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“高水準なマネジメント実行”
のための組織とは？
組織再編と企業文化の再構築の中で
求められるリーダーシップの形
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“高水準なマネジメント実行”のための
組織とは？
金融危機以降、UBSグループでは組織再編と企業文化の再構築が行われた。それに伴い、
マネジメントに求められるリーダーシップも世界共通で見直された。
UBSアセット・マネジメント株式会社においても、高水準なマネジメントを実行するため、
リーダーシップをさらに開発する必要があると、三木社長主導でプログラムが導入された。
このプログラムによって、参加者からどのような変化が引き出されたのか。また、組織に

どのような効果をもたらしたのかを参加者でもあった三木社長ご本人から伺った。
三木 桂一氏 (みき・けいいち)

UBSアセット・マネジメント株式会社

兵庫県出身。1982年神戸大学 経営学部卒業後、大和証
券に入社。英系運用会社を経て、2000年よりJPモルガ
ン・アセットマネジメント社長を務める。
2010年にラザート・ジャパン・アセット・マネジメン
ト社長に就任し、2014年2月より現職。

UBSアセット・マネジメントは、グローバルに統合され
た調査・運用体制のもと、世界24ヵ国に約2,400名のプ
ロフェッショナルを擁する大手資産運用会社です。
主として年金基金、機関投資家、個人富裕層、投資信
託、確定拠出年金(DC)向けに、伝統的資産、オルタナ
ティブ資産、不動産などを投資対象とする幅広い運用
商品とサービスを提供しています。
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“高水準なマネジメント実行”
に向けたプログラム構築
2007年から2008年にかけて
起こった金融危機によって、
スイスを拠点に金融サービス
をグローバルに展開するUBS
グループは、多くの金融機関
とともに荒波に飲まれたが、
その後は歩みを確かにし、こ
こまで進んできている。
金融危機以降、UBSグルー
プでは組織再編と企業文化の
再構築が行われた。それに伴
い、マネジメントに求められ
るリーダーシップも世界共通
で見直された。
この流れを踏まえて、「組
織内でのリーダーシップの浸
透度をさらに高め、高水準な
マネジメントを実行できるよ
うにする必要性を感じてい
た」と、三木社長は振り返る。
今回のプログラムを導入す
るきっかけとなったのは、社
内で行ったエンプロイーサー
ベイ(従業員意識調査)の分析

結果だ。
✓ タレント(人財)をさらに育
成する能力

✓ フェアに部下を評価してい
く能力
✓ メンターとなり、自チーム
を今まで以上にうまく率い
る能力
上記の3つの能力を重点的
に高めることで、マネジメン
ト層のリーダーシップレベル
を格段に向上させることが可
能だ、との結果が表れたのだ。
早速これらの能力をさらに
一段高いレベルに引き上げる
ために、Off-JTでのプログラム
が検討されはじめた。その際、
必須要件とされたのは、UBSグ
ループが掲げるHouse View on
Leadership(図1参照)の内、特に
People leadershipと連動させる
ことである。
この条件をクリアするため
には、研修の中で参加者それ
ぞれと向き合って気づきを引
き出すことを重視し、一般的

な形が決まった研修ソリュー
ションではなく、要件に合わ
せて柔軟な設計が可能なプロ
グラムであることが求められ
た。加えて、自組織のリー
ダーシップを振り返って点検
し、開発するには客観的な視
点が必要だった。こうした点
を踏まえて「自社内のみでや
るには限界がある」と判断し、
ファシリテーションを含め外
部コンサルタントを活用する
方向へとシフトしていった。
ただ三木社長には、継続的
かつ効果的に組織・人材開発
をしていくためにも、「自社
のプログラムを全面的に外部
に任せるのではなく、半分く
らいは自前で実施すべき」だ
とする確信があった。その想
いを踏まえ、企画担当者とイ
ンパクトとの打ち合わせは回
を重ね、プログラムデザイン
が進められた。協働の結果、
半日のカリキュラムを計3回、
一定の期間を空けて行うプロ
グラムの導入が決定した。

