
特集 1

事例❸

ポーラ・オルビスホールディングス

実践と成果創出を重視したプログラムにより 
経営幹部候補の行動変容を促進

取材対応者：人事・情報管理室 室長　若月豊寿氏

　　　　　　人事・情報管理室　山本史織氏 　　　
※所属は2014年12月31日現在

ポイント

❶三つの「グループ横断研修」：2005年に「未来研究会」、2007年に「経営幹部養成講座」、2013年に
「コーチングプログラム」を導入。年齢・階層の連続性を持たせながら、経営人材を計画的に育成

する

❷未来研究会：20代後半〜30代前半の若手社員が対象。チーム単位で行う新規事業のビジネスプラン
立案と、自分自身の業務課題に対するアクションプラン策定を中心とした“実践重視”の内容

❸経営幹部養成講座：30〜40代の主に課長層が対象。所属会社における現実の経営課題を設定し、解
決に取り組む業務変革が中心。提案内容は研修後も重点課題として取り上げられ、修了者がタスク

フォースのリーダーに登用されるケースもある

❹コーチングプログラム：40〜50代の部門長・若手役員が対象。外部コーチが受講者の日常のマネジ
メント行動を観察しながら、リーダーとしての対人影響力の強化を図る

●経営幹部候補を計画的に育成
　ポーラ・オルビスホールディングスは、「未来研

究会」「経営幹部養成講座」「コーチングプログラ

ム」という三つの「グループ横断研修」を設け、

グループの将来を担う経営人材の計画的な育成を

進めている［図表 1］。
　経営人材の育成を重視する背景には、経営環境

や自社のビジネスの在り方が変わる中で、「候補人

材の質と数を今まで以上にスピードを上げて高め

る必要がある」（若月氏）という課題認識がある。

　同社は、2006年にホールディングス体制に移

行。持ち株会社の下、 1 社ワンブランド制で九つ

の化粧品会社を有する。「POLA」と「ORBIS」の

両基幹ブランドを中心に、一般流通ブランドの

「pdc」、海外ブランドの「Jurlique」「H2O PLUS」

など個性豊かなブランドを持ち、多様な販売チャ

ネル・価格帯で事業を展開している。

　ポーラは、かつては訪問販売を主体としていた

が、女性のライフスタイルの変化や社会の変化に

対応し、エステサービスやカウンセリングと化粧

品販売を融合した路面店を展開。事業の在り方を

大きく進化させてきた。

1 . 背景と狙い
経営を担う人材の継続的輩出を目指し、�
グループ横断研修を整備
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未来研究会
（2005年～）

経営幹部養成講座
（2007年～）

コーチングプログラム
（2013年～）

20代後半～30代前半
若手社員

30代半ば～40代前半
係長～課長層

40代半ば～50代前半
部門長、若手役員層

ポーラ・オルビスホールディングス
進化する次世代経営人材育成策

CORPORATE PROFILE

1929年のポーラ創業以来、化粧品事業を中心に「美と

健康」に関わる事業を展開。2006年に持ち株会社ポー

ラ・オルビスホールディングスを設立し、現在では、

「POLA」と「ORBIS」の両基幹ブランドを中心に多彩

なブランドを持ち、日本、アジアをはじめとする世界

各国において多様な商品ブランド・販売チャネル・価

格帯で事業を展開している。

http://www.po-holdings.co.jp/

本社　東京都中央区銀座 1− 7− 7

資本金　100億円

従業員数　連結：3944人、単体：76人

� 　〈2014年12月31日現在〉

　こうしたグローバル化や事業の変化に対応し、

さらなる成長を図るために、グループを率いてい

く経営幹部候補を計画的に育成しようとしている。

　「九つのブランドを持つグループ体制へ移行し、

グループ全体での最適化が求められる中で、経営

層には、『グループの経営を担い得る“コア人材”

