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二つ目はラーニング・アジリティ《Learning Agility》＝学習の機敏性
の診断である。ラーニング・アジリティは、柔軟性や資質、これまで経
験したことがない未知の課題に対処する能力を包括する概念である。
我々は、これら2つの要素を組み合わせることで、予測困難なビジネス
環境で売上拡大を実現する能力を予測できると考えている。特に上位階
層において、その予測はひときわ有効である。
我々はこの初の試みにおいて、先に述べたアジアの市場環境において成
長を実現する企業の取り組みに着目した。コーン・フェリーの科学的ア
セスメント・ツールを使用することでリーダー個々の能力を正確に評価
し、集約した結果を関連業界や市場の基準に照らし合わせて比較した。
同時に、企業が将来の競争力を強化する上で推進役となる幹部社員が開
発すべき各種スキルも特定した。
人材の能力を一斉に引き上げようとする試みは、安定した時代に行った
としても混乱を引き起こすものだ。こうした取り組みは、包括的なス
マート・グロース・キャパシティ《Smart Growth Capacity》という精
緻な指標を使うことで、輪郭をはっきりと捉えることが可能になる。幹
部社員に関する公正かつ実証的な診断結果を得ることで、CEOはそのポ
ジションへの登用者を見極めたり、コーチングや能力開発を実施した
り、場合によってはリーダー層から外すことも含め、施策を戦略的に実
行できる。その結果、成長へと舵を切ることができるのである。
現在、アジアのビジネス環境は厳しい試練の時を迎えている。しかし、
変化のスピードやグローバル化の圧力、競争の激化は、より能力の高い
新たなリーダーを生み出すものだ。そうした人材を発掘し育成しようと
する組織は、成長は市場ではなくリーダーたちの能力によってもたらさ
れることに気づいていくのである。
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逆風にさらされるアジア事業
ジョナサンは幾ばくかの不安を抱えながら役員会議室に向かった。朝食
ミーティングの席で、グローバルCEOから、取締役会がアジア事業の成
長を回復させる手だてについて意見を聞きたがっていると言われていた
からだ。この先の展開を想像すると、ジョナサンの気は重くなるばかり
だった。
ジョナサンはアジア部門のプレジデントとしてチームを率い、ここ10
年間、ほぼ毎年二桁成長を実現する牽引役となってきた。この企業
（コーン・フェリーのクライアントであるが、守秘義務保持のため社名
と一部の詳細情報は伏せる）は、非常に短期間に米国の一ブランドから
アジアのローカル・ブランドへと変貌を遂げ、特にインドや中国を中心
とした新興市場において目をみはる業績を挙げていた。世界的な信用危
機のために足踏みした時期もわずかながらあったものの、新興中流階級
の消費拡大とともに成長は持ち直していた。ジョナサンはその好業績の
立役者として大手ビジネス誌に取り上げられたこともあった。
だが、ここ3四半期はどこか勝手が違っていた。西欧諸国の需要鈍化に
足を引きずられるように新興市場の需要も低迷し、毎月の電話会議ご
とに雲行きが怪しくなっていった。これは2009年に起きたフリー
フォールのごとき急激な落ち込みではなく、じわじわと進行していった
のだった。
前週の電話会議でジョナサンはチーム内の各幹部社員に対し、アジア事
業を再び活性化させる策をまとめるよう指示していた。しかし、回答が
集まるにつれ、ジョナサンは不安を覚えた。幹部たちは悪化する計画の
中であらゆる手を尽くそうとするものの、実を結んだものは何一つな
く、十数人の部下のなかで、現在の環境下で成長するための明確なプラ
ンと考え方を示すことができたのは3人だけだったのだ。ジョナサン
は、部下たちが本当に対応に苦戦しているのだと思うに至った。彼ら
はこのような長期的な不振に直面した経験がなかったのである。
ジョナサンと取締役会との議論には後ほど触れるとして、まずは問題を
掘りげてみよう。
経済成長率の低下または鈍化は、ジョナサンと彼の会社だけの問題では
ない。政府幹部や企業のCEOは、同じ窮状の中でこの問題に取り組み、
それぞれの立場から同じ問いを繰り返している。市場全体で成長が見込
めない状況でいかにそれを実現するのか？ 独創性、意欲、見識、そし
てスキル、これらの中に成長を導く組み合わせはあるのか？
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〝イージー・グロース〟時代の終焉
経済成長の性質は変化している。1990年代中盤から2007年にかけて、特
にアジアの発展途上国は規模、スピードといった点において、それまで経
験のない成長期を迎えた。この時期は“イージー・グロース”の時代として

特徴づけることができる。この時代、資本は歴史上最も容易に手に入れる
ことができ、グローバル化の進展により新たな市場や消費者にアクセスす
ることができ、そして各世帯は借入をしてまで活発な消費活動に奔走し
た。現在の企業トップの多くは、成長がごく当たり前だったこの時代に地
位を築き上げた。彼らはその場に居さえすればよかったのである。そし
て今、そうした時代は突如終わりを迎えた（図1および2参照）。

成長は遅く、急激な変化が渦巻く時代に突入した今、
これまでにない思考や行動を備えたリーダーが
求められている。
そうした時代に取って代わったのが、米大手運用会社PIMCOのモハメド・エ
ラリアン元CEO兼共同最高投資責任者（CIO）が〝ニュー・ノーマル〟と称し
た、成長は遅く変化は速い時代である。市場、金融、通貨などあらゆることに
複雑性と不確実性が存在するこの時代においては、それまでとは違う思考や行
動によって成長機会を開拓できるリーダーが求められる。独創的かつ成長を現
実のものにする手腕を持つリーダーの存在は、企業のパフォーマンスに大きな
差をもたらす。それが〝スマート・グロース〟の時代である。

