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Special Report

乃村工藝建築装飾(北京)有限公司
展示設計、商業施設、博物館などのディスプレイの
企画・設計・施工・運営監理の最大手である乃村
工藝社初めての中国現地法人。日本で培ってきた
高い専門性を、中国市場でも顧客に提供するため
2004年に設立された。北京本社に加え、上海オフィ
ス、深圳オフィス、成都オフィスを持つ。中国に進出し
ている日本独資の企業として、最初に内装業におけ
る設計施工一体資質(2級)を取得するなど、リーディ
ングカンパニーとして挑戦を続けている。
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張

傑（Zhang Jie）氏

董事副総経理
東北大学大学院経営専攻を修了後、日系企業で3年間勤務。そ
の後、2012年に乃村工藝建築装飾(北京)有限公司に入社。什
器の貿易部門を担当しながら大型案件のプロジェクトリーダーも経
験。2017年より副総経理となり、経営に携わっている。好きな言葉
は、”Boys, Be Ambitious.”

曹

勤（Cao Qin）氏

董事副総経理
复旦大学卒業。2級建築士の資格を持つ。2009年に乃村工藝建
築装飾(北京)有限公司入社。当時6名体制だった上海オフィスの
サイトマネージャーに就任し、その拡大を主導。上海オフィスを60名の
大所帯へと導いた。2020年より副総経理となり、リテール市場を統
括している。モットーは、”Study hard and think deeply, and
know its meaning.”

唐

一喬（Tang YiQiao）氏

董事副総経理
四川大学卒業。早稲田大学への留学経験があり、日本語能力
検定1級を有する。2015年乃村工藝建築装飾(北京)有限公司に
入社。管理総部にて、総務をはじめ人事や労務管理などを担当し
た後、2018年より現職。好きな言葉は、“一期一会”。
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現地法人キータレントの
ポテンシャルを解放する

成長するアジア市場において
一段上の存在を目指す
総合ディスプレイ業界における日本
国内最大手・株式会社乃村工藝社
は 、 2013 年 か ら 長 期 ビ ジ ョ ン
「→N22」を掲げ、新たな価値創造に
挑戦している。クライアントから全幅の
信頼を受ける「プロスペリティ・パート
ナー」を目指し、単なる意匠・設計・
施工ではなく、お客様に「歓びと感
動」をもたらす魅力的な場づくりに挑
戦し続けている。N22の実現に向け3
つのステップをそれぞれ中期経営計
画として設定しており、2017年から
2019年のテーマは「競争の次元を変
える」であった。中でも重点取組の一
つ「海外戦略の強化」を実現する最
重要拠点が、乃村工藝建築装飾
(北京)有限公司(以下、乃村北京)
であった。
乃村北京は、大手日系メーカーの
施設デザイン受注を機に、2004年に
設立された。設立時より、常勤日本
人スタッフと専門資格を持った中国
ローカルスタッフとの協業体制で、高
い品質管理力と技術を中国市場に
提供してきた。2010年の上海万博
以降、乃村北京の売上も右肩上が
りの成長が続き、オフィスも北京・上
海・深圳・成都の4拠点に拡大。
人員数も急増しているフェーズだった。

た。2017年の年頭定例会では、乃
村北京の「実行力」の高さを称えると
ともに、次なるステージとして 「企画
力」の発揮への期待が伝えられた。
組織一丸となって、中国国内だけで
なく世界的な企業と渡り合える存在
として、市場で認知されることを目指
したものだった。
時を同じくして、乃村北京ではもう
一つの大きな変革が起こっていた。
より現地ニーズを理解するローカルメン
バーのマネージャー登用である。しかし、
そのためには乗り越えるべき課題が
あった。当時を振り返り、副総経理の
唐氏はこう語る。「2016年からのロー
カライズ期、現地コアメンバーにマネジ
メントの勉強をしたことがある人は少
なかったと思います。マネージャーに登
用されたのは、セールスや施工管理な
ど担当分野で成果をあげることに長
けた人。一方、拡大する業務に対応
しながら、部下の管理まで行うことに
は全く慣れていませんでした」。
中国特有の文化の影響もあり、
個人成果の最大化に走りがちなマ
ネージャー陣は、仕事に対する強い思
いや熱意を、敢えて部下に伝える意
義や方法を見出せなかった。そのため、
チームで協働する組織ビジョンを描くこ
とは容易ではなかったという。