を増やしていかなければならない』という強い危

機感がありました。企業が成長していく上では人

材の力が重要であり、グローバル展開の加速など

環境変化に対応できる経営幹部を継続的に生み出

す必要がある─という考えが基本にあります。

長期ビジョンである『高収益グローバル企業』を

実現するため、グループ各社から広く人材を募っ

て育成し、経営人材の候補者をプールしていく方

針です」（若月氏）

　「当社は、2006年にホールディングス体制に移行

し、持ち株会社の下、多様なブランドを展開して

います。各社が連携し、グループ全体として成長

していくには、グループの価値観を理解し、事業

環境の変化にも対応できる人材を輩出し続ける必

要があります。グループの求心力を高める上でも、

グループ共通の研修を拡充し、グループ全体で人

材を活かすことが有効と捉えています」（山本氏）

●優秀な人材の早期登用も狙う
　経営を担い得る人材を継続的に輩出していくこ

とが一番の目的だが、そのためには、研修に終わ

らせず、優秀な人材はより早く登用していきたい

という狙いがある。

　「当社は、2007年に人事制度を見直し、役割重視

の制度に改めました。昇格タームも短くし、優秀

な人材は、これまでより早く抜てきできるように

しています。これと並行して、経営人材を育成す

るグループ横断研修を充実させてきました。将来

的に必要となる経営幹部の人数をカバーするには、

『いつまでに何人』といった人数の制限は設けず、

多くの経営幹部候補を早期に育てていかなければ

なりません」（若月氏）

　「現在、グループの経営を担っている主な経営陣

は30人程度ですが、年齢構成的に見て、この数年

で大きく入れ替わっていくことが予想されます。

図表 1  経営人材育成策のイメージ
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ポイント
●グループ全体から人材を募集し、各層に対して成長の機会を提供
●「実践・業務における成果創出」を重視したカリキュラム
●海外子会社への短期派遣プログラムを拡充し、グローバルに対応する視点・マインドを強化

［注］　1.�　ジョブ・ローテーションによって成長を図ることも重視しており、①未来研究会受講までに 2種以上の職務経験（部門
を越える異動）、②課長相当職昇格までに 3種以上の職務経験、③部長相当職昇格までにグループ他社・海外駐在経験を積
んでもらう方針。

