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ケースもある。その原因としては、100％とはいえ
ないが、企業経営者の役割、責任によるところも大
きい。
　このような複雑な経営環境のなか、次世代経営幹
部に求められるマインド・スキルも変化してきてい
る。本稿では、企業における次世代経営幹部育成の
現状と課題、そしてめざすべき方向性などについて
述べていきたい。なお、本稿における経営層とは、
企業における会長・社長（CEO、COO）、役員（CFO、
CIO など）、事業担当役員／事業会社社長、執行役
員とする。また、次世代経営幹部とは、将来、この
ような経営層になっていく人材、もしくはなってい
くことを期待されている人材と定義する。

　「2016 年度教育研修費用の実態調査」（本誌 2016
年 10 月号）によると、「将来の経営幹部に求める資
質・能力」（とくに重視している要素を 3 つまで回答 )
は、下記のようになっている。

次世代の経営幹部に
求められる資質とは？

　各企業で、次世代経営幹部育成の必要性がいわれ
るようになって久しい。大手企業、また中堅・中小
企業でも、選抜部長層、課長層などを中心に育成プ
ログラムをもち、実施しているところが多くなって
きている。しかしながら、「本当に次世代を担う経営
幹部、リーダー層が育ってきているのか」と問うと、
「なかなか育っていない」、「経営幹部候補者が不足
している」と答える企業が多いのが現実である。
　「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略
的育成についてのガイドライン」（2017 年 3 月・経
済産業省）においても、経営リーダー人材の育成状
況について、順調に確保・育成できていると認識し
ている企業は 37.6％にとどまっている。経営リーダー
人材育成の取り組みをしている企業においても、 
52.9％が不安であると回答しており、次世代経営人
材の不足は、企業そして日本経済全体にとって重要
課題となってきている。
　VUCA（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）の
時代にあっては、たとえ大企業であっても、環境の
変化に対応できなければ、自主経営ができなくなる
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企業における次世代経営幹部の育成について

ポイント

❶	 社員層から管理職層、経営者層になるに従い、求められるスキルは変わってくる。経営者層に求められるのは、
コンセプチュアルスキルとヒューマンスキルである。

❷	 経営者層に求められるヒューマンスキルとはリーダーシップのことであり、ここでは、「セルフ・リーダーシップ」、「チー
ム・リーダーシップ」、「グローバル・リーダーシップ」、「ソーシャル・リーダーシップ」の4つで見ていくとよい。

❸	 経営幹部に必要なマインドを醸成していくため、研修とあわせて、アセスメントの実施やエグゼクティブ・コーチ
ングを活用すると効果的である。
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1 位：戦略・ビジョン構築力（66.0％） 
2 位：問題発見・解決能力（36.2%）   
2 位：決断・実行力（36.2%）
4 位：組織統率力（28.7%）           
5 位：課題形成力（25.5%）           
6 位：経営管理能力（24.5%）         
7 位：部下育成力（19.1%）           
8 位：チャレンジ精神（16.0%）       
9 位：グローバルな視野（13.8%）     
10 位：情報収集・分析力（11.7%）    
　ハーバード大学ロバート・カッツ教
授のカッツモデルでは、社員層から管理者層、経営
者層になるに従い、実務スキル（テクニカルスキル）、
人的スキル（ヒューマンスキル）、概念的スキル（コ
ンセプチュアルスキル）それぞれについて、求めら
れる割合が変化するとされている。社員層ではテク
ニカルスキルが最も要求され、管理者層はヒューマ
ンスキルが重要となる。そして、経営者層において
はコンセプチュアルスキルが最も重要となり、次に
ヒューマンスキルが求められる（図表1）。
　上記調査でいうと、「戦略・ビジョン構築力」、「問
題発見・解決能力」、「課題形成力」、「経営管理能力」、
「情報収集・分析力」が、コンセプチュアルスキル
に分類される。一方、「決断・実行力」、「組織統率力」、
「部下育成力」、「チャレンジ精神」は、ヒューマン
スキルにあたる。

