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全社戦略実行への巻き込み

組織課題の抽出からプログラム導入までを振り返る
金融危機の荒波の中でアジアに軸足を置いたグローバル化へ舵を切った野村證券。その目標

達成のための組織課題を出発点に、前年度とは全く異なる新しいプログラムの導入、そして
その結果までを、企画された人材開発部の東由紀氏(手前)、阪田万紀子氏(奥)に伺った。
東 由紀 (ひがし・ゆき) 氏

阪田 万紀子 (さかた・まきこ) 氏

外資系の金融情報通信会社と米系投資銀行を経て 、
2008年より野村證券に勤務。リサーチ部門でグローバ
ル・プロジェクトのマネージャーとして企画・開発・
運営を担当する。2013年に人材開発部へ異動。現在タ
レントマネジメント・ジャパンヘッドとして、グロー
バルビジネス部門の人材マネジメントと育成 、ダイ
バーシティ＆インクルージョンの理解促進に取り組む。

日系企業、外資系企業など複数の企業での人事部門を
経て、2012年より野村證券に勤務。現在人材開発部
L&Dチームのリーダーとしてグローバルビジネス部門
の育成において、企画から運営、講師まで携わる。

野村證券株式会社
野村グループは「アジアに立脚したグローバル金融サービス・グループ」として、世界30ヶ国・地域を超える
グローバル・ネットワークを有し、営業、アセット・マネジメント、ホールセールという3つの部門が横断的に連携して、
国内外のお客様に付加価値の高い商品・サービスを提供している。
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金融危機がもたらしたもの

プログラムの全体像

VUCA(※)の象徴ともいえるリーマ
全社戦略実行への巻き込み

ン・ブラザーズの経営破綻が引き
金となった2008年の金融危機。続
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下において、野村證券はリーマ
ン・ブラザーズのアジア・パシ