図1

先進国のGDP成長
1990年代中盤以降、米国、EU、日本およびその他先進諸国の経済成長は年率1～3％にとどまっており、全米産業審議会（コンファレ
ンスボード）の世界経済見通しのデータでは、今後数年もこのレベルが続くと予想されている。
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新興国・発展途上国のGDP成長
全米産業審議会（コンファレンスボード）が公表した2012年世界経済見通しによれば、アジア、ラテン・アメリカ、中東の各経済は低
迷を続け、中国の二桁成長の時代は近い将来に終わるとしている。
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および原材料価格、さらには貿易動向にも影響を及ぼしている。
政府規制：世界的な金融危機の結果、各国はリスクに対して過度の指標を
設け、より厳格な規制を導入することとなった（そのいくつかは正当性が
あると思わせるものだ）。特に銀行システムに対する規制圧力はリスクを
伴う資本の圧縮につながり、成長をもたらす新たなアイデアへの資金投入
をますます困難にしている。これによりベンチャー・キャピタルやプライ
ベート・エクイティ・ファンドの参入機会を生み出しはしているものの、
マクロ的な成長を促すにはより幅広い資金調達の選択肢が不可欠である。

人材獲得競争のターゲットは、
ゼロ成長市場で20％の成長を生み出せる
スマート・グロース・リーダーへとシフトしている。
有能な人材：20％成長の市場で20％成長を果たしてきたリーダーに代表
されるイージー・グロース時代の人材は、もはや不足もせず需要もない。
人材獲得競争のターゲットは、ゼロ成長市場で20％の成長を生み出せる
ようなスマート・グロース・リーダーへとシフトしている。さらに、企業
内の人材流動性も重要な要素だ。企業は世界的な視点から、適切な成長分
野に適切な人材を配置する必要がある。
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アジアにおける成長の課題
今回のストーリーの主役となるのがアジアである。実際に世界各国の企業
は、今後10年間の売上拡大の推進役としてのアジアに注目している。ジョ
ナサンのように、アジア事業に携わるCEOやプレジデントは、自身のチー
ムがこうした困難な状況に立ち向かうために適切な条件を備えているか確
信を持てずにいる。
図3

成長環境の変化

イージー・グロース環境

スマート・グロース環境

経済は悪化または減速しており、
一流の参入者のみが成功し、それ以外は脱落

市場

GDPおよびその他の成長は堅調で、
市場は複数の参入者が活動可能

需要

顧客は支出や投資を行い、
需要が供給を上回ることも

顧客は支出および投資を抑制し、
供給が需要を上回る

投資家

投資家は成長を生み出す発想への投資に意欲的

投資家はリスク回避を重視

人材

人材獲得競争は、大勢の現職の
人材プールに対して起こる

希少価値の高いスマート・グロース
人材に需要が集中

規制

成長を前提とした規制環境

イノベーション

イノベーションのスピードは速いが、
従来の価値観を破壊するほどではない

リスクを回避するための規制圧力が高まる

破壊的イノベーションによって
新たなモデルが生み出される

アジアで事業を展開するある銀行のCEOは次のように語っている。「我が
社の役員たちは、イージー・グロース時代の成功体験から脱け切れずにい
ます。彼らが管理職に就いていた20年間、成長は当たり前でした。リーマ
ン・ショック後のどん底にあっても、原理原則に従っていればそのうち流
れは変わると考えていました。だが、今回は違います。それにもかかわら
ず、彼らは今なお潮目が変わるのを待っているだけです」。
Figure 4

The shift in skill and mindset for growth これはアジアの多くの企業が直面している課題である。中国や韓国の政府
leaders
は過去の不況期にすばらしい効果をあげた支出刺激策を再び検討している
が、コーン・フェリーが話を聞いた多くのCEOからは、もはや同様の効果
Easy Growth Leadership
Smart Growth Leadership
は期待できない、との声が上がっている。今回の経済状況の変化は景気循
環の一環ではなく、構造的な要因によるものだ（図3参照）。
Business Growth
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Business Growth

Investors

Investors are keen to invest in growth ideas.

Investors are focused on avoiding risk.

Talent

War for talent is fought with number
of boots on the ground.

Smart growth talent—the special forces
of business—is in high demand.

Regulation

Regulatory environment has a growth bias.

Regulatory pressure to reduce risks.

緩慢な成長と急激な変化に対応するには
Innovation

Innovation is fast paced but not disruptive.

Disruptive innovation leads to new models.

スマート・グロース時代の二重の脅威とは何か：緩慢な成長と急激な変化
である。これに対応するために、ビジネス・リーダーはマインド面で大き
な飛躍を遂げなければならない。〝成長はある特定の市場に存在する〟とい
う考え方から、〝成長はある特定のリーダーによって生み出される〟へと発
想の転換を図るというものだ。事実、年間二桁成長を遂げる市場を見出す
ことは格段に難しくなっている。それに代わり、企業は他社が思いもよら
ない場所に成長機会を切り拓くことのできるリーダーシップ・チームを社
内で見つけ出さなくてはならないのである。
こうした考えはリーダー
シップをより複雑かつ繊細
なものにするが、一方でよ
り強力なものにもする。つ
まり、成長の限界を定義す
るのは、市況ではなくリー
ダーだということである。
CEOたちとのインタビュー
を基に、コーン・フェリー
は能力や思考様式に関して
必要とされる5つの変化を
特定した（図4参照）。
参加することから創造する
ことへ：「成功の80％は
その場にいることである」
という映画監督ウディ・ア
レンの皮肉は、イージー・
グロース時代の行動特性を
捉えている。企業は急成長
中の市場を見つけ出すだけ
で、上昇機運に乗ることが
できた。だがスマート・グ
ロース時代においては、企
行はイノベーションを起こ