　ここからは、経営幹部育成のあり方について、経
営層に重要度の高いコンセプチュアルスキルと
ヒューマンスキルとに分けて解説していく。
■コンセプチュアルスキル

　コンセプチュアルスキルに関しては、どうしても
現場の担当実務のみではスキルの開発が難しい。経
営幹部候補者は、通常、管理者として既存の事業環境、

次世代経営幹部候補への
教育のあり方

既存の経営リソースといった限られた範囲で担当業
務を行っているためである。将来、経営幹部となっ
ていくためには、より高く大きな視点で事業の内部・
外部環境を俯瞰し、事業ビジョン・戦略などを構築
していく力、また、現状だけではなく、中長期を見
据えて経営課題を発見し、戦略・計画を構築する力
が求められてくる。
　そのため、まずは経営戦略、マーケティング、ア
カウンティング、ファイナンス、ヒューマンリソー
スマネジメントなど、国内外 MBA( ビジネススクー
ル ) で教えられているようなヒト・モノ・カネに関
する最低限の経営知識の習得が必須となる。スター
バックスコーヒージャパン CEO やイオンフォレス
ト（ザ・ボディショップジャパン）社長を務めた岩
田松雄氏に筆者がインタビューした際、岩田氏は次
のように述べていた。
　「次世代経営幹部育成には、まず早期選抜とタフ・
アサインメントが必要である。経営の基本となるド
ラッカーなどの書籍は自身で何度も読むことである。
最低限必要なビジネススクール的知識を身につけた
うえで、ケーススタディなどを用いて徹底的に論理
的な議論をする訓練が効果的である」
　このような最低限の経営知識を習得したあと、そ
れを活用し、①視点を上げ、視野を広げ、事業全体
を俯瞰する力、②事業の本質的課題を深く見極める

◎：極めて重要 ○：重要 △：あまり重要でない　＊ハーバード大学 ロバート・カッツ モデルを参考に作成

実務スキル
（テクニカルスキル）

経営者層

管理者層

社員層

人的スキル
（ヒューマンスキル）

概念的スキル
（コンセプチュアルスキル）

△

○

◎

◎

○

△

○

◎

○

図表 1　組織の各階層に求められるスキルと重要度
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力、③短期長期にわたる時間軸をもち、これらを組
み合わせて、経営ビジョン・戦略を構築する力を養っ
ていくことが求められる。
■ヒューマンスキル

　経営幹部にとくに求められるヒューマンスキルは、
「リーダーシップ」である。筆者はリーダーシップを、
①セルフ・リーダーシップ、②チーム・リーダーシッ
プ、③グローバル・リーダーシップ、④ソーシャル・
リーダーシップの 4 つの要素で定義している（図表2）。
　①セルフ・リーダーシップとは、自分自身の強み・
弱み、特徴をよく理解し、自らをリードして動かし
ていくことである。
　当然のことながら、経営幹部は企業・組織全体の
舵取りをして動かしていくという、大いにやりがい
のある立場であるが、それと同時に、株主、社員、
取引先、そして社会へも大きな影響力をもつという、
大変なプレッシャーのなかで企業を経営していかな
ければならない。その際、経営幹部自身が、自分の
ミッションやビジョンを明確にし、自分自身の気持
ちをよりよい状態にしておかなければ、会社・組織
全体をリードしていくことは難しい。
　そのためには、常に自己を振り返り、内省し、自
分自身を厳しく律していくことが求められる。SBI
ホールディングス CEO・ 北尾吉孝氏は『論語』を、
ライフネット生命代表取締役会長・出口治明氏は『貞
観政要』を、座右の書として繰り返し読み、自分自
身の考え方の基軸をつくり、日々の行動を振り返り、
深く内省しているという。
　次世代経営幹部として、たとえば大規模なリスト
ラなどの究極の判断を迫られたときに最後のよりど
ころとする、自分自身のぶれない基軸をつくってお
きたい。
　経営幹部としての②チーム・リーダーシップでは、
「経営理念・ビジョン・目標を設定・浸透する力」、
「全社員を巻き込み、動かす力」、「人材、とくに、
次の経営者を育成する力」の３つの力が求められる。