　　　2.�　海外子会社派遣プログラムでは、その時々の経営課題や受け入れ体制などを勘案し、個別に派遣先、期間、内容を決め
て実施する。

■基本となる経営人材育成プログラム

未来研究会 経営幹部養成講座 コーチングプログラム

目的 経営の基礎を学ぶ。リーダーシップを
発揮していくための意識・行動変革

経営幹部に求められる視野、思考、マ
インドの獲得

経営者としての対人影響力、判断軸を
磨く

対象 20代後半～30代前半が中心（新卒の場
合、入社 5～10年目程度）

30代半ば～40代半ばの主に課長層 40代後半～50代前半の部門長、若手役
員層

定員 15人前後/年 5人程度/年 3人程度/年

選考
方法

公募＋推薦 公募＋推薦（アセスメントにより決定） 各社社長推薦

内容 ◦�基礎的な経営知識の学習と集大成と
しての新規事業立案

◦�業務改善の実践（アクションプラン
の策定と実行）

◦�自社・自グループを変革していく経
営課題解決

◦�経営に必要な知識の習得
◦�他社との合同演習による他流試合

◦�対象者の職場へ外部コーチが帯同し
ての行動観察と対面でのコーチング

時期 3～11月 4 ～12月 6 ～11月

■海外派遣プログラム

海外子会社派遣プログラム（仮称）
※2015年～開始予定 幹部研海外視察研修

対象 主に未来研究会修了者 前年度経営幹部養成講座修了者

内容 ◦�海外子会社へ短期派遣
◦�現地の現実の課題を題材に、実際の
解決に取り組む

◦�グループにおける経営課題を題材
に、海外市場へ赴き、現地の消費者
調査から経営提言を行う

特集 1

候補者の成長スピードを加速させるには、研修内

容を実践的にするとともに、研修後の経験付与も

重要です」（山本氏）

●意欲ある人材を実践で鍛える
　グループ横断研修の全体像は、［図表 2］のとお

り。①未来研究会、②経営幹部養成講座、③コーチ

ングプログラムの三つを基本とし、海外経験を積ま

せるための追加的な研修として、①と②の修了者を

主対象とする海外派遣プログラムを用意している。

　特徴の一つは、本人の意欲を重視しているこ

と。未来研究会と経営幹部養成講座では、公募と

上司推薦を併用し、意欲の高い人材と会社として

育てたい人材の両方へ門戸を開いている。ただし、

特に若手については本人の立候補を尊重しており、

自ら手を挙げた社員に成長の機会を与える考えで

ある。

　「当社の従来の研修は階層別研修が中心で、いわ

ば“受け身の研修”でした。しかし、経営人材と

して成長していくには、自分の意思でキャリアを

築いていく姿勢が不可欠であり、グループ横断研

修では、“自ら学ぶ意思がある”ことを前提条件に

しています。例えば経営幹部養成講座であれば、

上司の推薦があっても事前にアセスメント式の審

査を行い、参加姿勢を確認しています」（若月氏）

　もう一つ大きな特徴は、単なる知識学習ではな

図表 2  経営人材育成を目的とする「グループ横断研修」（2014年現在）
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ポーラ・オルビスホールディングス
進化する次世代経営人材育成策

く、新規事業立案や業務課題解決など実践を通じ

たプログラムにより受講者の行動変容を促すこと。

　「学んで知識が増えただけでは不十分で、実際の

仕事の中でリーダーシップが発揮され、それが周囲

に認められるレベルになることを期待しています。

そのため、座学形式の知識学習は必要最小限にと

どめ、実践を重視した内容にしました」（山本氏）

　これらの研修では、インプット（本人の学び）

だけでなく、アウトプット（事業への貢献）も重

視する。高い成果を求められる厳しい課題に挑戦

する中で、意識・行動の変容を促し、経営的視点

で物事を捉えられる人材へと成長させようとして

いる。

　以下、中心となる三つのプログラムの内容を見

ていこう。

●入社 5年以上の若手が対象
　未来研究会では、20代後半を中心とする若手社

員を未来の経営幹部候補として育成する。

　応募要件は入社 5 年以上であること。新卒者の

場合、入社10年目程度（30代前半）までを主な対

象と想定している。

　以前は、対象年齢を広く設定し、未来研究会立

ち上げ当初では、20代前半も含め幅広い層を参加

させていた。しかし、運用する中で、経営人材の

早期育成を狙い、カリキュラムの難易度を上げ、

実践的アウトプット重視へと年々変更。また、内

容の進化に伴い、一人ひとりの成長度合いを個別

に把握するためには、人数も当初の20人以上から

現在の15人程度へ少数化する必要があった。

　そこで、「自分で業務改善策を検討し、実行まで

の組織的な動きをつくっていく上で社内にある程

度の人脈が必要」という考えから、入社 5 年以上

とした。役職でいうと、リーダー・主任クラスが

中心となる。

　応募に当たって、評価歴などの要件はない。な

お、本人からの立候補が基本だが、その場合も、

所属部署の上司の承認を得た上で応募する仕組み

とし、実際の仕事にまだ注力すべき社員が応募し

てくることがないようにした。

　募集に当たっては、あらかじめ事業会社ごとの

人数枠の目安を示す。これは、それぞれの事業会

社の役員候補を確保するためではなく、「当社は事

業会社別に採用を行っており、事業会社ごとにそ

れぞれ要員構成が異なりますので、目安として示

しています」（若月氏）という。実際、今後は事業

会社をまたぐローテーションも積極的に行ってい

く方針なので、自社から参加した社員が自社の中

でキャリアを積んでいくとは限らない。

　定員の15人前後に対応するため、必要に応じて

事務局が選考を行う。

●新規事業提案と職場の業務改善が中心
　研修期間は 9 カ月間。 1 月下旬に参加者を募集

し、メンバーを確定した後、3 月にスタートする。

同社は 1 〜12月を事業年度としており、年度末まで

にプログラムが修了するように時期を定めている。

　経営リテラシーやマーケティングなどの教育も

行うが、中心となるのは、一つはチーム単位で取

り組む新規事業のビジネスプランの提案［図表 3］。
二つ目の柱は、自分自身の業務に直結する課題と

して、各自の所属組織の業務課題に対するアク

ションプランの策定である。どちらも単なる知識

学習ではなく、具体的な成果を求められる“実践

重視”の内容である。

　「ビジネスプランの策定では、現在のグループ

における事業計画には挙がっていない新たなビジ

ネスを考えてチームごとに企画を練り上げ、コン

セプトから事業収支プランまで一連の計画を提案

してもらいます。業務変革についても、すでに職

場で明らかになっている課題に取り組むのではな

く、自分自身の視点で見たときに何が問題だと言

2 . 未来研究会
新規事業の提案と業務課題の解決により�
受講者の行動変容を促す
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区　分 講 義 項 目 新規事業提案／
業務改善（アクションプラン） 語　　学

