，巻き込む目的，
ビジネスのゴールであることは言
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うまでもない。会社にとって，ま
た自分にとってその目的やゴール
に意味があると納得できなけれ
ば，他人は主体的に協力しようと
思わないからだ。ただし，ビジネ
ス上の目的といっても，様々なレ
ベルがある。ミドルクラスになる
と，リーダーとして自社のビジネ
ス環境や戦略を理解し，個の理解
に基づいて自社や自部門の目標・
目的を適切に設定する戦略系スキ
ルが必要となる。一方，若手は所
属する組織がどのような方針・方
向性で動いているかを理解したう
えで，現場の改善・改革などの目
標・目的を設定する課題解決系ス
キルが必要となる。目標設定スキ
ルは，行動力を高めるスキルと並
行してレベルに合わせて育成する
必要がある。
　ただし，ここでも右脳的な要素
が必要になることに注意していた
だきたい。いかに論理的に目標設
定をしたとしても，巻き込む主体
に自分の「思い」がなければ周り
はついてこない。
　これは，リーダーシップ的要素
だが，巻き込む相手の賛同を得て，
前向きな気持ちで動いてもらうた
めには，周囲からの共感を得るた
めの姿勢も重要になるのである。
「会社方針だから」「上が決めたこ
とだから」で目標設定をしても，
論理的には正しいかもしれない
が，周囲を巻き込むには十分では
ないのである。

◉「巻き込む」対象を俯瞰するスキル
　最後に，巻き込む相手を俯瞰す
るスキル・手法の育成も必要にな
ることに触れておく。組織で行動
して目的を達成するためには，巻
き込むべき人材を選定しなければ
ならない。目的達成のために，ど
のような議論・取り組みを行うべ
きかを考えたうえで，ときには社
外の人材も含めて対象を検討する
必要がある。誰をいつ巻き込むか
で，ビジネスの効率・効果は大き
く変わってくるからでる。シンス
ターの研修では，『巻き込みマッ
プ』と呼ぶテンプレートを使って
これを整理している。対象者の経
験・知識は当然のこと，互いの人
間関係やパワーストラクチャも記
述し，対象者全体を巻き込む適切
な手法とアクションプラン策定に
活用している。全体的で客観的な

視点が巻き込む力を引き上げるの
である。

＊　＊　＊
　今回は，巻き込みに必要なベー
シックスキルについて述べてき
た。冒頭にも述べたように，「巻
き込み力」は総合力である。この
ような力は，一定レベルまでは研
修を通じての育成も可能だが，会
社としてこの力を発揮する機会・
場を提供していかなければ実践力
を高められないことは言うまでも
ない。人材育成部門としては，育
成対象者が自ら進んで他人を巻き
込むチャレンジをするよう上司に
指導を依頼したり，可能であれば
部門横断でのプロジェクトワーク
など「巻き込み」の機会がより多
く求められる仕事にアサインされ
たりするように働きかけていくこ
となども必要であろう。

（いのうえ こうじ）株式会社シンスター/ 株式会社 KTコンサルティング 代表取締役社長
外資系コンサルティング会社を経て，1994 年 KTコンサルティングを設立。多数の戦略立案，業
務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。2000 年からは
MBAスクール，企業研修の講師としても活躍し，09 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，
「OJT代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク
ションラーニングを多数提供している。▶井上のモットー「備えある心に，偶然の力が味方する」
TEL：03-5728-4305　E-mail：info@shinstar.co.jp　URL：http：//www.shinstar.co.jp