前の２つは、経営者として当然求められるリーダー
シップである。さらに、米国 GE の経営者層が自分
の時間の３分の１を次世代経営者の育成にあててい
るように、事業の持続的発展のため、経営者には、
次の世代を担う経営者を育成する力も求められる。
　ハーバード大学のジョン・コッター教授は、著書
『リーダーシップ論』のなかで、「リーダーシップと
マネジメントは別物である。ほとんどの企業が、マ
ネジメント過剰とリーダーシップ不足の状況に陥っ
ている」と述べている。同氏の定義するリーダーシッ
プとは、変革を成し遂げる力量であり、マネジメン
トとは、複雑な環境にうまく対処する力量、すなわ
ち管理能力である（図表3）。
　VUCA の時代の経営幹部に求められるチーム・
リーダーシップは、ときには自社の現状を否定し、
将来のビジョンに向けて大きく方向性を変えていく
変革能力としてのリーダーシップでもある。たとえ
ば、経営が悪化していたパナソニックでは、2000 年
以降、当時の中村社長が“破壊と創造”をスローガ
ンに、経営理念以外すべてをゼロベースで見直すと
いう変革のリーダーシップを発揮した。
　③グローバル・リーダーシップとは、国境・国籍
を超えて、リーダーシップを発揮することである。
互いの文化の共通点と相違点を理解する異文化理解
力と、その違いに柔軟に対応し有効活用する異文化
対応力である。1999 年にフランス・ルノーからの資
本が入った日産自動車が、モノづくり、品質管理な

グローバル・リーダーシップ
世界をリードする

ソーシャル・リーダーシップ
社会をリードする

チーム・リーダーシップ
チームをリードする

セルフ・リーダーシップ
自分自身をリードする

図表 2　リーダーシップの全体像
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どの日本の組織がもつ強みと、デザイン、コ
ンセプトづくりなどの欧州の組織がもつ強み
の双方を融合しながら経営を行っているのは、
異文化を有効活用した経営の典型例といえる。
　経営者の英語力に関しては、英語が得意で
ある、海外経験が長いなど、ネイティブ並みで
あればそれに越したことはないが、そうでな
ければ、グロービッシュ（グローバル＋イン
グリッシュ）でもよいと考える。
　これは、非ネイティブ・イングリッシュ・ス
ピーカーのための英語で、基本単語約 1,500 語
に加えその分野の専門用語を使う、シンプル
でショートな英語である。たとえば、ソフトバンク
の CEO 孫正義氏は、決してネイティブスピーカー
のように流暢ではないが、シンプルかつショートで
明確な、強い信念や思いのこもった、説得力のある
英語を使う。状況に応じて、企業から次世代経営幹
部層に英語の基礎教育、実践活用の場を提供するこ
とも必要であろう。
　グローバル教育の一例として、ある大手保険会社
の次世代グローバル・リーダー育成プログラムでは、
30 歳代前後の選抜リーダーに、日本で 1 週間 MBA
基礎研修、その後フィリピンで 2 週間英語トレーニ
ング、そして、シンガポール国立大学で 3 週間、コ
ンセプチュアルスキル（MBA スキル）研修を行い、
その後、海外現地法人などで半年から 1 年間の海外
OJT を経験させるというものがある。
　④ソーシャル・リーダーシップとは、高い倫理観
や社会性をもって考え、行動することである。さも
なければ、企業全体の健全な経営を行うことは難し
く、結果として社会的に間違った方向に導いてしま
うことになる。昨今の不正会計問題やデータ偽装問
題などは、経営者の責任によるものも大きい。名経
営者といわれる一部上場企業の会長・社長経験者に
筆者がインタビューした際、「組織のナンバー２やナ
ンバー3 は、頭のよい人であればよい。しかしながら、

どんな組織でもトップに立つ人は、必ず、正しい理
念や倫理観をもった者でなければならない」との真
摯なアドバイスをいただいた。
　たとえば、京セラの創業者・稲盛和夫氏は、KDDI

（当時の第二電電）設立にあたり、当時の状況から大
いに悩み、「動機善なりや、私心なかりしか（動機は
社会的に正しいかどうか、自分の私利私欲のために
やっていないか）」と自問自答を繰り返した結果、確
信を得て、設立を最終決断したとしている。
　経営者は、当然ながら自社の経営理念への強いコ
ミットメントや、どんな状況でも決して社会的に反
することはしないという高い倫理観をもっておく必
要がある。次世代経営幹部育成においても、経営知
識とあわせて、経営理念への理解と倫理観を強化す
るプログラムにしていくべきである。
　そして、現経営幹部層のコミットメントも不可欠
の要素である。研修には、ぜひ現経営者層による直
接のメッセージ、講義や対話も盛り込みたい。ある
大手金融機関では、約 30 人の選抜課長研修に CEO
が毎回必ず出席し、約 1.5 時間自分の経営者として
の成功談と失敗談、なぜそのように重要な経営判断
をしたのかなどを語り、その後、約 1.5 時間、参加
者と直接、質疑応答・議論することで、経営者マイ
ンドの醸成を図っている。