図4

成長をもたらすリーダーに求められるスキルおよびマインドセットの変化

イージー・グロース時代

スマート・グロース時代

ビジネスの成長

ビジネスの成長

GDP／市場の成長

GDP／市場の成長

リーダーのマインドセット：成長の鍵は市場にある
適切な製品を提供する市場戦略が成長をもたらす。

リーダーのマインドセット：成長の鍵はリーダーにある
成長にはリーダーシップ能力の開発が不可欠。

参加
成長市場を見つけ、できるだけ早く参入する。

イノベーション
需要を掘り起こし、新たな市場を創造する。

燃料投入
成長エンジンにより多くのリソースおよび資金を投入。

洗練
省リソースかつ無駄のない成長エンジンを構築。

十分条件
顧客に気づきを与えるのではなく、
顧客の便宜に対応する。

マストアイテム
顧客に関する深い洞察を活用し、
顧客の需要を喚起する。

専門化
ノウハウを持つ専門のチームで対応。

コラボレート
多様なチームの協働で新しさとユニークさを生む。

し、市場に成長スペースを
生み出し、競合他社に対し
て自身を戦略的に位置づける必要がある。そしてリーダーは、強い愛着とロ
イヤリティを持った顧客層を生み出すことで新たな需要を掘り起こし、市場
Figure 5
シェアの獲得を図るチームを構築する必要がある。そこで成功を収める企業
Whom
to assess to measure Smart Growth Capacity
こそ成長への足場を固め、低迷にあえぐ競合他社を引き離すことができるの
In a typical client engagement, a company assesses all the leaders at the top, most at the next level,
だ。
and a select few of the third tier.

CEO and all of the top team

7
Leave out those in

Second level (almost all members)

燃料投入から洗練へ：成長が当たり前だった時代、リーダーが行うべき
は十分なリソースを適切な場所に投入することだった。だが、〝はるかに
少ない労力ではるかに高い成果を〟が新たなスローガンとなった今、一部
の企業はもはや売上の拡大ではなく、従業員一人当たり売上高または収
益成長率の向上を最重要指標として採用している。インドのテクノロ
ジー企業の多くはこうした変化に敏感で、何十年にもわたって需要を創
出し続けてきた労働集約型モデルが持続不能だということに気づいてい
る。リソース効率の良い成長モデルを実現するには、イノベーション、
顧客に関する洞察、過去にとらわれない非直線的な思考をさらに追求す
ることが求められる。結果を出すための意欲やスピードをひたすら追い
求める姿勢は、新時代においては成長を生み出す原動力とはならないの
である。
十分条件からマストアイテムへ：ハーバード・ビジネス・レビューは
2007年、『中国ミドル市場を制する者が世界を制す」と題した論文を掲
載している。特に新興市場において、多くの企業のリーダーがこの十分
条件の原則に則った。つまり、それなりの品質の商品／サービスを一流
ブランドよりもはるかに安価に幅広く展開する、という戦略を打ち立て
てきたのである。
だが、今日の課題は、十分条件であるコスト・パフォーマンスを維持し
ながら提供物を顧客にとってのマストアイテムへと転換させることにあ
る。そのためには、顧客について深く掘り下げた洞察が必要である。例
えば、タタ・グループがインドで格安自動車ナノを投入する際に採用し
た論理は、安価な自動車があれば二輪車ユーザーが乗り換えるであろう
というものだった。だが、インドの消費者の考え方は違った。中所得層
の消費者は、四輪車に付随する付加価値に興味を示し、背伸びすること
で入手可能な製品として自動車を購入したのである。
アジアの急成長する中所得者層のそうした側面を理解し、さらに訴求力
のある製品を提供して的確なブランディングを行い、〝マストアイテ
ム〟という地位を確立することで、成長の波を捉えることが可能となる
のである。
専門化からコラボレーションへ：イージー・グロース時代のスピード重
視には専門化が求められた。キャリアは機能別に、スキルは専門的に、
そしてオペレーションは縦割りになった。そして、これらすべてがス
ピードや成長へとつながった。しかし、事業部門や機能部門間の連携が
スピードを経営を実現する最適な手段であると分かった今、かつてのゼ
ネラル・マネジャーたちがその地位につけ込んで重視してきた古い慣習
は過去のものとなりつつある。
スマート・グロース時代だからといって専門性の追求が必要なくなった
わけではもちろんない。むしろリーダーには、多様なスキルや視点を持
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った専門家同士がシームレスに協働する方法を見出すことがより求められる
ようになる。あるアジア企業のCEOは、「当社のリーダーには、これまでと
異なるヘッドセットを装備させる必要があります」と話す。「これまで原動
力となっていた他愛ないライバル意識が、今や最大の障害物です。好況期に
は誰も縦割りなど意識しませんでした。むしろ、健全な社内競争のためにサ
イロ化が奨励されたこともありました。しかし今は、社内が連携して顧客に
対応しなければ勝てない環境です。自分とは違う視点を持つ他者と協力する
ことが唯一の選択肢となっているのです。相手を好きになれとまでは言いま
せん。協力できる程度に大人になればいいのです」。
そのためには、組織の壁を越えた協力体制が一層必要になる。それぞれの
ニッチ分野や専門分野を緊密に連携させ、複数のビジネス・パートナーとの
協業が成果を生むような生態系を作ることが、新たな成長機会を生み出す上
での一つの手法となるだろう。