図表：巻き込み力を発揮するために求められるスキル

戦略系スキル 企業ビジョン

巻き込み力には，「自らが戦略を立案する力」，「巻き込む対象を選定する力」，
「社内外を巻き込んで実行する力」の総合力が求められる。

外部環境
把握・分析力

中長期戦略
理解力

部/課目標
設定力

◆戦略立案ビジネスの目標設定を行う力

組織を俯瞰するスキル

◆巻き込む対象を選定する力
・社内のパワーストラクチャ
　（力関係・勢力図・意思決定プロセス）
・各々の人間関係
・過去の経緯・取り組み　……

自組織の戦略目標は？
実現のための取り組みは？
実現に向けて誰を，いつ，
どうやって巻き込むか？

思考系スキル
◆社内外を巻き込んで実行する力

問題
解決力

指導力
ファシリ
テーション力

コミュニ
ケーション力

ベース
 論理思考力

「巻き込み力」を発揮するためには，上記に加え，巻き込む人の立場や意見，感情をも論理に
組み込む力を実践的に育成する必要がある。

浸透力
説明力

交渉力

中期
戦略

長期
戦略
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　ビジネスでの取り組みをフェー

ズに分けると，大きくは「目的設

定」とその「実行」に分けること

ができる。今回は目的設定のフェ

ーズの際に最も重要となる，巻き

込みの目的に応じた対象範囲に関

して解説しよう。

◉なぜか上手くいかない活動

　組織の中では「これで良かれ」

と考え，実行していてもなかなか

上
う ま

手くいかない活動がよく見受け

られる。例えば，こんな事例を考

えてみよう。

　ある企業で，営業の生産性向上

を戦略目標の一つとして掲げてい

る。そこで， 1人の営業現場リー

ダーが，メンバー個々人の営業活

動を指導することでその改善を図

ることを目的にした。リーダーは，

指導のためにメンバーに日報を書

かせたり，営業に同行したりとい

ろいろ工夫するがなかなか結果が

伴わない。

　いったい何がいけなかったのだ

ろうか？

◉目的の方向性を定めるポイント

　もちろん，方法論として日報や

同行が適切でない場合もあるが，

そもそもの目的設定で躓いている

場合もある。この事例では「営業

の生産性向上⇒営業個々人の能力

アップ」と考えて目的設定をした

が，これはリーダーの個人的な思

い込みかもしれない。

　営業の生産性が低いという課題

の本質は，会社の認知度が低いこ

とにあるかもしれないし，提供す

る商品やサービスが市場ニーズに

合っていないことにあるかもしれ

ない。企業として，どのような課

題認識に基づいて戦略目標を立て

ているのか，そのベクトルを理解

し，これに則した目的を設定しな

いと，周りは納得して動いてはく

れないのだ。

　正しい目的設定を行うには，ま

ずは考える方向性を正しく設定し

なければならない。そのために，

リーダーが自ら入手可能な社内外

の情報をもとに，個人で考えるこ

とは大前提である。ただし，個人

力では限界があり，抜け漏れが発

生する。

　そこで重要なことは，方向性検

討の段階から，必要な人材を巻き

込み，議論することだ。先の例で，

営業個々人の能力に問題があるよ

方向性の検討⇒情報の感度をどこに持つか 思考パターン／ツール⇒どう考えるか

社内

社外

◆情報収集に

　必要なアンテナ

プロセス，組織，制度，IT……

商品／サービス，価格，

チャネル，プロモーション……

経営資源（人，物，金，情報）

マクロ環境，業界環境，

競合，市場

社内

◆情報源

人：同僚，部下，上司，

　　トップマネジメント……

定性情報：中計，HP，社内報……

社外

人：お客様，取引先，研究機関，

　　友人，先輩，家族……

定性情報：新聞，テレビ，書籍，

　　　　　雑誌，インターネット……

◆思考パターン

　思考ツール

創造的思考（発散）

  ─ブレスト

  ─マインドマップ

  ……

論理的思考（収束）

  ─MECE

  ─ロジックツリー

  ……
情報の収集⇒どこからどういう情報を集めるか

図表1：目的設定における巻き込みのステップ

会社/自部門の目的を押さえつつ，日々
どのような情報に高いアンテナを張る
か，そこでどのような情報を押さえる
かを意識することが重要！

【1STステップ】

会社/自部門の

目的を確認する

【2ndステップ】

目的設定の方向性

を確認する

【3rdステップ】

収集した情報をもとに

方向性を考える

【4thステップ】

他人と議論して自分の

考えを広げ，深める

⇒組織の目的に昇華する
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うな場合は，まず社内での議論が

重要になることは言うまでもな

く，上司，部下，人材育成部門と

現状に関しての意見交換が不可欠