リーダーシップ
（新規創造＆変革能力）

「なぜ、やるのか（ＷＨＹ）？」
「何をやるか（WHAT)？」　

新規創造＆変革のための
ビジョン・課題を構築し、
メンバーを巻き込み、実行する

・適切なことを見つけ、行う
・新しいことを起こす、変革する
・革新する
・発展する
・中長期的視点
・リスクをとる
・規則、規律、計画を超えて動く
・ビジョンや戦略を練る

マネジメント
（管理能力）

「どのように、やるのか（ＨＯＷ）？」

与えられたビジョン・課題を
メンバーを管理しながら、
効率的・効果的に実行する

・物事を適切に行う
・複雑さに対応する 
・管理する／改善する　　
・現状維持する
・短期的視点　　　　　　　　　 
・リスクを回避する　　　
・規則、規律、計画を重視して動く 
・綿密な段取りやスケジュールを組む

出所：『リーダーシップ論』（ジョン・コッター著　ダイヤモンド社）をもとに作成

図表 3　リーダーシップ ＆ マネジメント
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■アセスメントの実施

　前述のように、次世代経営者には、コンセ
プチュアルスキルとヒューマンスキルが求め
られる。これらを開発していくためには、研
修プログラムを実施する際にまず、候補者を
評価し、現状を分析しておくことが重要であ
る。そのためには、アセスメントも効果的で
ある。
　アセスメントは外部機関のものを活用して
もよいが、各社によって求める経営者像・資質は異
なるため、外部機関に任せきりにせずに、評価項目・
方法は、自社の経営層の意向も含め十分に検討して
おきたい。内部と外部アセッサーによるアセスメン
トを行い、研修前に本人の強み・弱みと今後の育成
課題を明確化していくことも効果的である。
　また前述のように、管理職と経営層では求められ
るスキルやマインドが異なるため、管理者としては
ハイパフォーマーでも、経営者には適任ではないと
いうケースも出てくる。選抜後、本人の潜在的な伸
びしろを勘案しても次世代経営幹部として不十分で
あれば、候補から外していかなければならない。経
営層は管理者の単なる延長線上にはないのである。
　ただし選考から外れた人材にも十分な配慮、支援
を行い、管理者として大いに力を発揮してもらうよ
うに留意すべきである。敗者復活の機会などもある
と、本人、また組織全体の活性化にもつながってくる。
■エグゼクティブ・コーチングの活用

　研修プログラム中に個々人の課題に合わせた対策
を取るため、エグゼクティブ・コーチングを実施す
ることも有効である。とくに上級経営幹部層になる
と、集合教育よりも、求められるポスト要件と本人
の課題に合わせ、個別に育成メニューを検討してい
く必要が出てくる。

研修プログラムとあわせて行う
経営者マインドの醸成

　自己分析、他者フィードバックを得て、各自の課
題に合わせて目標・計画を立て、状況に応じコーチ
やメンターなどからサポートを受け、実践と振り返
りを繰り返す、といった地道な取り組みがリーダー
シップを高める。“ローマは一日にして成らず”、リー
ダーもしかりである。
　スタンフォード大学・元経営学大学院教授のジム・
コリンズ氏の著書『ビジョナリーカンパニー2』に
よると、組織に持続的な成長を促すビジョナリー
リーダー（第 5 レベルのリーダー）は、「職業人と
しての意思の強さと人間としての謙虚さ」の両面を
兼ね備えているとする（図表4）。「窓と鏡」のたと
えで、成功したときは窓の外を見て成功要因（まわ
りの人、出来事、幸運など）を見つめる、逆に失敗
したときは、鏡を見て自分自身で内省するマインド
をもつことが大切であるという。
　コリンズ氏は、第 5 レベルのリーダーとしての不
屈の精神と謙虚さを併せもつためには、メンターな
どの相談相手をもち、謙虚に指導、アドバイスをも
らうことも効果的であると述べている。
■プログラム実施後の配置・配属について