図1：UBSのリーダーシップ体系
UBSにおいて期待さ
れる優れたリーダー
シップとは何かを規
定している。
UBSのリーダーには、
これらの3点を個人
として、チームの
トップとして高い水
準で実行しつつ、採
用、人材開発、登用
の判断にも反映する
ことが求められてい
るという。
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図2:プログラムの流れ
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コミュニケーションラインの形成

活性施策についての対話

Project & Review

Dialogue Session

メンバーの選好傾向の把握

部門間・階層間にある、自身
のメンタルモデルの確認

オープンな状態での組織方針
の共有

他者への適応方法の理解

部門間や階層間のギャップの打破

ビヘイビアとの個人・組織単位で
の照合

階層構造における自身や組織のコ
ミュニケーションスタイル

モジュール1、2からの気づき・
学びの共有

House View on Leadershipとの照合

全3回の内、前半2回の運営を
インパクトが担当し、3回目は
自社内での実施となった。
プログラム選定にあたって
は、Discoveryというツールもま
た外部活用の決め手となって
いる。

メンバーに関する“新たな
発見”の連続
Discovery は 第 1 回 目 の モ
ジュールで使用された。ツー
ルを用いて内省が行われ、自
己認識を高め、他者との違い
を明確にした。これによって、
UBSグループの社員として、遵
守が求められるビヘイビア
(行動基準)と照らし合わせた
とき、マネジメントとして各
人が何を得意とし、何が不足
しているのか、理解を深める
ことにつながった。
三木社長は「自分のことを
知るということは重要」、と

いうのはもちろんのこと、他
のメンバーに対して「自分と
はどういった人であるか、客
観的なデータに基づいて示す
ことができ、そういった情報
をシェアできた」ということ
に価値を感じ、「新たな発見
につながったのだ」と語る。
さらに、「他のメンバーのビ
ヘイビアを理解できたことで、
どの場面でそれぞれの真価を
発揮することができるように
なるか、考えてアクションを
取ることができるようになっ
た」という。結果として、今
回このプログラムをマネジメ
ントチームという、集団レベ
ルで用いたことで、「個々の
アセスメントだけではなく、
マネジメントの認識をそろえ、
チームビルディングにもなっ
た。1回目にはDiscoveryが最適
だった」とも振り返っている。
第2回のモジュールは、第1
回から約1か月期間を空けて行

マネジメントチームとして
の今後の動き方について

われた。普段行う業務とは頭
も体も異なる使い方を行うア
クティビティ(プロジェクト)を
用いた体験学習のスタイルで
実施した。
プロジェクトにより、職場
でありがちな階層間のコミュ
ニケーションミスが発生しや
すい環境を体感し、自身の
リーダーシップやUBSで求めら
れるリーダーシップをイメー
ジするための環境が作られた。
マネジメントのメンバー自
身、部門ではリーダーとして
の立場がある一方、上位の
チームにおいては時にメン
バーにもなる。この両側面を
体験するため、あえてリー
ダーにはならずメンバーとい
う役割で、「自分がリーダー
から聞き手の立場になってみ
た」という三木社長は、この
疑似体験には「強いインパク
トがあった」という。
2つのプロジェクトで起
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意外な一面の発見があり
互いの能力を垣間見る
ことができた
こった内容をまとめるとこう
だ。
✓ 総論に関してチームで得
られた同意が、各論の実
施では、意識のずれと
なって表れて前に進むこ
とができなくなった。
✓ 相手を意識せずOneTeamと
していかに課題を早く終
わらせるべきかを考えた
チームの動きが良かった
一方、勝つことに捉われ
て指示待ちとなったチー
ムは動けず、対照的な結
果となった。
これらに組織の傾向を感じ
つつも、それ以上にその過程
での個々の言動には目を見張

るものがあったというのだ。
普段の業務や職場とは異な
る場で、あえて日常とは異な
る立場に身を置き、「普段発
言しない人にとっては発言せ
ざるを得ず、かつやらざるを
得ない」という状況。その中
で得られた気づきは新鮮だっ
たと評価する。1回目と同様
にそこには、意外な一面の発
見があり、 互いの能力を垣
間見ることができた。これら
の気づきは、三木社長にとっ
て、「機会さえあれば、より
能力を発揮することができ
る」ということを再認識する
結果となった。 また、プロ
グラムを円滑に進めるうえで、
インパクトによるファシリ