様なリーダーシップスタイルの使

「優秀さは予想以上だったため、

フィック地域と欧州・中東地域の

い分けという高い期待に応える必

与えられる課題も難なく簡単に解

人材を承継。全社戦略としてのグ

要性があった。もう一つの背景に、

いてしまった」という点に物足り

ローバル化に大きく舵をきった。

人材の多様化と交流の必要性が

なさを感じたという。

人材開発部門の東氏と阪田氏は、

あった。ED/MD職の研修の対象と

そこで2期では、より難易度を高く

戦略の実行力を高めるべく、実行

なる選抜メンバーも多様になり、

することで参加者のコミットメン

の中核を担うことが期待されてい

その多様性を互いに尊重し協働す

ト促進につながるよう工夫を加え

る管理職層の各種能力開発施策の

る上でも、本社機能の中で部門間

たかったと、東氏と阪田氏は振り

企画・運用・定着化などを担って

のコミュニケーションとコラボ

返る。また、「グローバルでの共

いる。今回の企画のひとつの背景

レーションの改善が必要とされて

通言語化を図る」ことを念頭にお

もらった」というインパクトジャパ

ことがあった。

ビュー。楽しい雰囲気の中で活発に

として、ある社内サーベイの結果

いた。緊密かつ意味のある交流に

いたという。アジア領域は野村證

ンとの協働によりプログラムデザイ

初日の午前中は、「戦略と実行」の

行われる、参加者の言動を見守りな

から見えてきた組織課題がある。

よって、管理職メンバー同士によ

券にとって「ビジネスの引き合い

ンを行った。結果、出発点となった

著者である慶應義塾大学の清水勝彦

がらも、議論だけでは見えてこない

グローバル化により顧客ニーズが

る横の関係性を高めることで、管

も多く、今後グローバルの中で最

調査結果を基に、プログラムコンセ

教授が登壇し、様々なケースメソッ

ような「個々のリーダーシップスタ

多様化するなど変化の波が押し寄

理職層自体の全社戦略への強い関

も連携を深めていく地域」という

プトを「全社戦略実行への巻き込

ドを用いながら、いかにして戦略を

イルが明白に顕れていたことが印象

せる中、管理職であるED(Executive

与が求められていた。

位置づけにある。「研修プログラ

み」に策定。参加者の全社戦略実行

自部門や自部署全体に対して浸透さ

的だった」という。自身もインパク

ムを日本と海外の双方で同階層に

への巻き込みと、参加者による部下

せるべきかなどについて、小グルー

トジャパンのオープンプログラムに

プログラム構築

実施していく上で、日本には独自

の巻き込みという2つの意味合いを

プで討議する形で進められた。各

参加した阪田氏は、自らの体験とも

みをはじめとする全社戦略の落と

ED/MD職(管理職層)を対象とした

のプログラムが存在し、グローバ

持たせ、知識の提供ではなく体験を

ケースの中でどのような問題が生じ、

比較しながら、今回の参加者につい

し込みに、より大きな期待が寄せ

選抜研修は第３期に向けての準備

ルにはまた別のプログラムを提供

通した「実際自分はどうなのか」に

リーダーとしてどうふるまうべきか

て、「選ばれたメンバーであり、と

ら れ て い たの だ 。ED / MD 層は 多

期間に入っている。インパクト

するような状態」を解消していき

焦点を当てる方向に舵を切った。

について、まずは「頭」で理解を深

りわけ優秀だとわかっていたが、

ジャパンは第2期よりプログラム構

たいという。そこで東氏と阪田氏

めていく。

チーム活動での反応と動きの早さや

築から研修の運営まで携わってき

は、日本に先行して実施されてい

体験を伴うことの重要性

午後からは「頭ではわかっていても、

尻込みせずチャレンジ精神があるこ

た。

たアジア地域でのインパクトイン

変更を加えたことで、1期目と比較

実践はどうか」を参加者に問う仕掛

とを知って驚いた」と振り返る。

1期目(初年度)は様々な局面におい

ターナショナルとのプログラム実

してリーダーシップというものにつ

けを入れた。それは「戦略遂行や

企画当初、たとえ参加者の優れた能

な技術発展、ネットワーク深化、

てリーダーとしてどのようにふる

施事例を手掛かりに、内容の充実

いての「体験的な要素を多く取り入

リーダーシップのメタファーになっ

力をもってしても、限られた時間で

気候変動、人口増加、高齢化、格

まうべきかといった多様なケース

を図っていった。その過程では、

れ、実際にやってみてもらったこと

ていた」と東氏が振り返るインパク

は、自部門に対する戦略の落とし込

差拡大などの要因により、過去の

などからなる座学(講義)中心のプロ

「しっかりとしたヒアリングを通

に大きな効果があった」という。イ

ト特有のプロジェクト(チーム活動)

みについては頭での理解には到達し

データや経験則だけでは予測不可

グラムが組まれていた。実施して

じて、会社の課題や対象社員層に

ンパクトジャパンによる集合研修の

と、プロジェクト中のチームと自身

ても「腑に落ちるレベルまで高める

能になった今日の世界を描く。

みたところ、管理職メンバーの

求められていたものをまとめて

1日目から、東氏が象徴的と感じた

の言動やその影響を内省するレ

のは難しいのでは」とも考えていた。

Director) / MD (Managing Director)
メンバーに対して、部下の巻き込

VUCA(ブッカ)：

Volatility(うつろ

いやすさ)、Uncertainty(不確かさ)、
Complexity(複雑さ)、Ambiguity(曖
昧さ)の頭文字をとった略語。急速
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インパクト
の集合研修
(2日通い)

既存プログラムとの連動による
知識・スキルの習得支援

インパクト
の集合研修
(半日通い)

インパクト
の集合研修
(半日通い)

社外コーチのグループコーチング
によるグループ活動のサポート
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頭では分かっていても
実際にはできなかった
こと。今回それが一番
ためになった
ー寄せられた参加者の声よりー