　ロミンガー社調査によると、経営幹部育成は「研
修 10％、人から 20％、実務から 70％」である。当然
ながら、次世代経営幹部の育成においては、どのよ

第５レベルの
リーダー

有能な
リーダー

有能な管理者

組織に貢献する個人

有能な個人

不屈の精神（強さ）と
謙虚さを兼ね備えたリーダー

個人としての謙虚さと
職業人としての意思の強さにより、

偉大さを持続できる
企業・組織を作り上げる

出所：『ビジョナリーカンパニー２』（ジム・コリンズ著　日経BP社）をもとに一部、修正

強いリーダー

明確なビジョンに向け
高い業績を達成するよう
組織に刺激を与える

第五レベル第五レベル

第四レベル第四レベル

第三レベル第三レベル

第二レベル第二レベル

第一レベル第一レベル

図表 4　持続的成長を生み出すリーダーシップ
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解 説１

うな部署に配置・配属されるかも重要な要素となる。
　次世代経営幹部に求められるスキルは、コンセプ
チュアルスキルとヒューマンスキルであるため、極
力それらを実践活用できる立場に配置・配属するこ
とである。その際、大組織のナンバー２やナンバー
3 を任せるよりも、組織は小さくとも国内外の子会
社の経営や事業部門の責任者というトップの立場で、
PL（損益計算書）の責任と BS（貸借対照表）の責任
をもつ、いわゆる「ラストマン（最終責任者）」とし
ての事業を担当させるほうが、人は育つ。
　日立製作所から出向し、複数の子会社の会長を経
験後、2009 年当時、リーマンショックなどの影響で
経営が悪化していた日立本社の社長・会長として企
業変革・再建を導いた川村隆氏が、その例である。

　中堅・中小企業、とくにファミリービジネスであ
る場合は、大企業とは違う次世代育成を考えていく
必要がある。基本的に求められるスキル自体は、コ
ンセプチュアルスキルとヒューマンスキルであり、
大企業と変わらないが、経営者候補がかなり限られ
ていたり、ファミリービジネスではすでに後継者が
家族や親族に限定されていたりする場合が多い。
　このような中堅・中小企業の場合は、社内のみで
人数を集めて集合型研修を行うことは人数的にも難
しいため、他社の経営者候補が参加する交流型研修
に参加することが効果的である。
　たとえば、飯能信用金庫と立教大学大学院ビジネ
スデザイン研究科（MBA）の教授陣で行っている、
飯能信用金庫の顧客である中堅、中小企業向けの竹
林舎セミナー（経営スクール）がある。参加してい
る各社の次世代経営者候補約 20～30 人で、約 9 カ
月間、計 18 回、前半は戦略、マーケティング、ア
カウンティング、リーダーシップなどのコンセプ
チュアルスキルを学び、後半は学んだ経営知識を活

中堅・中小企業における
次世代経営者育成

かして、新規事業プラン構築を検討している。
　このような外部プログラムを活用すれば、自社に
候補者が１、2 人といった組織であっても、効果的
に経営知識の習得と事業プラン構築力の醸成ができ
る。そして他社の経営幹部候補人材と、ビジョンや
思い、問題点や悩みなどを本音で意見交換し、人的
交流が進んでいくことも大きなメリットである。大
企業、中堅中小企業においても、経営者は社内に相
談相手がいないことも多く、他社の経営者、次世代
経営者との交流は有効である。
　ファミリービジネスの場合、経営陣が家族や親族
であると、結束が固い、長期経営へのコミットメン
トが強いなどのメリットがある反面、人間関係がこ
じれてしまった場合など、修復しにくい状態になる
こともある。実の父と娘で経営権を争った大塚家具
などもその例であろう。筆者も企業から経営戦略的
な課題以外に、そのようなファミリービジネスの経
営陣同士の対立や血縁への事業継承の課題について
相談を受けることもある。このような場合は、第三
者のプロのコーチによるコーチングやコンサルタン
トによるコンサルティングを活用することも、解決
策の 1 つとなる。

＊
　明治、大正、昭和にかけて、約 500 社もの会社の
経営にかかわった渋沢栄一氏は、会社経営に必要な
のは「論語とそろばん」であると述べていた。会社
経営には、正しい考え方（論語）と、会計など（そ
ろばん勘定）の双方が欠かせないということである。
　これを現代に置き換えると、「論語と MBA（経営
知識、ノウハウ）」ではないかと、筆者は考える。「MBA
と論語」ではなく、あくまで「論語と MBA」である。
　人間的、社会的に正しい理念や使命感をもち、激
流のビジネス環境のなかで企業をたえず変革してい
く力のある、さらにはグローバルな舞台で世界の競
合企業と伍していく真に経営力のある経営幹部が日
本から数多く育ってくることを、心から期待したい。