第 1 回 ◦変革リーダーシップ
◦問題解決プロセス

第 2 回 ◦発想力の強化

第 3 回 ◦伝える力とディベート力

第 4 回 ◦マーケティング（修了生講義）

第 5 回 ◦グループ内若手経営者講演（修了生）
◦ビジネスモデル論

第 6 回 ◦イングリッシュセッション
◦会計（修了生講義）

第 7～ 8回 ◦ビジネスプラン策定最終準備

発　表　会

［注］　 3～11月に月 1～ 2回、各 1日（第 1回は 2日）の日程で開催。

アクションプラン

新規事業提案

⃝�第 2回より、
講義内容と連
動して、チー
ムごとに検討

⃝�個人ごとに第
1回にテーマ
設定。以降、
実行を繰り返
し、毎会合、
成果について
報告、議論

⃝�毎会合、英語
スピーチを実
施
⃝�研修外にて英

会話レッスン

特集 1

えるのか、どうすれば抜本的改善につながるのか

を考えさせます。新規事業も業務改善も、周囲を

納得させるアウトプットを出すのは非常に困難で

すが、こうした課題に挑戦する中で既成概念を取

り払い、市場の変化や職場の真の問題に気づく感

覚や感性を磨き、肩書や職位ではない“人間力”

を高め、自律的な人材に育てることが狙いです」

（若月氏）

　ビジネスプランの策定に当たっては、まず、一

人ひとりに取り上げたい事業ドメインやテーマを

挙げてもらい、それを大別して、 4 〜 5 人ずつの

事業会社混合のチームとする。なお、新規事業の

企画と連動したマーケティングや会計などの知識

学習も、学びの効果を高めるために未来研究会の

修了者が講師を務めている。

●職場での行動変容を確認
　研修の最後には、グループの経営陣の前で、ビ

ジネスプランを発表する。新規事業は、グループ

の主力事業である化粧品から離れて自由に発想す

ることで、思考の柔軟性を高めるよう促している。

例えば、「交通事情の悪いインドネシアで、ガソリ

ンスタンドのインフラを生かし、女性向けコミュ

ニティサロンを展開する」「ストレス社会に対応

し、ストレスマネジメントの事業を立ち上げる」

といったユニークな提案が出る。

　これらの発表に対し、役員らが質問や講評をす

るとともに、受講者同士が各チームのプランを評

価して順位を付ける。

　また、研修の開始時と修了後に、受講者の上司

がコンピテンシー評価の軸で各人の行動発揮レベ

ルを評価し、実際の仕事において行動変容が現れ

たかを確認する。

　「いかに行動そのものが変わったかが重要であ

り、研修をして終わりでは意味がありません。特

に受講者が個人で立てる業務改善のアクションプ

ランは、所属組織に関わることですので、研修中

も上司が指導やアドバイスを行い、研修後も引き

続きフォローしていきます」（若月氏）

　未来研究会は、配置や昇進・昇格とは必ずしも

結びつけないが、「ここ数年は、会社を超えたロー

テーションを促進しており、今後はさらに活発に

行う方針です。“光る人材”は積極的に次のステッ

プに異動させていきます」（若月氏）という。

図表 3  未来研究会のカリキュラム（2014年）
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選定方法 内 容