東氏と阪田氏の驚きはこれだけで

直接顔を合わせて最後までやり続け

上の個人的な気づきが得られた旨の

はなかった。ファシリテーターに

ていた」という前年度との違いに驚

声も寄せられている。「なりたくな

よる問いを基に参加者同士で対話

きを覚えたという。2日間の集合研

い上司像に知らずと近づいているこ

するセッション「IMPACT BAR」で

修の中におけるコミットメントの促

とに気づき、自分のやり方に固執せ

のこと。ここでは仕事上感じてい

進、体験の共有やお互い実情につい

ず、部下をきちんと褒めるなど自身

ることを語り合って発散させるこ

ての語り合いなど、「発表フェーズ

のスタイルを実際に変えてみた」と

とで、これまで交流が少なかった

に至るまでの土壌づくりといった点

いう実際の手ごたえを感じさせるコ

他部門に対する理解を深めていく

が特にインパクトの集合研修では効

メントも届いている。

ことを目的としていた。しかし、

果的だった」と振り返った。

とはいえ10カ月間という長いプログ

そこには参加者を引き込む仕掛け

また、最終プレゼンの発表内容の質

ラムを手放しですべてが良かったと

がちりばめられていた。日ごろ会

の向上にもつながった。「前年度は

してはいない。次年度に向けての改

だが実際には、参加したメンバー

おいて参加者は成果志向が高く、

議も行われている研修会場はガ

最終プレゼンまで他グループの様子

善点もある。最終のプレゼンテー

からはこんな感想が寄せられてい

常に真剣に取り組んでいた様子が

ラッと豹変。まるでバーのような

が分からなかったためか、仕上がり

ションについては、審査に当たった

る。「頭では分かっていても実際

事務局にとっては印象的だったよ

雰囲気に仕立てられるなど様々な

も熱意も開きがあったのに対し、中

役員から「業績にどう影響するの

にはできなかったこと。これまで

うだ。さらに特筆すべきこととし

演出が施され、対話のテーマに

雰囲気を振り返り、今でも口をそろ

間発表という機会を通じて、グルー

か」といった厳しいフィードバック

いろんな研修を受けてきたが、今

て、アクティビティの後も休憩な

沿って会社の将来や自部門の課題

えてこうつぶやく。「みんな熱く

プは進んでいるか、他に遅れをとっ

もあった。東氏、阪田氏は「参加者

回それが一番ためになった」。

どまるで忘れたかのようにメン

といったことを中心に、ざっくば

なって、どうしちゃったの？」

ていないかといった点や、発表内容

から『翌年他にお願いするという選

今回プログラムの中で用意された

バー同士で話しだし、持ち前の概

らんな心情や考えをカジュアルな

の違いを見て取ったのでは」と感じ

択肢が考えられない』と言われるく

プロジェクトは、指示役と目隠し

念化能力をフルに発揮、職場や仕

雰囲気の中で話してもらうという

ている。また、ファシリテーターの

らいの高評価を得られるよう結果を

役とに分かれ目隠しをしながらテ

事の構造と活動で起きたことを照

仕掛けだ。結果、2時間程度の対話

最後まで続いていた参加者の
熱量の高さ

関わりについても、問いはもちろん

追い求めていきたい」と、あくなき

ントを立てるといったものや、

らし合わせ、熱心に自分たちで内

と限られた中で、日常を見つめ直

集集合研修２日間の後、そこでの気

ながら経営的観点から「視座が低い

改善への意欲を込めて語る。そのた

チームが３つの階層に分けられて

省していた姿が挙げられた。

したED/MDメンバーの口から「自

づき学びを基に自ら設定した組織課

と感じられた点には厳しく切り込ん

めにも適宜従業員サーベイを行うな

コミュニケーション上の障害が伴

「参加者のもとからの意識の高さ

分たちって会社好きだよね」とい

題を小グループでまとめあげ、役員

だ率直なフィードバックが随時入り、

ど随時ED/MD層の課題を把握し、

う中でチェスを行うといったよう

もありながら、内省力が引き出さ

う熱のこもった言葉が出たほか、

に対してプレゼンテーションを行う

参加者もそれを真摯に受け止めた」

その時の全社戦略などと照らし合わ

なものであった。これらのプロ

れ、学びが自然と深まっていた」

「真剣に会社の未来を語り合う

フェーズへと移る。その過程におい

結果として、「プレゼンテーション

せながらプログラムをアップデート

ジェクトには、管理職は自身の上

と事務局は見ている。

シーン」が見られた。東氏、阪田

ても、ひとつの仕掛けとして中間発

のクオリティの高さ」につながった

させていく予定だ。知力だけではな

席に当たるメンバーとは頻繁にコ

事務局としてオブザーブしていた

氏は、この時のED/MDメンバーの

表の場が設けられていた。

と高い価値を見出している。

く「周りを巻き込まないと達成でき

ミュニケーションをとるものの現

再度集った参加者を見て、この時点

ない」というリーダーシップの本質

場のメンバーには情報を落とさな

ですでに参加者同士の結びつきがか

あくなきプログラム改善へ

を問う課題をプログラムの中で体験

いなどといった、「まさに職場の

なり強いと感じたと東氏は明かす。

集合研修の難易度の高い課題による

として仕掛けつつ、引き続き部門間

チーム活動で起こりがちなことが

各グループから中間発表で出された

参加者のコミットメントの高まりや、

の交流を図りながら、一層戦略に

しかけられている」。こうした

組織課題そのものに関しては「物足

その後の過程での自主的なグループ

そった研修プログラム提供を目指し

チーム活動の中で問題に直面した

りなさを感じたグループもあった」

活動などの結束の強化、気づき学び

ていく。変化が著しい環境下で、

メンバーが「実際のビジネスと同

ものの、「参加者の熱量が終始高く、

への相互の刺激など、メンバー間の

「前年同様ではない常に最適なプロ

様に小手先だけでは通用しない」

各メンバーのグループへの貢献度は

関係性の深化に対する参加者の満足

グラムを企画する上でのパートナー

ということを実感してプログラム

極めて高かった」ことに2日間の集

度は高かったと評価する。また、関

として、インパクトにはデザイン段

にのめりこみ、ファシリテーター

合研修での効果が表れていたと見て

係性の深化に加え、「自分がどれだ

階から今後も関わってもらえれば」

の問いによる内省も経て「本当の

いる。日々の相当な忙しさの中でも

け部下とコミュニケーションが取れ

と次年度へのプログラムに目が向け

意味で腑に落ちた」と事務局とし

「毎週自主的にグループメンバーが

ていないか」などのリーダーシップ

られている。

て感じていた。

参加者の内省力の引き出し
実施したすべてのプロジェクトに
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参加者の内省力を引き出した仕掛けのひとつ「IMPACT BAR」。会議室の内装をバーのよう
な仕立てに。参加者はカジュアルな雰囲気の中で議論でも雑談でもない対話を行った。
熱っぽく語れるだけの関係性の高さや没入具合を半日かけて生み出されたうえでの雰囲気。
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