スマート・グロース時代への
個人の準備度を診断する
「イージー・グロース時代に花形だったリーダーのうち、果たして何人がス
マート・グロース時代へ移行するための能力を備えているだろうか？」。直
面している厳しい変化を踏まえ、企業は自身にこう問いかける必要がある。
変化に適応し、成長を加速させることのできる能力を診断するのは容易な作
業ではない。大半の経営陣は数値指標、ビジネス上の成果、目に見える行動
（コンピテンシー）などをミックスした手法に頼る傾向があるが、そこから
導き出した結論は往々にして間違っている。Corporate Leadership Councilが
2005年に発表した調査（High-Potential Management Survey）によれば、
リーダーの過去のパフォーマンスに基づく将来のポテンシャル診断の71％が
誤りだったという結果が出ている。
これまで明らかにしてきた思考様式やスキルの変化は決して些細なものでは
ない。だからこそ、イージー・グロース時代に達成し得た好業績が、スマー
ト・グロース時代においては有効ではない理由が容易に理解できる。イー
ジー・グロース時代の成績優秀者には、新たな競争に対処するための新たな
課題が待っている。慢心という名の。10年以上にわたって成長を担ってきた
と自負する者は、自身の準備度合いを測られることを侮辱的に感じるかもし
れない。だがスマート・グロース時代に備える上で、変化する状況の中で自
己認識を高め、力を明確に示すことは、全員に求められているのだ。
調査の過程で、コーン・フェリーはスマート・グロースを生み出す能力の程
度を示す2つの特徴を明らかした。それがリーダーシップ・マチュリティと
ラーニング・アジリティである。
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リーダーシップ・マチュリティとは、一定の複雑さ、曖昧さ、規模の大き
な案件において効率的な運営を行うことができる能力を指し、以下から構
成される。
• 組織的成熟度―組織内でうまく立ち回り、多くのステークホル
ダーと協働する能力

• 認知的成熟度―大きな流れ、情報、データ、洞察を感知し、そ
れらに対応する能力

• 感情的成熟度―内面を最も効果的な状態に保ち、自身と他者か
ら最大限のものを引き出す能力

ベテランの幹部社員が非常に複雑な状況下でも、経験を頼りに困難な課題に
冷静沈着に取り組み解決していく姿を思い浮かべてみてほしい。そこで発揮
されているのが成熟度である。この先、不安を覚えるような変化を経験して
いく際に成熟度は非常に重要度の高い指標となる。
ラーニング・アジリティとは、混乱、スピード、流動性が増す中で効率的な
運営を行うことができる能力を指し、以下の5つの要素で構成される。
• メンタル・アジリティ―領域を越えて活動し、関連のない分野
へも興味を示し、点在する課題を結び問題を解決する能力
• ピープル・アジリティ―他者をよく理解し、多様なグループに
適応し、明敏な対人判断を下す能力
• チェンジ・アジリティ―現状に挑戦しようとする意思、システ
ムや手続きを改善しようとする意欲、変化を実行に移す能力
• リザルト・アジリティ―すばやく優先順位を見出し、目標を設
定し、好況時にも苦境時にも成果を出す能力
• セルフ・アウェアネス（自己認識）―フィードバックを受け容
れる姿勢、自己反省の習慣、学習や自己啓発に対する強い関心
アジリティは、何をすべきか明確でない場合にも何をすべきかを即座に理解
する、学習速度の速い有能な幹部社員に見られる指標と考えてほしい。ス
マート・グロース時代の急速に変化する環境を考えると、アジリティもま
た、リーダーの優劣を区別する重要指標の一つであろう。
総合すれば、マチュリティとアジリティはスマート・グロース時代への準備
度を予測するための最も精緻な指標といえる。これらは公正かつ正確に評価
できる上、データベース内の関連する業界や市場のリーダーと比較すること
ができる。つまり、この2つの能力をビジネスで活用した場合の実用的な考
察が可能になる。そして最も重要なのは、2つとも時間をかければ開発可能
で、組織がリーダーシップ・チームの競争力向上を図る手段となることであ
る。
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Business Growth

Business Growth

GDP / Market Growth

GDP / Market Growth

Leadership mindset: Growth is in the market

Leadership mindset: Growth is in the leaders

Picking the right product-market strategies will
give us growth.

Building leadership capacity is crucial for growth.

スマート・グロース実現能力
Participate
Find the growth markets and get in as early as possible.
を算出する
Fuel
スマート・グロース・キャパシティ《Smart
Growth Capacity》（以下
Feed growth engines with more resources
SGC）は、リーダーシップ・プールのスマート・グロース実現能力を測
and investment.
定する指標で、マチュリティとアジリティのスコアを合算することで算
Good enough
出される。幹部社員のグループを総合的に評価し、データベースに照ら
Responsive to customer expediency, not insight.
し合わせることで、同業他社を越える成長を達成できるか予測すること
が可能だ。コーン・フェリーは、寡占市場および多数のコンペティター
Specialize
が共存する市場の両方について調査を行い、SGCが高い組織ほどより高
Get specialized teams to execute with expertise.
い成率を実できることを明らかにした。

Innovate
Create new demand and build new market spaces.

Sharpen
Build growth engines that are resource efficient and lean.

Must have
Use deep customer insight to drive customer urgency.

Collaborate
Get diverse teams to work together and create
the new and different.