論文 自社・自事業における問題意識を問う論文を実施

グループ演習 グループに分かれて複数の演習を実施。演習中のリーダーシップ、思考、
コミュニケーションなどを観察

360度サーベイ 本人、上司、部下が、役員として求められるコンピテンシー項目と照らし
て回答（通常の人事考課のコンピテンシー評価の項目とは異なる）

フィードバック
面談（実施後）

実施後は、結果を問わず参加者一人ひとりと面談を行い、結果に対する
フィードバックと自己課題の明確化を行う

［注］　1.�　多面的なアセスメントを通じて、受講者を決定する。論文や演習では、アウトプッ
トよりも、研修で開発するのが難しい資質・行動特性を重視する。

　　　2.�　アセスメントは研修講師と事務局にて実施。

ポーラ・オルビスホールディングス
進化する次世代経営人材育成策

　また、海外経験を積ませたい社員や海外での活

躍を希望する社員には、未来研究会の修了後、次

の育成ステージとして、2015年からは海外子会社

への派遣プログラムを準備中である。

●アセスメントによって候補者を決定
　経営幹部養成講座は、グループ各社の経営を担

う幹部候補＝“次の役員、部門長”を育てるための

プログラム。選抜された30〜40代の主に課長クラ

スに対し、経営者として不可欠なリーダーシップ

や経営課題解決能力、目標達成能力などを鍛える

教育を行う。未来研究会以上に実践重視の内容と

なっており、グループ横断研修の中で最も厳しい

プログラムと位置づけられている。

　定員は毎年 5 人程度。未来研究会と同様、公募

と上司推薦によって受講者を募る（未来研究会と

同じく、公募の場合も上司承認が必要）。2013年か

ら、丸 1 日に及ぶアセスメント研修を行って受講

者を決定している［図表 4］。
　「受講者の中心は課長クラスです。自社・自グ

ループの経営課題に関わる高いレベルの業務変革

に取り組むため、一定の立場でないと進めること

ができません。その人の役職より 1 段も 2 段も上

のテーマ設定が求められ、部門をまたぐ調整も必

要となります。加えて、行動変容を求められるハー

ドなカリキュラムをこなしますので、それをやり

遂げる意欲や資質があるかをアセスメントによっ

て確認します。期待するレベルに達していなけれ

ば、定員に関わらず研修参加が見送られる場合も

あります。最終的には、講師、社長、人事が協議

して受講者を決定します」（若月氏）

　アセスメント導入初年度の2013年は、10人以上

が参加し、結果、研修受講は半数程度となった。

実施 2 年目の2014年は、アセスメント参加者のほ

ぼ全員が研修を修了した。毎年、修了者は男女同

程度である。なお、前述のアセスメントを通過し

ても、研修中に辞退者が出るケースもある。

●個人ごとに業務変革に取り組む
　経営幹部養成講座のカリキュラムでは、一人ひ

とりが所属会社における現実の経営課題を設定

し、解決案を検討する業務変革が中心となる［図表
5］。すでに定められている経営計画を実行するの

ではなく、新たな視点で顧客や社会環境の変化か

ら本質的な自社の問題を発見し、抜本的に変える

べき課題とその対応策を導き出す。自分の業務の

範囲にとどまる変革ではなく、職責を超え、全社

に影響が及ぶ問題を扱う。例えば2013年には、「新

たな研究開発プロセスの構築」「商品開発手法の刷

新」などのテーマが設定された。

3 . 経営幹部養成講座
事業の変革に取り組み成果創出を目指す�
実践的プログラム

図表 4  経営幹部養成講座の受講者の選定方法（アセスメント）
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区分 業務変革テーマ 講 義 そ の 他