プログラム内での活発な議論により、意外な一面の発見に繋がった

テーションも効果的であった
という。「アジェンダをもと
にした誘導ではなく、議論が
止まった時に、良いタイミン
グで自分たちが再度動き出す
ためのヒントが提示される」
のだ。「接し方がフェアであ
り、個々人の信頼を得られて
いる」ように感じたという。
第3回目のモジュールは、
三木社長の確信を実現させる
形で、前2回と異なり、同社
での内製によって行われるプ
ログラムとなった。内容は、
3つのグループに分けて、こ
れまで2回のモジュールで得
られた発見からビジネスとし
て生かすために、チームとし
てどのように動くべきか、議
論がなされた。
三木社長が特に印象に残っ
ている議論は、「イヤーエン
ドパーティーでいかに勝つ
か」ということだったという。
このように、自由に個々の思
いが提案しやすい雰囲気が醸
成されていたことが容易に想
像される。
そんな中で、メンバー間の
議論におけるコミュニケー
ションのアプローチについて
の変化も見られた。これまで、
言葉の裏側を読みすぎるため
に、意見が建設的でなくなり、
議論が前に進まないという場
面も散見された。しかし、前
2回のプロジェクトを経て、
お互いに言葉通りに受け止め
て話し合いを前に進めること
を奨励するように提案が投げ
かけられるにまでに至った。

プログラムによって得られた収穫について、振り返る三木社長

新たに生じた組織の動き
最後に三木社長に改めてプ
ログラムの収穫について語っ
てもらった。
最大のポイントは、「マネ
ジメントのメンバーは分析力
に長け、物事を見抜く能力が
全般的に高かったということ
を再認識できた」点であり、
同時に「自分が主体にならな
いきらいがあり、ここにチャ
レンジがあることを知ること
ができた」点だという。
また、マネジメント同士の
コミュニケーションの場とし
ては、今回のプログラムを実
施しただけでも十分に価値が
あったと考えている。その価
値とは「マネジメントのディ
スカッションの場において、
それぞれにどういった強みが
あり、どういった場面で真価
が出せるのか」がわかったこ
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とで「お互いに誰に仕事をア
サインするか整理がしやすく
なった」点にある。
さらには一連のプログラム
の実施後から、マネジメント
チームという枠を超えて、組
織内でいくつかの動きが起こ
り、「メンバーの心境に変化
が起こっている」と感じてい
る。あるグループは“プロジェ
クトキャンパス”と銘打ち、社
内提案用の投稿サイトを開設。
「ネガティブな反応は一切な
し」というルールのもとで提
案事項を集めている。すでに
集まった提案の数は10件を超
えており、集められた提案事
項からメンバーの投票により
TOP3も決めた。
また、このプログラムに
よって判明したメンバーそれ
ぞれの個性が業務内外を問わ
ず発揮されることで、これま
で以上に「お互いをよく知
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る」ことに結びつき、それが
また自然発生的な「チームビ
ルディング」の機会にもなっ
ているという。
他にも「社内のベストプラ
クティスをシェアしよう」、
「若手社員を積極的に呼んで
ランチに行き、意見を聞く場
を自ら設けよう」などのアイ
デアも他からあがっていると
いう。
こうした変化を感じながら、
「日々組織内で起こる問題や
業務について、自分事として
捉えて欲しかった。」とプロ
グラム前を振り返る三木社長。
実施後の今、「『マネジャー
だが受け身』というこれまで
の姿から、今回のプログラム
を経て『自分自身がUBSの文
化を体現するんだ』という意
識に変わったのではないか」
といった点を評価している。
来年度以降は、次の階層へ
とこのプログラムが継承され
ることがすでに決まっている。
プログラムオーナーは社長か
ら経営幹部へと引き継がれ、
さらには現場のマネージャー
クラスも巻き込んで、プログ
ラムの企画・運営が進められ
るという。
パートナーとして本プログ
ラムをサポートするインパク
トには、デザイン段階からプ
ログラム当日まで、今回同様
「参加者間に化学反応を起こ
す触媒」となることが求めら
れている。
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