SGCを測定するには4つの段階がある。

1. 評価対象の選定：
一般的には、経営トップ
全員、第2階層リーダー
のほぼ全員（非常に専門
性の高い役職者や定年／
退職間近の者は除く）、
さらには第3階層（一般
的に、高いビジネス成長
を求められる役割の者や
昇進間近の者）の数人、
が対象となる（図5参
照）。

図5

スマート・グロース・キャパシティを診断するための人材の選定
トップリーダー全員、第2階層のほぼ全員、第3階層の数人について評価を行うのが一般的だ。

CEOおよびトップチーム全員

高いビジネス成長に無関係
の役職および定年または退
職間近の者は除外

2. リーダーシップ・プー
ルに関するマチュリティ
とアジリティの診断：
各リーダーを評価スコア
に基づき、マチュリティ
とアジリティを軸とした
3×3のマトリクスに配置
し（図6参照）、各ボッ
クスのリーダーシップ・
プールの比率を算出す
る。
次に、関連する業界および市場のトップクラスのプロファイルとの比較
を行う。
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第2階層（ほぼ全員）

非常に高いポテンシャルを持つ、ま
たは成長に大きな影響を及ぼす役
割を担う数人を選定

?
13%

Maturity

High

28%

35%

37%

GE

GB
0%

N = 88

GC
7%

5%

12%

SMART GROWTH C

SMART GROWTH CAPACITY = 0.24
(Market Perform)

Top 3 (GB + GW

Top 3 (GB + GW + GT) = 36%

3. トップ、ミドル、ボトムのリーダー比率の算出：

Middle 3 (GE +

3つのカテゴリーの比率を合計し、3種類の数字を算出する。

Bottom 3 (RP +

Middle 3 (GE + GM + W) = 30%

GM
15%

QM
Low

GT
24%

DP
13%

Low

24%

Medium

Bottom 3 (RP + DP + QM) = 34%

• トップ3（T3）―スマート・グロースに貢献する可能性があるリー
High Maturity = 12%
ダーの比率（Growth Champions＋Growth Builders＋Growth Takers）
W

6%

63%

High Agility = 35%

• ミドル3（M3）―スマート・グロースを手助けする、または間接的
25%
6%
に貢献する可能性があるリーダーの比率（Growth Enablers＋Growth
Managers＋Wildcards）
Agility
High

• ボトム3（B3）―スマート・グロースへの貢献が少ないリーダーの
比率（Reliable Professionals＋Developing Professionals＋Question
Marks）
Maturity

RP

Medium

Maturity

成長を担うリーダーシップの対応力に関する9つのセグメント

Medium

Low

Growth
Enablers
《成長促進者》

Growth
Builders
《成長創出者》

Growth
Champions
《成長主導者》

Reliable
Professionals
《信頼できる専門職》

Growth
Managers
《成長管理者》

Growth
Takers
《成長受容者》

Question
Marks
《疑問多き人材》

Developing
Professionals
《能力開発途上
の専門職》

Wildcards
《意外性のある人材》

Bottom 3 (RP + DP

Agility
Low

T3

スマート・グロース
に直接的に貢献

Medium

スマート・グロース

M3 に間接的に貢献

High

スマート・グロース

B3 に貢献しない

14ページのケース・スタディでは、組織のスコアはT3が0.36（36％）、
B3が0.34（34％）となった。よって、この組織のSGCは0.36×0.66＝
0.24となる。これをコーン・フェリー独自のデータベースを活用し、同様
の市場または業界にある企業と比較することが可能である。
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3

4. SGCの算出：
GE
GB
SGCはトップ3（T3）お
よびボトム3（B3）に 0%
よって決定さ
れ、T3×（1－B3）の
計算式によって組織全
RP
GM
体のSGCが求められ
る。これは、T3リー 15%
ダーの比率が高ければ
スマート・グロース
「達成」に寄与し、B3
?
DP
リーダーが多ければ成
長全体の「足かせ」と 13%
なることを表してい
る。B3リーダーの比率
が高いことは、変化へ
SMART GROWTH CAPA
の抵抗が強く、成長課
題への実行力が劣って
Top 3 (GB + GW + G
いることを示してい
る。
Middle 3 (GE + GM

図6

High

28%

図7

各セグメントが担う役割

セグメント

Top 3 (T3)

Growth
Champions

成功が見込める分野

アセスメント
高マチュリティ
高アジリティ

•

事業変革または新規事業の立ち上げ

•

イノベーションに基づく新規市場の開拓

•
•

高度に複雑な状況やステークホルダーのマネジ
メント
変化が激しい状況へのチャレンジ

Middle 3 (M3)

•
•
•
•

CEO／事業部門責任者
事業拡大
変革リーダー
新興／成長市場担当リーダー

Growth
Builders

高マチュリティ
中アジリティ

•
•
•
•

既存事業やプラットフォームの規模拡大
マトリクス化した複雑な環境のマネジメント
人材に関する重要な課題
長期的かつ持続的な成果の創出

•
•
•
•

CEO／事業部門責任者
事業拡大
COO／CMO／その他
事業再建リーダー

Growth
Takers

中マチュリティ
高アジリティ

•

新興分野への進出、新興市場における事業拡大

•
•
•

複雑性を伴わない仕組み、責任が明確な状況
高スピード、高イノベーションに関する挑戦
発展途上分野または市場での成長実現

•
•
•
•
•

CEO／事業部門責任者
事業拡大
イノベーション担当リーダー
新興市場担当リーダー
多国間にわたる役割

Growth
Enablers

高マチュリティ
低アジリティ

•

コーチ、メンター、オピニオンリーダーとして他
者の成功を支援
専門知識および専門的技能の確立（機能的役割）
変化および混乱が少ない環境
ベストプラクティスやエクセレンスの実現

•
•
•
•
•

部門リーダー
オピニオンリーダー／研究開発
（安定的環境における）COO
プロセスに関するリーダー
コーチ／メンター

ビジネスの堅実な拡大
複雑なプロジェクト、アカウント、機能のマネジメ
ント
統率力および平静さを必要とする人材に関する
重要課題
パフォーマンスの安定化、堅実成長、短期的成果

•
•
•
•

部門リーダー
小規模な部署のリーダー
アカウント・リーダー
シェアードサービス／プロセス担当
リーダー／プロジェクト担当

•
•
•

Bottom 3 (B3)