である。

　一方，内部だけではなく，外部

へのヒアリングも欠かせない。例

えば，お客様が営業にどのレベル

までの対応を求めているのか，競

合がどのような対応を行っている

かを検討しておく必要もある。

　会社の認知度がイシューであれ

ば，まずはマーケティング部門と

の議論が重要となるし，製品・サ

ービスの問題であれば，企画・開

発との議論が優先される。何がイ

シューであっても，当然外部との

議論は不可欠だが，内容に応じて

対象とする範囲も議論する内容も

異なってくる。

　図表 1に示すように，普段から

社内外へのアンテナを張り，イシ

ューに応じて適切に議論する対象

を決めることが求められるのだ。

この段階では，できるだけ議論す

る対象を広げておくことが重要で

ある。

◉目的を具体化する際のポイント

　目的を具体化する際には，さら

に詳細な検討と議論が必要になる

ことは言うまでもない。半期，四

半期，月次などで，具体的な目標

値とそのときにどのような状態に

なっているかを検討する必要があ

るからだ。

　先の例でいえば， 1人当たり何

件のお客様にどこまで深く入り込

んでいるかなどが目標値として設

定されるだろう。知名度の話であ

れば，マーケティングの打ち手に

整合した話を何件のお客様に具体

的に提示しているかが直接的な目

標値になるだろう。

　自部門のストレッチによって達

成できる適切な目標値を設定しな

ければならない。そのためには，

「こうやれば実現できる」という

実現手段の仮説まで議論しておく

必要がある。

　このような議論を行うために

は，方向性の検討段階よりも巻き

込む対象を絞らなければならな

い。目標値と状態に関しては具体

的な実現可能性を見極めるため

に，実現手段の方法論に関しては

自分たちの考えの枠を超えたアイ

デアも取り入れるために，より深

い議論が必要になるからである。

なぜこれまで実行できなかったの

か，あるいはなぜこれまでトライ

してきたことが上手くいかなかっ

たのかを含め，現実的な議論を行

って適切な目標値を設定しなけれ

ばならない。

　このような議論を限られた時間

内で行える適切な対象を選定し，

議論を「深め」「広げる」ことを

繰り返し，組織として実現可能な

目標・目的を設定することが重要

になる（図表 2）。

＊　＊　＊

　今回解説した「巻き込み」にお

いても，他人，特に外部の人材を

巻き込むのは容易ではない。その

手法や考え方に関しては，次回の

「実行時の巻き込み」で解説しよ

う。

（いのうえ こうじ）株式会社シンスター/ 株式会社 KTコンサルティング 代表取締役社長

外資系コンサルティング会社を経て，1994 年 KTコンサルティングを設立。多数の戦略立案，業

務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。2000 年からは

MBAスクール，企業研修の講師としても活躍し，09 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，

「OJT代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク

ションラーニングを多数提供している。▶井上のモットー「備えある心に，偶然の力が味方する」

TEL：03-5728-4305　E-mail：info@shinstar.co.jp　URL：http：//www.shinstar.co.jp

図表 2：目的設定における巻き込みに必要な「広げ」「深める」議論

世の中，業界内，社内で

起こっている様々な環境変化，事象

実際のビジネスで実行可能な目的

にまで内容を具体化する

起点：個人

個人の着眼，着想

自分の引き出しにある情報で

アイデアを広げる・深める

深める：上司，同僚との議論

日頃から同様の問題意識を持つが，

着眼や経験の異なるメンバーと

議論して思考を深める

広げる：異分子との議論

他部署，社外の人など，異なる

問題意識，着眼，経験を持つ

メンバーと議論して思考を広げる

広
が
り
と
深
さ
を
持
つ
組
織
と
し
て
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

組
織
と
し
て
取
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と
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も
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想
力
が
高
ま
る
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⦿実践へのチェックと洗い出し