第 1回 ◦変革テーマの設定 ◦経営者としてのありたい姿

第 2回 ◦リーダーシップ

第 3回 ◦問題解決

第 4回 ◦マーケティング（修了生講義）

第 5回 ◦アカウンティング（修了生講義）
◦プレゼンテーション

業務変革テーマ中間発表

第 6回 ◦経営戦略

第 7回 ◦他社合同演習
　※�2013〜2014年はカゴメ㈱と実施

最　終 業務変革テーマ最終発表

［注］　1.�　 4 ～12月に月 1回、各 2日間程度の日程で開催。開始前の 3月中に、アセスメント研修と面談を実
施して受講者を決定。

　　　2.�　翌年 4月に海外視察、 6月に海外視察報告会、12月に 1年後フォロー研修を実施。

変革テーマに対
する実行と検
証。毎会合、進
捗を報告しメン
バー間で議論

⃝�毎会合、英語
スピーチを実
施
⃝�研修外にて英

会話レッスン

特集 1

　業務変革テーマには個人単位で取り組むが、月

1 回 1 泊 2 日で行われる会合では、受講者同士で

進
しん

捗
ちょく

状況を発表し合い、互いの変革案について

ディスカッションをする。講師や社長の指摘も受

けながら計画を練り直し、それを踏まえて各自が

必要な調査や検証を行う。事務局である人事も成

果創出に深く関与し、時には受講者の管掌役員や

上司のところに出向き、直接働きかけることもあ

る。未来研究会以上に、実際の成果につなげるこ

とを重視している。

　研修の後半には、グループ外の他社との合同セッ

ションを行う。 2 社混成のチームを組み、一つの

テーマに対して両社の経営陣へ提案する。2013〜

2014年は、人事担当者間のつながりから、カゴメ

㈱と実施した。事業分野は異なるが、同じ消費財

メーカーであり、グローバル展開を進めつつある

点など共通するところもあり、背景の異なるメン

バー同士一つのアウトプットへ向けて議論を尽く

すことで、視野の拡大につながっている。

●研修後も実践で鍛える
　研修のメインである業務変革テーマ（経営課題

解決）については、グループ各社の経営陣の前で、

9 月に中間発表、12月に最終発表を行う。 2 度に

わたる発表の場を設けているのは、各社の次年度

の経営計画へ反映することを狙いとしているため

であり、受講者にはそれに値する高いレベルを求

めている。

　また、研修後に本人、上司、部下が360度サーベ

イを行い、研修前と比べて行動変容が見られたか

を確認する。修了が認められるかは最終発表や研

修中の成果から判断されるため、全員の修了は確

約されていない。なお、研修中にも、社長、管掌

役員、人事が業務変革を通じて密に関与すること

で、一人ひとりの個性や資質を把握する。

　研修後は、本人が提案した業務変革テーマに関

するタスクフォースのリーダーに任命することも

ある。必ず異動や昇進を行うわけではないが、自

ら提案したテーマに継続して挑戦させ、上位の役

図表 5  経営幹部養成講座のカリキュラム（2014年）
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ポーラ・オルビスホールディングス
進化する次世代経営人材育成策