最適な役割

Growth
Managers

中マチュリティ
中アジリティ

•
•
•
•

Wildcards

低マチュリティ
高アジリティ

•
•
•
•

変動性が大きく困難なプロジェクト
人材マネジメントの必要性が低い業務
創造的かつ自由な発想を要する業務
これまでにない思考および新たなアプローチに
よる問題解決

•
•
•
•
•

特殊プロジェクト
危機管理担当
小規模チームのリーダー
立ち上げ役
ハイリターン、ローリスクな役割

Reliable
Professionals

中マチュリティ
低アジリティ

•
•
•
•

プロセスおよび機能分野のマネジメント
経験や専門知識を活かした安定的な仕事
変化および混乱が少ない環境
着実な成果を生み出す仕事

•
•
•
•
•

部門リーダー
オピニオンリーダー／研究開発
（安定的環境における）COO
プロセスに関するリーダー
コーチ／メンター

Developing
Professionals

低マチュリティ
中アジリティ

•
•
•
•

マネジャーやリーダーとなるための学習・能力開発
人材マネジメントが少ない、または全くない仕事
変革／特殊プロジェクト／新たなアイデアの検証
上位職リーダーのサポート

•
•
•
•
•

一般社員
特殊プロジェクト
スタッフ職のチーフ
変革タスクフォース
技術的職務

Question
Marks

低マチュリティ
低アジリティ

•
•

単体のエキスパートとしての貢献
技術的課題（適切な技術的スキルがある場合）

•
•

一般社員
技術的職務
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SGCの総合スコアおよび9ボックス・マトリクスは、リーダーの外部採用、
昇進・配置転換・入れ替え、能力開発など、将来のリーダー計画に使用可
能である（図7参照）。

アジアにおけるスマート・グロースの状況
2012年、コーン・フェリーは中国、インド、香港、シンガポール、マレー
シアのクライアント14社に対してスマート・グロースに関する調査を実施
した。これらの取り組みの一環として、429人のリーダー（1社当たり約30
人）のマチュリティとアジリティに関する診断を行った。これに基づき、
アジアにおける平均的なSGCおよび準備度に関する概要を確認することがで
きた（図8参照）。
• 85％以上（14社中12社）の企業で、T3リーダーはB3リーダーより
も少ない。
• 最も多いセグメントはReliable Professionals（中マチュリティ、低ア
ジリティ）で31％。Wildcards（低マチュリティ、高アジリティ）
はわずか3％だった。
• アジアのリーダーは、マチュリティ（18％）よりアジリティ（21％）
のスコアが高かった。
• 技術セクターでSGCが最高値を示した一方、産業セクターはSGC
が最低だった。

図8

High

Maturity

アジア企業のSGC

45%

GE

34%

GB
5%

21%

N = 429

GC
8%

5%

18%

Top 3 (GB + GW + GT) = 26%
Middle 3 (GE + GM + W) = 30%

Medium

RP

GM
31%

GT
22%

13%

66%

Bottom 3 (RP + DP + QM) = 44%
高マチュリティ = 18％

QM

DP

Low

9%

高アジリティ = 21％

W
4%

3%

16%
Agility

Low
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Medium

High

Maturity

High

44%

GE

19%

37%

GB

N = 46

GC

2%

15%

2%

19%

SMART GROWTH CAPACITY = 0.20
(Market Perform)

Top 3 (GB + GW + GT) = 34%
Middle 3 (GE + GM + W) = 24%

RP

Medium

GM

GT

38%

22%

17%

77%

Bottom 3 (RP + DP + QM) = 42%
High Maturity = 19%

QM

DP

Low

4%

ケース・スタディ： インドのテクノロジー企業

High Agility = 19%

W
0%

4%

0%

Agility
Low

Medium

High

アセスメント結果：
• マチュリティのスコアが全体的に低
く、組織的・戦略的に複雑なビジネ
スに対処できるリーダーが不足して
いる。
• Growth Championsが5％、Growth
Buildersが7％しかおらず、市場低迷
の中で事業を拡大する能力が欠如し
ている。
• 大半のリーダーはGrowth Managers
およびGrowth Takersセグメントに属
しており、新興市場には精通してい
るものの、米国やEUでは今後苦戦
すると予測される。

High

Maturity

成長課題： 米国で上場しているこの企業は、ビジネス・プロセス・アウトソーシングのブームに乗って急成長。だが低成長時代に入
り、世界のテクノロジー・コンサルティング企業と太刀打ちできるハイエンドなテクノロジー・ソリューション企業へと脱皮する必要があ
る。
28%

GE

37%

35%

GB
0%

N = 88

SMART GROWTH CAPACITY = 0.24
（市場平均）

GC
7%

5%

12%

Top 3 (GB + GW + GT) = 36%
Middle 3 (GE + GM + W) = 30%

Medium

RP

GM
15%

GT
24%

24%

63%

Bottom 3 (RP + DP + QM) = 34%
高マチュリティ = 12%

QM
Low

DP
13%

高アジリティ = 35%

W
6%

6%

25%
Agility

Low

Medium

High

• Growth Enablersはおらず、グロー
バル機能を統率できるリーダーの
不在が示されている。
Figure 6

High

Maturity

Nine segments of readiness for growth leadership

Growth
Enablers

Growth
Builders

全般的に、今後数年間、アジア企業はSGC向上に苦戦すると思われる。ここ
でジョナサンの状況に戻ろう。彼はいかにしてチーム内のSGC向上を図るの
Reliable
Growth
だろうか？
Medium