　社内での様々な取り組みにおい

て，最大限の結果を出すためには

社内の必要な人材を上手く巻き込

むことが不可欠であることは言う

までもない。

　しかしながら，研修の場なども

通じて実際の取り組み状況を聞い

てみると，思ったようにいかない

ことが多々あるようだ。

　その主な要因としては，

・巻き込み難い人にはアプローチ

しない

・自分の力だけで巻き込もうとす

る

・巻き込むタイミング，順番を間

違える

・相手が理解，共感できるように

取り組みの目的と内容を伝えら

れない

といったことが挙げられる。

　この種の課題は，基本的には巻

き込みを体系的に意識して行って

いないために生じるものである。

「巻き込みチェックリスト」（図表

1）を参照してほしい。ここで示

すポイントを『意識』して行動計

画を立てることで，より上手く取

り組むことができる。

　さらに，「巻き込みマップ」（後

述）を利用して，巻き込むべき人

材を洗い出して計画を立てること

で，本当に必要な巻き込みを行う

ことができる。そのポイントを，

分かりやすい社内プロジェクトを

具体例として解説しよう。

⦿提案資料共有化プロジェクト

　某社営業部では，顧客向けの提

案資料が個別管理されており，部

内で共有されていないことが問題

視されていた。そこで，営業本部

長の指示のもと，共有化検討プロ

ジェクトが発足した。

　プロジェクトメンバーは，営業

企画主任をリーダーとし，営業か

ら 2名，営業サポートから 1名を

加えた 4人が指名された。

　プロジェクトのキックオフに先

立ち，リーダーが現状をヒアリン

グしたところ，営業メンバーは本

件に関しては総論賛成だが，営業

企画には普段から「現場を理解し

ない企画が多い」とネガティブな

印象を持っていた。

　一方，サポートメンバーからは

否定的な反応が返ってきた。その

理由は，同様の取り組みが以前に

もなされており，サポートメンバ

ーが毎日残業してデータ整理など

を行ったにもかかわらず，結局営

業が継続して情報を整理せず，活

用もしなかったために取り組みが

図表 1：巻き込みチェックリスト

以下のポイントに関して，「巻き込み」を『意識』して行うことで，

【誰を】 【どんな目的で】 【いつ】 【どんなやり方で】 【誰が】

社内

企画支援
（知恵出し）

行動支援
（人的協力）

意思決定
支援

妨害阻止
（懐柔？）

…

他部署

上司

部下

同僚

×

最初から

公式に

非公式に

…

ある程度
固まって
から

最後に

…

× ×
口頭で

文書で

…

×
自分が直接

第三者経由

…

×

目的や相手に応じて、最適なアプローチを検討する

社外 顧客

他部署

Opinion
Leadeお

…
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徒労に終わったことにあった。

⦿巻き込みプランの策定

　このような状況下でとりがちな

行動は，今回の目的達成のために

どのような取り組みが必要かをと

りあえず話し合ってみるといった

ことである。しかし，そもそもベ

クトルが合っておらず，互いにネ

ガティブな見解を持っている者同

士がミーティングを行っても，な

かなか話は噛み合わない。

　いきなり行動を起こす前に，ま

ずプロジェクト推進上の主要課題

を明確にしたうえで，必要な人材

をいかに巻き込むかを検討する必

要がある。

　主な課題としては，

①中立的な見解を持つ営業担当者

が，実現に向けてコミットする

こと

②営業サポートメンバーに，今回

は以前の取り組みとは異なり，

必ず結果につながることを納得

してもらうこと

の 2点が挙げられる。

　この課題を解決するために誰を

巻き込むべきか，その検討を行う

ために「巻き込みマップ」を作成

する（図表 2）。

　巻き込みマップでは，取り組み

に対する姿勢に加え，相互の関係

性を可視化する。さらに，各自の

現業におけるミッション，権限，

これまでの経験，嗜好性などを必

要に応じて整理する。

⦿2つの課題の解決ポイント

　上記課題①を解決していくため

には，まず営業部門全体のベクト

ル合わせをする必要がある。その

際，リーダーであるA主任主導で

行うよりは，営業担当者とサポー

トメンバーを強くグリップしてい

るB主任に積極的に動いてもらう

ほうが有効だろう。プロジェクト

に前向きなD氏にも協力してもら

い，中立的なB主任にベクトル作

りで前面に立ってもらう方策など

を検討する必要がある。

　しかし，B主任では力不足の場

合もある。その際には，プロジェ

クトの責任者であるE本部長に動

いてもらうことも考えておく必要

がある。常に二の矢，三の矢を計

画しておくことが肝要だ。

　また，課題②に関しては，以前

の取り組みがなぜ上手くいかなか

ったかを押さえておくと同時に，

今回の取り組みでは何が違うかを

検討しておく必要がある。

　例えば，今回は業務負荷の上昇

を最小限にするためにITの活用

を前提にしたとしよう。そうなる

と，現在の稼働状況も考慮したう

えで情報システム部門を巻き込む

必要がある。

　取引業者も通じて他社の取り組

みなども参考にしたい場合はプロ

ジェクトの初期段階から，具体的

な仕組みの検討だけでよい場合は

中盤からなど，どのタイミングで

巻き込むことがベストか，いかに

して巻き込むかをあらかじめ検討

しておく必要がある。

　今回は巻き込み実践時のポイン

トについて，社内での取り組みに

スポットを当て解説した。次回は

顧客やパートナー，取引先など，

社外の巻き込みについて述べてい

きたい。

（いのうえ こうじ）株式会社シンスター / 株式会社 KT コンサルティング 代表取締役社長

外資系コンサルティング会社を経て，1994 年 KTコンサルティングを設立。多数の戦略立案，業

務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。2ハハハ 年からは

MBAスクール，企業研修の講師としても活躍し，ハ9 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，

「OJT代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク

ションラーニングを多数提供している。▶井上のモットー「備えある心に，偶然の力が味方する」

TEL：ハ3２5Ｃ28２43ハ5　E２mail：info@か｣inかがaおネcoネjp　URL：｣ががp：ノノくくくネか｣inかがaおネcoネjp

図表 2：巻き込みマップ～関係者の洗い出し／相関関係の把握～

＋ ＝
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－

＝ ＝

＝

＋ －

－＝

取り組み内容・体制・予算の承認

良好な関係

ニュートラルな関係

ネガティブな関係

関係性不明

ポジ
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営業企画
F室長
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営業企画
A主任（PJリーダー）