職へ登用する機会を設けるなど、さらなる成長に

つながるポジションに就けることが多い。

　なお、今後は、グループ横断で幹部候補を育成・

活用していく方針から、これまで経験したことの

ない職務に異動させ、全社、グループ全体の経営

を見る上で必要な“経験の幅を広げること”も積

極的に行っていく。

　事前のアセスメントで参加見送りとなった社員

や、研修に参加したものの途中で辞退した社員に

対しては、本人の希望に応じ、一定期間ごとに講

師による個別のコーチング面談を行う。この研修

を修了できなかったからといってキャリアアップ

が閉ざされるわけではないことを十分に理解させ

た上で、今後の成長をサポートしていく。次年度

以降にこの講座に再チャレンジすることも可能で

ある。

●部門長、若手役員に成長の機会を付与
　コーチングプログラムは、2013年に導入した比

較的新しいプログラムである。経営幹部養成講座

を修了し、実際に部門長や役員に登用される若い

人材が増えていく中で、さらに幹部にふさわしい

能力を早期に開発する機会を設けようと導入した。

　対象は部門長・若手役員。期間は 6 〜11月の約

6 カ月間で、組織を率いるリーダーとしての対人

影響力を身に付けさせることが狙いである。

　「グループ各社の社長推薦によって選ばれた候補

者の中から、年 3 人程度に実施します。部門長は、

課題解決力があるからそのポジションに登用され

てきたわけですが、経営を担うには、より多くの

人を動かすための対人影響力を高めてもらう必要

があります」（若月氏）

●講師が日常の行動を観察
　このプログラムのコーチングは、コーチ役の外

部講師と受講者が面談をして、対話を通じて受講

者の気づきを促すだけではない。時には講師が受

講者と行動を共にし、実際の仕事の場面で対人影

響力を十分に発揮できているかを観察しながら、

行動変容を促す。リーダーシップにはさまざまな

タイプがあるため、特定のやり方を強要すること

はしないが、受講者の会議での発言、部下への対

応の仕方などを観察し、自分が周囲にどう映って

いるか、リーダーとしてのふさわしい行動が取れ

ているかをフィードバックすることで、自らのリー

ダーシップスタイルの長所・短所を見つめ直して

もらう。

　例えば、会議前に講師と受講者が事前にミー

ティングを実施。会議でどういうことを伝えたい

か、部下からはどのような行動を引き出したいの

かを確認する。その上で会議に同席し、会議後に

フィードバックを行う。一定期間、自分の行動が

コーチを通じて映し出されるため、さまざまな気

づきが得られる。

●運用状況は順調
　これまでの実績では、経営幹部養成講座の修了

生約80人の中から、主要グループ会社において社

長が 3 人、役員が10人誕生している。

　受講者からは、「価値観・考え方が変わった」と

いう声が多く寄せられている。実際の経営計画に

反映できるほどのアウトプットを求められる中で、

物の見方が変わり、大きく成長していることがう

かがえる。同社の鈴木社長は、未来研究会・経営

幹部養成講座に毎回出席し、受講者と熱い議論を

交わす。この経験が、受講者の視座を高め、習慣

化された行動パターンを変えることを促している。

4 . コーチングプログラム
実際の仕事の中で対象者の行動を観察し、�
対人影響力の向上を促す

5 . 評価と今後の展望
事業会社間のローテーションを連動させ、�
全社的視点で経営人材を育成していく
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また、厳しい研修を乗り越えた受講者同士に一体

感が生まれるという副次的効果も見られる。

　未来研究会、経営幹部養成講座、コーチングプ

ログラムの三つのプログラムは、それぞれ独立し

ており、「未来研究会を受講していないと、経営幹

部養成講座に参加できない」といった決まりはな

い。ただ、最近は、未来研究会、経営幹部養成講

座の 2 研修を経てグループ各社の幹部に登用され

るケースが増えており、プログラム間につながり

が出てきた。経営人材の継続的な輩出に向けて、

各施策がうまく機能しているようだ。

●今後はローテーションを活発化
　人事部門としては、これらのプログラムが人材

の“目利き”の場になっている点を高く評価して

いる。今後は、ここで見いだしたポテンシャルの

高い人材を積極的にローテーションしていき、実

際の経験の中で育てていく方針である。

　「当社は事業会社別に採用を行っていますので、

これらの研修は、各会社にどんな人材がいるかを

把握する上で役立っています。今後は、ここで把

握した人材を全社的な観点で育成・活用していく

計画です。きちんとキャリアプランを考えて実行

されているかを個別に確認しながら、育成のスピー

ドアップと、経営幹部候補層の拡大を図ります。

また、このプログラムは今のところ日本だけで行っ

ていますが、海外の事業会社も対象にするととも

に、卒業生の経験の場も海外に広げ、グローバル

に経営人材のパイプラインを構築していきたいと

考えています」（山本氏）

　「本人の成長を促すには、“経験”が最も重要な

ポイントになります。研修で覚醒されたのに、実

際の仕事の中で発揮する場がないと、せっかく高

まった意欲・能力を活かせません。そこで、今後

は異動・登用を連動させ、全社的な視点で経営人

材を育てていきます。サクセッションプラン（後

継者育成計画）も整備し、計画的に育成していき

ます」（若月氏）

　なお、経営幹部養成講座の修了者は、現状でも

研修修了後に異動することが多く、今後は、他の

事業会社に移るケースも増えることが想定される

が、各部署の上司が優秀な部下を囲い込むおそれ

は低いと捉えている。

　「研修の修了者が増えていく中で、この取り組

みの意義についてはグループ全体として理解が進

んでいます。優秀な部下に負荷が掛かることへの

不安はあるようですが、だからといって、上司が

部下の応募を認めないということはありません」

（若月氏）

●他社へのアドバイス
　若月氏と山本氏は、経営幹部の育成策を設計・

運用する上でのポイントとして、以下のようにア

ドバイスしている。

　「経営幹部養成講座については、その位置づけや

実施目的について社内のコンセンサスを得ること

が重要です。当社の場合、経営トップが常日頃、

その重要性を説いているので人事としても大変や

りやすいですが、社内のコンセンサスが不足して

いると、現場に『見えないところで何かやってい

る』という不信感を持たれる危険性があります。

そのような状況では継続的な実施が難しくなりま

す。経営人材は一朝一夕に育てられるものではあ

りませんので、十分な社内コンセンサスを獲得し、

やり続けられる環境をつくることが成功の大きな

要素であると考えます。また、継続する上では、

プログラム内容についても柔軟に見直し、進化さ

せていく姿勢が必要です」（若月氏）

　「人事の深い関与も大切です。人事が受講者のこ

とをどれだけ知っていて、個人にどれだけ迫れて

いるかが、プログラムの成否に大きく影響します。

今後は、幹部登用においても、われわれ人事が事

実に基づく人材情報をどれだけ把握できているか

が重要になるでしょう。ただ仕組みを整えるだけ

でなく、しっかりと研修参加者一人ひとりに関与

していく必要があります」（山本氏）
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