Professionals

Managers

Growth
Champions

Growth
Takers

スマート・グロース・キャパシティを高める
Low

Question
Marks

Developing
Professionals

ジョナサンは、チーム・メンバーの多くはスマート・グロース環境への準
備が整っていないと直感的に認識していた。リーダーシップ・チームの総
入れ替えやすべての重要ポジションへの新たな人材の登用というのは、高
Low
Medium
速道路を疾走しながら車のタイヤを交換するようなもので、CEOらトップ
の選択肢にはない。このことがスマート・グロースの課題を一層複雑にし
Leaders likely to
Leaders likely to
ていた。
T3 DIRECTLY impact
smart growth
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M3 INDIRECTLY impact
smart growth
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ジョナサンは組織に
対する見方を一段深
め、各リーダーの詳
細なアセスメントを
行うことで問題を見
極め、解決策となり
うる案をいくつか得
ることができた。今
回、彼は組織の上位228%
階層のリーダー46人
GE
についてアセスメン
0%
トを行い、図9のよう
なマトリクスを完成
させた。
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Maturity
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15%

Agility
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Medium

High

?
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Maturity

T3は0.34、B3は0.42で、SGC（T3×[1－B3]）は0.20だった。これは、ア
ジアの消費財セクターとしては平均レベルであった。
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35%
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言い換えると、市場がイージー・グロースからスマート・グロースへとシ
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フトするにつれ、彼のチームは他社と競合しながら中程度の成長率を成し
(Market Perform)
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13%
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• もう一つの問題はB3である。B3の値がT3より高く、成長の足を引っ
張っていることがうかがえる。成長軌道に乗るためには、B3の値を
迅速かつ大胆に下げる必要がある。B3の一部リーダーの解任・入れ
替え・能力開発などにより、B3（42％）をT3（34％）と同じ程度の
値まで下げることが取るべき手段となる。今回のアセスメントにより
28%
該当人物の目処はついており、直ちに取り掛かることができる。
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Maturity

Low

W
6%

• 全体的なアジリティは著しく低い。ジョナサンは速やかにこの問題
High Agility = 35%
に対処しなければ、リーダーシップ・チームは激しい変化と混乱の
中でとん挫してしまう危険性がある。最も手早い解決策は、アジリ
25%
6%
ティ向上を目的とした人材採用を行い、アジリティの高いマネ
ジャー数人をリーダーシップ職に昇格させることである。
Agility

Maturity

Figure 6
GE
• 全体的なマチュリティは明るい兆しである。リーダーの77％は中程
Nine segments of readiness for growth leadership
度のマチュリティに位置しており、スタート地点としては良好だ。 0%
マチュリティ（およびアジリティ）を高めるためのリーダーシップ
能力開発プログラムを積極的に実施することで、短期間でトップ3ス
コアを大幅に改善させることが可能である。
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• ジョナサンは新たな人材の採用も検討。成長を創出させるのに適任
QM
DP
W
のリーダーを4～5人、採用する必要があるかもしれない。高マ
Low
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4%
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チュリティ／高アジリティの候補者が見つかれば、直ちにT3の数
値を上げることができる。
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Bottom 3 (RP + DP + QM) = 44%

66%

High Maturity = 18%
High Agility = 21%
16%
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• リーダーの22％は中央のボックス（Growth Managers）におり、こ
れらの人材の一部に対し今後1年～1年半かけて能力開発を集中的に
行うことで、T3のさらなる向上が望める。エグゼクティブ・コーチ
ング（マチュリティ向上）と事業成長プロジェクト（アジリティ向
上）を組み合わせて、能力開発を進めることが求められる。

つまり、ジョナサンは
今後18カ月でT3を
0.40、B3を0.30、SGC
を0.20から0.30へと引
き上げることが期待で
きる（図10参照）。
こうした計画をグロー
バルCEOや取締役会に
説明することで、ジョ
ナサンはこの変革プラ
ンを推進するためのサ
ポートや資金を得られ
る可能性が高まるだろ
う。
計画に着手するにあた
り、ジョナサンが留意
しておくべき点がいく
つかある。何よりもま
ず、この変革プランは

図10

ジョナサンが取締役会に提出すべきプラン
予定外の自然減

18ヶ月後のゴール = 0.30

厳選採用および
入れ替え
異動／配置転換
高度な能力開発
プログラム
下からの昇格
幹部社員コーチング／
職務での能力開発
現状 = 0.20

該当者の解任

偶然に起こるものではないということだ。A地点からB地点に進むために
は、周到に練った明確な計画を策定する必要がある。コーン・フェリーは
これまでのクライアントとのビジネスを通じて、7つの洞察を得た。
1. 早期に着手し、明確な意志を持つ。低成長の問題が社内で表面化する
前に分析を始めること。高い目標を掲げ、冷静、迅速かつ徹底的に遂行
し、進捗を頻繁に確認すること。
2. トップが統率する。成長能力の確立はCEOの責務であり、人事またはオ
ペレーション部門へ委ねるべきではない。トップはアクションプランを
認識し、同意しなければならない。戦略会議では人材に関する議題を必
ず取り上げ、四半期ごとに進捗をレビューする必要がある。
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3. 本音で対処する。適切な人材の起用はゴールの半分にすぎない。リー
ダーの能力を批判的かつ誠実に評価し、チーム内の各メンバーがスマー
ト・グロースへの準備度においてどのレベルに位置しているかを理解す
れば、的確な情報に基づいた決断が可能となる。
4. T3リーダーは貴重だが、過保護にしない。T3人材を保持することは
非常に重要だが、彼・彼女らにとっては困難かつ成長を促してくれる
挑戦が何よりのモチベーションの源泉だ。正確なフィードバックを与
え、能力開発をサポートし、真の達成感が得られる機会を提供するこ
とが、こうした人材の保持には有効だ。
5. 〝パフォーマンスの低い〟リーダーと徹底的に向き合う。リーダーシッ
プ人材が希少である新興市場では、マネジャーは人材の保持を重視しす
ぎる傾向がある。だが、スマート・グロース時代には、足かせとなる
B3の削減もT3値の上昇と同じく非常に重要である。B3のリーダー全員
に能力開発プランと明確な目標を与え、進捗のみられない人材には解任
または降格を科すことが、成長と停滞を分かつことになる。
6. 意図をもって採用する。要件に合致するというだけでなく、常にT3
リーダーを採用すべく意識を注ぐこと。時間が掛かったとしても、候補
者がどんなリーダーかを正確に理解するためにアセスメントを実施する
ことが重要となる。実際、コーン・フェリーのあるクライアントは、幹
部社員採用プロセスを見直し強化することで、SGCの著しい改善に成功
した。
7. やった気になるだけの研修は見直す。スマート・グロースの追求にお
いて、幹部社員向けトレーニング（その多くは著名な専門機関や講師が
行う）は時間と費用の無駄であることが多い。むしろ、能力開発プログ
ラムを再設計する、リーダーと市場や顧客、イノベーションとの関わり
を強める工夫をする、リーダーに対して自身のマチュリティとアジリ
ティについて熟考するよう促す、より野心的な職務またはプロジェクト
を通じて能力開発への意欲を高める、といったことの方が重要だ。イー
ジー・グロースからスマート・グロースへの発想の転換は生易しいプロ
セスではない。