営業担当者
D氏

営業担当者
メンバー（2ハ人）

営業サポート
メンバー（5名）

現場での定着化・運用 巻き込みの目的

企画のサポート
ノシステムの検討

情報システム部

社外のITソリューション
プロバイダー

営業部サポート課
リーダー　C氏

財務部

社長・経営層
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　ビジネスの変革には，自前主義

では限界がある。昨今は，競合同

士の協業による取り組みも多く見

られる。例えば，キリンビールと

アサヒビール，TOTOとクリナッ

プの物流統合によるSCM効率化

などはその一例である。新規ビジ

ネスやサービスでの事例は，枚挙

に暇がない。カードを通じたポイ

ントの共通化などは言うまでもな

く，住宅業界と家電業界，医療業

界とIT業界など，業界の垣根を

越えた協業が行われている。海外

進出においては，国も交えた日本

企業連合での取り組みも数多く見

受けられる。

　このような社外を巻き込んだ取

り組み，広く捉えれば「オープン・

ビジネス・イノベーション」とも

いえる取り組みを実現するための

ポイントを簡単な事例を使って解

説しよう。

⦿化粧品会社でのコラボ企画の検討

　女性向け化粧品を製造・販売す

るA社では，成熟市場での伸び悩

みを打破するため，ホテル専用の

アメニティグッズなどを開発して

B2Bビジネスを広げる戦略を取っ

ている。

　このような状況下で，営業担当

B氏は単なる商品販売を超えたホ

テル業界との取り組みを検討して

いた。B氏が着目していたのは，

20 〜 30代女性の支出増加トレン

ドである。働く女性の「ご褒美消

費」として，自社化粧品の販売促

進策がないかと考えて思いついた

のが，ホテル業界との「美容」を

テーマにしたコラボレーション企

画である。働く女性のために，客

室に自社の高級化粧品サンプルを

提供したうえで，自社のビューテ

ィーアドバイザーも派遣し，プロ

の技術とともに新たな商品を体験

できる場を作れないかというアイ

デアであった。これは，ホテルに

とっても良い話題づくりになると

考え社内で提案したところ，企画

は承認され関係部門の協力も取り

付けられた。

　さて，この先は取引のあるホテ

ルチェーンとの協議となるが，ど

のように他社を巻き込んで企画を

進めていくべきであろうか？

⦿相手の戦略の理解と提案の検討

　他企業を巻き込む際に，最も重

要なことは相手企業の理解，そし

てその理解に基づく提案を行うこ

とである。自社にとってどんなに

メリットがあることでも，相手に

とってメリットがない，あるいは

メリットがあったとしても取り組

んでいる戦略と方向性が合わない

場合は実現は困難である。

　例えば，2020年東京オリンピ

ックを念頭に，外国人顧客の取り

込み強化を最優先課題としている

ホテルにこの提案を持ち込んで

も，なかなか具体的な検討には進

まないだろう。持ち込むためには，

まず外国人女性と日本の化粧品を

結び付ける提案などに変更する必

要がある。

　一方，ビジネス顧客に注力して

いるホテルには提案しやすい。ビ

ジネス顧客でも特に女性，若手女

性の出張や週末のプチ贅沢などと

連動した形での提案は，まさにホ

テル側の戦略と整合性がある。

　さらに，提案先ホテルの競合の

取り組みも検討したうえで，この

コラボレーションがホテルの競争

優位に結び付く内容となれば，実

現の確率は一層高まる。

　つまり，相手先の戦略，競争環

境などの理解と分析に基づき，取

り組みが双方のメリットにつなが

るものに昇華する必要があるの

だ。
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⦿意思決定メカニズムとアプローチ法

　他社の巻き込みで最も難しいの