キータレントのポテンシャル解放
プロセスを設計する
「強い組織には必ず良いリーダーが
いる」。そう考える須藤氏が変化を起
こすキッカケとして目をつけたのがイン
パクトの研修だった。目の前の売上
目標や納期をこなしていくだけではな
く、乃村北京という組織の将来をとも
に描く。その組織開発の一環として
まずマネジメントメンバーの能力開発
に取り組むこととなった。
「Unlocking Potential」。これが
一連のプロセスのコンセプトとして設
定された。マネジメントメンバーの持つ
様々な潜在能力をグループダイナミク
スを用いて解放していくことで「チーム・
組織で成果を上げていく」という観点
を内面化していく。このプログラムは、
計4つのModuleを組み合わせた1年
間に及ぶデザインとなった。対象は副
総経理の張氏・唐氏・曹氏の3名を
含めたマネジメント層の10名である。
各Moduleには個別のテーマがあり、
必要な要素が盛り込まれた疑似体
験(以下、プロジェクト)を通じて体感
的に学び、その上での自己認識をメ
ンバー間で共有する。乃村北京として
目指す姿や今の自分自身を振り返
り、対話を繰り返すことで、マネー
ジャーとしての能力開発を行っていった。

ダイナミックに成長するアジア市場
において、競争の次元をもう一段上
げる。当時の総経理であった須藤氏
(乃村工藝社執行役員 事業統括
本部 海外事業部長)からは、度々こ
のことがメッセージとして伝えられてい
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乃村工藝社HPより
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2017 年 12 月 、 上 海 で 2 日 間 の
Module1 ” Unlocking Mind” が 実
施された。Module1の研修目的は、
困難な状況やあいまいな情報下での
課題解決を通じて、チームでの達成
感を経験すること。
Module1での経験を振り返って、
張氏はこう語る。「あるプロジェクトで
は、文字通り何も全体像が見えない
中で、チームでミッションに向かって取
り組む事が求 められました 。2 年半
経った今でも印象に残っているのは、
目標を共有することの大切さです。目
標が見えない、不明瞭な状態でモチ
ベーションを保ち続けることは非常に
難しい。だからこそ、チーム全体がビ
ジョンを共有することがいかに大事か。
あのプロジェクトから学びました」。
また張氏、唐氏がともに言及した
プロジェクトがあった。それはパワーシェ
アリングを体感するプロジェクトである。
3つの役割に分かれて進行していくが、
ダイレクターは物理的に離れた場所で、
スタッフから届く情報だけを頼りに判
断を下すことが求められる。

「あの構造は普段マネージャーが接し
ている状況そのものでした。マネー
ジャーは毎日現場に足を運ぶことはで
きない。現場にいるスタッフに正確な
情報を伝えてもらうためにはどうすれ
ばいいか。私から見て、張氏は日常
でもこの点を強く意識しているように
感じます」と唐氏は話した。すると張
氏は「スムーズに正確な情報がトップ
に集まってくる。人を動かすにあたり、
伝達ルートとコミュニケーションの質の
重要性を強く感じました。コミュニケー
ションにはテクニック的な部分もありま
すが、そもそも、その意義を実感した
のはこのプロジェクトでした」と語った。

マネージャーである彼らは、他マネー
ジャーや部下といった他者を理解し、
チームや組織で事を成していく意識を
持つ必要性がある。そのためのツール
として、Insights®Discoveryというア
セスメントを用いた。これは個人の心
理的傾向を4つのカラーエナジーとして
分析するツールで、各々の認知傾向
の違いを知り、相手に合わせた働き
かけの必要性とスキルを学んだ。続く
Module3“Unlocking Sales”でも同
じフレームを援用し、プロスペリティ・
パートナーに求められるコンサルティング
セールスの能力解放を狙いとし、具体
的なアクション設定を行った。

参加者の真剣な取り組みにより、
様々な気づきが得られたModule1
だったが、当時の実施後報告書には
「議論が深まる土壌はあるが、場が
設定されないと各々の意見をオープン
に共有し、議論が発展することが少
ないようにも見受けられる」との記載
があり、他者とのかかわりへの課題感
は残った。

これらのModuleを振り返り、張氏
は「相手の持つカラーエナジーによって
納得や承認のために必要な情報が
違うことは大きな発見でした。
Module1ではスムーズな情報伝達の
ためのルートや伝え方の重要性を感じ
ましたが、実際の伝え方の工夫を理
解したのはModule2以降です」と話
す。唐氏も「今でも当時の参加者は
みな、自席の上にカラーブロックを置い
て意識し続けています」と語った。