スマート・グロース・インキュベーター
SGCの構築は、トップが成長重視のリーダーシップという問題を意識し、関与
と連携を表明し、スキルを身につけることから始まる。これは、コーン・
フェリーのスマート・グロース・インキュベーター《Smart Growth
Incubator》（以下SGI）によって手早く実現可能だ。
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SGIは、シニアリーダー向けに開発された3日間の社外プログラムで、自
身やチーム、事業がスマート・グロースを果たす上で力を最大限引き出せ
るように考案されている。このプログラムはスマート・グロースに関する
あらゆる要素を網羅しており、企業の具体的なニーズや戦略に合わせてカ
スタマイズすることもできる（図11参照）。
リーダーは事前に調査結果や資料に目を通し、ファシリテーターが進行す
るオリエンテーションに参加するほか、マチュリティ、アジリティに関す
るセルフ・アセスメントを行う。事前にチームの有効性を診断することも
できる。

図11

SGIプログラム概要

事前課題
課題図書

2日目

3日目

イントロダクション

第2階層の準備度

- 課題設定
- 本プログラムに期待す
ること
- 自己紹介
- 開会挨拶

- チーム・レビュー
- 初期仮説
- チーム・メンバーに関す
るディスカッション
- 目標設定（SGL）

オリエンテーション

自身の準備度

第2階層の行動

コーン・フェリーのファシ
リテーターとの対話（30
分）

- アセスメント結果の説
明
- 個人能力の深堀
- 個人能力開発計画作
成

- 能力開発のためのアク
ション
- 採用計画
- 配置転換
- 退職
- その他のアクション
- フォローアップ計画

- 主要ステークホルダー
に関する議論
- 期待すること、期待さ
れること
- 他者に影響を与え、
啓蒙する

アセスメント
（オプション）

トップチームの有効性

重要スキル

自己回帰

- その他の資料

- セルフ・アセスメント
- チーム・アセスメント
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1日目

-スマート・グロース・
チームとして機能して
いるか？
-どうすれば改善できる
か？

フォローアップ

顧客／市場に対する準
備度

進捗確認
（オプション）

- 重要顧客／セグメント
に関するディスカッション
- 顧客の成長活性化サ
ポート
- 効果的な話題の変更

- 進捗確認の仕組み
- 結果責任
- テクノロジー／ツール

ステークホルダーの準
備度

コーチング
（オプション）
- 個別コーチング
（必要に応じて）

スキル・ギャップ
（オプション）

集められた情報をもとに3日間のセッションのプログラムが設計され、実
行へと移されていく。そこでは、個人のリーダーシップ、チームの有効
性、第2階層（トップチーム直属のリーダー）のSGC予測、成長を促進さ
せSGCを構築するためのアクション・プランが網羅される。
フォローアップとして、進捗管理プロセス、個別コーチング、必要とあ
れば組織全体のアジリティおよびマチュリティ・レベルの向上を目的と
した能力開発・変革プログラムの開発、実行を盛り込むこともできる。
これらフォローアップ計画は3日間のプログラムの中で検討される。
トップチームが成長軌道に乗れば、このプロセスは別の事業分野や機能
チーム、地域および各国のマネジメント・チームへと水平展開すること
ができる。精巧に設計し、実行することで、このSGIは4～5カ月でグロー
バル企業のトップリーダー200人に対し、成長に対する意識をかき立てる
ことが可能だ。

結論
役員たちはイージー・グロースが終わったことに気づいており、十分に態
勢を整えた企業にとっては肯定的な意味を持つ。状況が困難な時こそ、そ
の困難な状況の中からたくましい者が生まれるからだ。だが、その状態を
維持するには、リーダーシップをグローバルでの成長追求の最優先課題に
据えなければならない。
コーン・フェリーのスマート・グロースに関する研究は、リーダーシップ
がいかに成長と結びついているのか検証するための新たな枠組みと説明を
提供するものである。そして、リーダーやリーダーシップ・チームが有す
る真の価値を見極めるために、投資家および経営陣が切実に臨んでいた分
析ツールを提供できるものだと考えている。
投資家、取締役会、そして各ステークホルダーは、根拠に基づく意思決定
をサポートするために、人材資産の定量化やベンチマーク比較を必須のも
のとして行うようマネジメント・チームに要求し続けるだろう。ウォーレ
ン・バフェットの台詞にあるように、こうした取り組みに秀でる企業は市
場での真の優位性を手に入れることになり、他社は深刻な成長の引き潮に
さらされることになるのである。
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