は，相手先の意思決定メカニズム

の理解と，その理解に基づくアプ

ローチの策定と実行である。意思

決定メカニズムを意識したアプロ

ーチは，社内での巻き込み時にも

重要であることは前回述べた。他

社の巻き込みの場合には，外部か

らはこれが見えないことが多いた

め，難易度が増す。すでに構築して

いる相手との関係を活用して相手

先の情報を収集すると同時に，提

案内容に応じた仮説を持ってアプ

ローチ手法を検討すべきである。

　今回の例であれば，営業関連，

またはマーケティング関連部門，

もしくは経営層が意思決定者とな

ることも想定される。関係を持っ

ている購買担当者からその上司，

そして他部門を巻き込んでいくと

いうボトムアップのアプローチも

一つの方法である。

　しかし，このアプローチでは時

間もかかり，コントロールが難し

いようであれば，トップダウンの

アプローチも検討すべきである。

企業のトップ，もしくは部門のト

ップによるトップ・トゥー・トッ

プの話のほうが上手くいく場合も

ある。

　どのようなアプローチが最適か

は，相手先の企業文化，議論して

いく個人によっても異なってくる

ため，相手の理解に基づき最適な

手法を検討する必要がある。

⦿企画を深め，広げるための巻き込み

　意思決定者レベルでの巻き込み

が上手くいき，企画が前に進めば，

その後は企画内容を「深め，広げ

る」ための巻き込みが重要となる。

最初の企画は社内で検討したもの

だが，ここに自社とは異なる経験

と知識，そして考えを持つ他社メ

ンバーの知見を加えて企画をブラ

ッシュアップするのである。

　その際大事なのは，巻き込むべ

き他社メンバーの人選だ。企画の

目的，目標を両者の意思決定者間

で再確認したうえで，必要に応じ

て現場レベル，企画レベルの最適

な人材をアサインする。他社の人

事にはなかなか介入しづらいが，

相手に任せきりにするのではな

く，目標達成のために行うべき議

論を互いにし尽くしてメンバーを

選定することが肝要である。

　先の事例では，他の案件で多忙

であったマーケターをメンバーに

加えることで，美容機器を製造す

る家電メーカーも巻き込んだ企画

に広げることができた。知見ばか

りでなく，保有する他社との関係

も活用することで，企画をより良

いものにすることができる。

　相手先や自社の必要な人材，そ

の他の企業の人材なども巻き込み

ながら，発想を広げ，深めていく

ことで，さらに成功確率を高めて

いくことができるのである。

＊　＊　＊

　今回解説したポイントをまとめ

ると図表のようになる。他社の戦

略，意思決定メカニズムや文化の

理解は一朝一夕にはできないが，

日々の企業活動を通じて理解を深

め，より良い協業に結びつけるこ

とを通じて，これまでにない取り

組みを生むことが可能になる。

　次回は，最終回として巻き込み

を成功させるための肝を解説す

る。

（いのうえ	こうじ）株式会社シンスター/ 株式会社 KTコンサルティング	代表取締役社長

外資系コンサルティング会社を経て，６99９ 年 KTコンサルティングを設立。多数の戦略立案，業

務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。７５５５ 年からは

MBAスクール，企業研修の講師としても活躍し，５9 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，

「OJT代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク

ションラーニングを多数提供している。▶井上のモットー「備えある心に，偶然の力が味方する」
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図表：社外を巻き込むための主要プロセスとポイント