Module2“Unlocking Relation&
Talent”は、その3か月後に実施され
た。「成果を上げるための効果的な
人とのかかわり方」がテーマであった。
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Module 1

Module4“Unlocking Team”では、
TPI®というサーベイを用いて、このマネ
ジメントメンバーがチームとして目指す
ゴールの共有やチームパフォーマンスに
おける課題形成に取り組んだ。これま
での3つのModuleと実務を通じ、今
後フォーカスすべき領域としてチームが
設定したのは、コミュニケーションの質・
アプローチの合意・効果的な関係性
の3点。当初、チームという概念すら
乏しかったマネージャー陣の潜在能力
は正にUnlockされていった。
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ポテンシャル解放の4ステップを
共に歩む
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研修後2年半経過して、「今」
感じることができている変化
プログラム全体について、過去に受
けてきた研修との違いを唐氏は以下
のように話す。「人が人をマネジメント
することについて、理論だけでなく肌で
強く感じることができた。またマネジメ
ントに必要な要素に気づき、納得し
た後は、研修内で具体的な実務にま
で落とし込んでもらえた。このことはマ
ネジメントに悩んでいた当時の私たち
にとって、大きな支援となりました」。
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またリーダーとしての意識が変わった
ワンシーンとして、唐氏は一つの象徴
的な事例を挙げた。それは制限時間
内にチーム全員で力を合わせ、最短
タイムを競うタイプのプロジェクトに挑
戦した時のことだ。「我々のチームは、
工夫に工夫を重ね、自信をもって自
己最短タイムを叩き出しました。しか
しそのタイムは、インパクトでの世界レ
コードには全く及んでいなかった。上に
は上がいると衝撃を受けました・・・」。
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しかし、話はここで終わらない。「そこで
気づきました。チームメンバーを束ねて
一番良い進め方をできれば、パフォー
マンスが上がる余地が、我々にはまだ
まだあると。チームの成長ポテンシャル
の発揮はリーダー次第だと確信した瞬
間でした」。
相手に応じた質の高いコミュニケー
ションの重要性を実感した張氏は、
メンバーを活かす「適所適材」を特に
意識していると話す。一人ひとり異な
る個性を活かすため、本人の適性を
意識して仕事を任せるようになり、そ
れが相手のモチベーション向上につな
がっていると話す。
マネージャーの意識変革は、別部
署との連携でも効果が表れていると
いう。かつてはマネージャー間で衝突が
起きることもあったというが、「部門間
で折衝が必要な場面においても、互
いへの尊敬と理解を感じる。そのため、
非難ではなく建設的なやり取りがで
きるようになりました」と曹氏は話す。

これらの変化を表すキーワードとして曹
氏が挙げるのが、「信頼」と「協働」だ。
そしてその変化について「点ではなく面
になってきた」と曹氏は表現する。

「マネージャー陣がメンバーの主体性
が発揮できる環境づくりを意識してい
るように感じている」そう曹氏は話す。
総じて言えるのは、彼らが経営者とし
ての視座で物事を捉えられるように
なったことだと唐氏も語る。組織の成
長をドライブするためには、マネジメン
トメンバー個々人が自分の目標や自
部門の利益だけを追求するのではな
く、組織の全体最適を考え、ベストな
采配を行っていくことが必要である。
その目線合わせが研修を通じて行わ
れ、この2年半でより進化を遂げてい
たのだ。
マネージャー自身のキャリア開発に
もこの姿勢は生きている。唐氏は、入
社時より管理業務を担当してきたが、
開発や市場開拓に強い興味を持ち
続けてきたという。「現在、兼任で開
発チームの仕事にも携わることができ
ています。ショッピングモールの環境案
件など前向きな大型案件の獲得を
通じて、大手ディベロッパーにも乃村
北京の強みをアピールできています」。
忙しい副総経理が、どのように兼務
の時間を捻出するのかと唐氏に尋ね
ると、「全ての業務を自分で行うので
はなく、任せられる人を増やすよう、
業務割り当てをしています。それによっ
て自分の強みを活かした挑戦や新た
な勉強時間を生み出せる。チームに
とっても自分にとっても、Module2で
の学び が活かされていま す」 と彼は
笑った。