企画を広げ，深める

ための巻き込み

意思決定メカニズムの

理解とアプローチの検討

相手企業の戦略理解と

提案内容の検討

●目的，目標の確認●意思決定メカニズムの把握●相手企業のビジネス環境の変化

・市場４顧客の動向とニーズ

・競合企業の戦略と打ち手 ●検討に必要な人材の選出

・自社，相手企業

・その他企業

●必要な人材のアサイン

　必要に応じて，上層部を通じた

　サポートの要請

●意思決定者の特定

●意思決定者へのアプローチ検討

・トップダウン

・ボトムアップ

（必要に応じた社内の巻き込み）

●相手企業の戦略と進捗

・経営理念／ビジョン

・全社戦略

・事業戦略

●広げ，深めるための議論

・同質メンバーで深める

・異質メンバーで広げる

⇒成功の確率を高める

●巻き込みの実行

　⇒必要に応じて手法を見直す上記理解に基づき，

・相手に提供できる付加価値は何か？

・相手の競争優位をどう創り出せるか？

と言う観点から，企画を相手に具体的に

提案できる内容に高める。

意思決定メカニズムは企業に

より異なる。相手企業に合わ

せ，社内の適切な人材を巻き

込みアプローチする。

相手企業や自社，さらには他

の社外の必要な人材も巻き込

み，企画をより良いものにブ

ラッシュアップしていく。
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　本連載の結びとして，今回は

「巻き込み」を成功させるための

っ肝ぱに触れておく。それは，『常

に相手のWinを優先して考える』

ことであり，これを実行できるメ

カニズムを企業として構築するこ

とである。

⦿「自分が先」では上手くいかない

　社内の現場部門とスタッフ部門

の間で，次のような話をよく耳に

する。

　「スタッフ部門は，現場を理解

していない。すぐにでも対応して

ほしいのになかなか反応してくれ

ないし，依頼通りのアウトプット

を出してこない」

　「現場部門は，何度ルールを説

明しても守ってくれない」

　これは，対立とまで言わなくて

もよいかもしれないが，現場とス

タッフ部門の間で起こりがちな課

題である。この課題の本質は，互

いが自分の思いと都合を優先して

いることにある。現場は，当然の

ことながらっ仕事を回すぱことを優

先し，部分最適でもよいのでスタ

ッフ部門にスピーディーな対応を

求める。スタッフ部門は，求めら

れる対応内容にもよるが，全体最

適を考えると同時に，現場には見

え難い財務会計や法務処理，各種

資料の作成など，企業運営上必要

な作業との兼ね合いで依頼への対

応優先度を決める。多くの場合，

互いに各々のミッションを果たす

ための仕事をしているにもかかわ

らず，全体としては効率と効果が

落ちる。組織間のフラストレーシ

ョンも生まれる。もちろん，個人

的に巻き込み力の高い人材は，相

手を上手く巻き込みこのようなこ

とが起こらないようにビジネスを

進めるだろう。しかし，個人の属

人的なスキルに依存していては，

組織全体のパフォーマンスはなか

なか上がらない。組織として「巻き

込み力」を上手く発揮できるメカ

ニズムを創っていく必要がある。

⦿「社内の巻き込み」仕組みを整える

　社員が「相手を先」に考え，企

業活動のベクトルを合わせるツー

ルの 1つとして，BSC（バランス・

スコア・カード）がある。財務の

視点，顧客の視点，業務プロセス

の視点，人・組織の視点の 4つの

視点をバランスして評価する手法

だ。この手法の特徴は，業務プロ

セスの改善と他者の教育をCS（顧

客満足）と財務の向上に結び付け

ているところにある。業務プロセ

ス全体を改善するためには，自分

だけが属人的に結果を出しても十

分な効果を上げられない。スキル

の向上も同様である。つまり，社

員に自分も含めて組織全体のこと

を考えないといけないように仕向

ける手法なのだ。

　これを取り入れて成功した企業

の代表例が，米国LCCの雄であ

るSWA（サウスウエスト航空）

である。この企業は，ES（従業

員満足度）の向上を最優先の目標

とし，ESの向上がCSの向上につ

ながるというメカニズムを1990

年代に創り上げ，成長を続けてい

る。LCCなので，徹底した低コ

ストを実現するための業務プロセ

スを作り上げ，これを各自がしっ

かりと回せるようにしないといけ

ない。さらに，「安かろう，悪か

ろう」という評価にならないよう

に，コストをかけずに顧客サービ

スを向上しなければいけない。こ

れを実現するためには，社員が互

いに教え合って業務品質を上げ，

全体最適の視点を持って業務を改

善していく必要がある。自分では

なく，「相手が先」の文化がない

と成り立たない。これを上からの
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押し付けでなく，社員 1人ひとり

が自発的に動く仕組みを作ったの

だが，その根幹の 1つがBSCだ

といえる。

　SWAなどの成功事例を参考に，

日本でも90年代の後半に多くの

企業でBSCの導入が試みられた

が，根付かなかった。抜本的な評

価制度の改革まで踏み込まなかっ

たことと，評価の定量化の難しさ

が原因と思われる。ただし，最近

は企業文化を変えるツールとして

の再評価，日本企業での導入方法

の見直しも進んできたようだ。例

えば，ふくおかフィナンシャルグ

ループの中計では，戦略の骨格を

作り上げるところでBSCの考え

方が使われている（図表）。

　他のツールの活用も含め，企業

としては，「相手が先」という文

化を根付かせ，巻き込みが自発的

に行われるメカニズムを創ってい

く必要がある。

⦿戦略共有で「社外の巻き込み」図る

　社外の巻き込みの場合はより顕

著になることが多い。「他社との

Win-Winの関係を目指して」とい

った掛け声はあるが，実際の取り

組みでは「まず自社のWin」が優

先されることも多い。そうなる

と，当然のことながら相手も自分

のWinを優先して活動することに

なり，結局協業が上手くいかない，

提携を解消するなどの事例が数多

く存在する。その主な原因の 1つ

は，戦略目標は共有するが，目標

達成までのストーリーを共有して

いないことにある。目標達成の戦

略オプションは複数あるが，自社

に成果が先に出るオプションを優

先している場合が多い。つまり，

「自分が先」なのである。

　このような残念な結果を避ける

ためには，戦略実行オプション策

定時からその選択まで共同で行わ

なければならない。また，実行面

では，戦略の進捗を図るマイルス

トーンとKPI（重要業績評価指標）

を共同で設定し，実務者をこの目

標達成度合いで評価しなければな

らない。このようなメカニズムを

複数社で構築し，運営するのだか

ら，難易度は当然のことながら増

す。しかし，現実にはそこまで踏

み込んだ協業をせず，各社が各社

の論理で立てた戦略と評価制度で

事を進めるため，思ったような結

果につながらないことが多いの

だ。ある程度成功を収めている取

り組みでも，現実にはここまで議

論していることは少ないように思

われる。戦略の狙い目が時流を得

ていると，双方そこそこ納得のい

く結果が得られるからである。

＊　＊　＊

　「巻き込み力」を企業において

発揮させるためのっ肝ぱは，「相手

が先」の文化をメカニズムとして

創り上げることにある。

　これまでに解説してきたスキル

やプロセス，実行上の考慮点を押

さえて，読者の皆様の実務に活か

していただけたら幸いである。

（いのうえ こうじ）株式会社シンスター / 株式会社 KT コンサルティング 代表取締役社長

外資系コンサルティング会社を経て，1994 年 KT コンサルティングを設立。多数の戦略立案，業

務改革プロジェクトに携わり，上場企業の外部監査役，社外取締役なども務める。2000 年からは

MBA スクール，企業研修の講師としても活躍し，09 年にビジネスでの実践力を高めるための研修，

「OJT 代行」を掲げるシンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムや，アク

ションラーニングを多数提供している。▶井上のモットー「備えある心に，偶然の力が味方する」
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図表 ：自発的な「巻き込み」を生み出すメカニズムの構築ツール活用例

 ─ふくおかフィナンシャルグループでのBSC活用

全社方針・
目指す姿 4 つの視点 基本方針 具体的施策

財務の視点

顧客の視点

業務プロセスの視点

人材・組織の視点

『業容・利益を＋10％拡大』
（平成 25 年 3 月期対比）

お客様との
リレーション深化

営業生産性の向上

グループ総合力の強化
（人財と組織の融合）

【最終年度：平成 27 年度目標】
・営業利益 330 億
・総貸出金平残 10 兆円
・総資金平残 12 兆円
・配当性向 30％程度

・コンサルティングリテールの確立
・お客様基盤の拡大・深化
・お客様との接点高度化
・サービス改革

・営業事務プロセス改革
  ─チャネル連携の強化

・連結リソースの積極活用
・人財の育成・効率的活用
・コンプライアンス態勢の深化
・収益面の構造改革

出典：ふくおかフィナンシャルグループ「第四次中期経営計画」を加工

ふくおかフィナンシャルグループでは，中期経営計画の具体的方針の策定にバランススコアカード

の考え方を活用している。個人力ではなく，グループ組織の総合力をベースに戦略目標を達成する

ベクトルを作ることで，自発的な「巻き込み」を生む，ひいては「相手が先」の文化を作り出すメカ

ニズムの構築に取り組んでいる。
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