危機直面時に発揮された
乃村北京のポテンシャル
本インタビューは、新型コロナウイル
スの拡大を抑止するため、世界的に
人の移動が制限される状況下で、テ
レビ会議にて実施された。乃村北京
の総経理を須藤氏から引き継いだ吉
田氏も、インタビュー時点では半年近
く日本に留まっており、中国に戻れて
いない。副総経理の3名が語ってくれ
たのは、危機に直面した今だからこそ
実感している乃村北京の変化と底
力だった。
仮に2年半前に、この危機が起き、
日本人総経理 が不 在だ った とした
ら・・・。「かつての私たちなら不安だっ
たでしょうね」と唐氏は話す。しかし今、
彼らは乃村北京全メンバーで、苦境
を乗り越え、安定成長できる体制を
整えるというチャレンジングな課題に
まっすぐ向き合っている。彼らの言葉
の端々から、互いへの「信頼」や決断
への「自信」が感じられ、今や100名
近くなった社員を守っていくことに対す
る「決意」がにじみ出ていた。
「今は、私たち副総経理3名で
様々な判断と決断を下しています。
もちろん日本にいる吉田総経理に相
談と報告を行い、日本本社と調整し
て物事は進みます。しかし現場からの

乃村工藝社の「人を育てる社風」を
乃村北京でも体現し続けていく
正確な情報に基づき冷静に判断す
れば、どんな状況もやみくもに恐れる
必要はないと私たちは知っています」。
そう唐氏が語ると、張氏もこう続ける。
「マネジメントメンバー間のスムーズなコ
ミュニケーション。これが、危機的な環
境下ではより一層重要だと実感して
います。今は3名の副総経理で、管
理は唐さん、攻めのセールスは私、既
存顧客の守りは曹さん、と互いの強
みを活かした布陣に安定感がある。
その土台があるので、この状況でも未
来への種まきができています」。

「ゆくゆくは乃村北京独自のクリエイ
ティブ専門チームを作ったら皆喜ぶと
思うな」と張氏も呼応する。曹氏も
「それぞれのリーダーシップを高め、効
率のよい組織体制を作り上げる。そし
て売上もクリエイティブのクオリティも
皆で高めていきたい」と語る。
インタビュー内容を受け、総経理の
吉田氏は以下のように語る。「彼らの
変化は想像以上でした。前任の須
藤の時代から、彼らに決裁権を委譲
し、自分たちで事業を創りだすことの
必要性を伝え続けてきましたが、それ
が結実したと感じています」。

彼らがこの2年半、強化してきたの
は、「企画力」の中心であるクリエイ
ティブ部門である。売上構成比で3倍
さらなる発展に備えた人材育成の
近く伸びている当分野が、現環境で
計画も、副総経理達が中心となって
の売上を下支えしているという。「コロ
作成している。ベースに流れるのは、
ナ禍で、施工自体は止まることもあり
「乃村工藝社の人を育てる社風」だ
ますが、数年後の企画については、
と吉田氏は話す。「今後は、副総経
打ち合わせが進むケースも多いです」。 理である彼らの右腕となる次の人材
開発・市場開拓を兼任する唐氏はそ
の育成に注力していきたい。私たちは
う実感を語る。「日本本社のクリエイ
より一層、進化できると考えていま
ティブ部門とも連携し、価値を高めて
す」。乃村北京の挑戦は続く。
いる真っ最中です」と唐氏が話すと、 (取材：2020年7月27日/8月21日 IMPACT)

「イマ」のリーダーシップ開発投資を「ミライ」へ
組織・人材開発コンサルティングを40年展開しているインパクトだからこそできる、社会課題への取り組み「リーダーシップ・エコシステム」。この取り組みは、
SDGs4『質の高い教育をみんなに』、SDGs10『人や国の不平等をなくそう』、SDGs8『働きがいも経済成長も』を実現するためのものです。労働力人口
の減少が喫緊の課題であるこの日本で、「自社」の「従業員」に「イマ」行っているリーダーシップ開発投資を、「日本社会」の「若者」の「ミライ」を拓くため
のリーダーシップ開発へと還流させ、彼らが将来的に日本のマーケットを活性化していくことを目指しています。毎年、①弊社研修事業の売上総利益の
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1%をあしなが育英会様へ寄付し、あわせて②意欲はあるが困難な状況にある奨学生へのプロボノ(リーダーシップ開発)を持続的に提供していきます。
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