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I.変化の潮流、背景、意味合い

背景

ICTの高度化

中国・インドの急速な台頭

世界の人口・環境問題

エネルギー

健康

潮流

グローバル3.0

世界のフラット化

Web2.0の時代

競争スペースの変化

意味合い
共通ルール
24時間7日体制



変化をどうとらえるか？変化をどうとらえるか？
機会か

■新しい世界

■興奮

■限りない可能性

あたらしいことをはじめる「きっかけ」

危険か

■不安や心配

■恐怖

■激しい競争と格差？



■日本の問題点
・プロという概念希薄

・和製ルールのビジネスマン

・過去の価値観

-組織人でしかない多くの日本人

-組織依存、年功序列、
 それを支える鉄の三角形
 

＝＞プロ不在

■日本の問題点
・プロという概念希薄

・和製ルールのビジネスマン

・過去の価値観

-組織人でしかない多くの日本人

-組織依存、年功序列、
 それを支える鉄の三角形

＝＞プロ不在

■背景
・世界のフラット化
・Web2.0の進展
・場所の意味変化
・権力構造の大転

 換
 

＝＞ルールの大変化

■背景
・世界のフラット化
・Web2.0の進展
・場所の意味変化
・権力構造の大転

 換

＝＞ルールの大変化

キャリアへの意味合いキャリアへの意味合い



キャリアに対する考え方

これから
私は○○○、XXXができる

ビジョン・使命を持つ

組織に所属

組織は個人の力を集合

する場

今まで

XXX社の○○○

組織に属する

組織があってこその個人

組織へ忠誠心・誇り
リーダーへの尊敬
仲間への尊敬



II.個人には何が必要かII.個人には何が必要か

■売り・セールスポイント･武器

■自分の意見・主張

■常により良いアイディアを追求

■実行した成果＞議論

■相手の立場に立つ姿勢・多様性への感度

＝＞「プロフェッショナル」という意識？



人には誰にでも「売り」（その人らしい

ユニークさ）がある

• 外面的（資格、経験、誰でもわかるもの？）

• 内面的（あきらめない、その人がいると

グループが暖かい気持ちになる？）

人には誰にでも「売り」（その人らしい

ユニークさ）がある

• 外面的（資格、経験、誰でもわかるもの？）

• 内面的（あきらめない、その人がいると

グループが暖かい気持ちになる？）

大前提大前提

どうやって探す？
 

どうやって磨く？



考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

プロフェッショナルの要件は？



▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動

▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動

III.国際派プロフェッショナルIII.国際派プロフェッショナル



国際派プロフェッショナルの世界国際派プロフェッショナルの世界

■厳しさ

・過去の業績は通用しない

・常に努力をし続ける必要

・他流試合で厳しい競争

・競争の結果生じる格差

■厳しさ

・過去の業績は通用しない

・常に努力をし続ける必要

・他流試合で厳しい競争

・競争の結果生じる格差

■メリット

・武器があるので引く手あまた

・どこでもプロフェッショナルと交流

・世界共通のクラブに所属

・個人として認められる

・世界レベルの報酬

・社会的な仕事の可能性

■メリット

・武器があるので引く手あまた

・どこでもプロフェッショナルと交流

・世界共通のクラブに所属

・個人として認められる

・世界レベルの報酬

・社会的な仕事の可能性



なぜ国際派プロ？なぜ国際派プロ？
世界と日本では違いがある？

ローカル・ルールでは問題か？
日本でやってから世界では二重手間

かえって孤立？
どこへでもいけて身軽、自由？

・でも不安・怖い？
・言葉はどうしよう？
・説得力があるか？
・体力のハンディ？



世界にはいろいろな山がある

どの山に登るかは、自分で決める

皆が世界一になる必要はない

途中で方向転換 大歓迎

自分の強み、新しい自分を見つける機会

世界にはいろいろな山がある

どの山に登るかは、自分で決める

皆が世界一になる必要はない

途中で方向転換 大歓迎

自分の強み、新しい自分を見つける機会

どうせやるなら世界を目指そう！どうせやるなら世界を目指そう！

広い世界に、飛んでいこう！



IV.明日から磨ける５つの力IV.明日から磨ける５つの力

５つの力とは？５つの力とは？

現場力現場力 表現力表現力 時感力時感力

当事者力当事者力 直観力直観力

基礎体力基礎体力 バランス感覚バランス感覚



現場力とは？現場力とは？

実際に自分の目と耳で確かめ、判断すること

テキストやマニュアルでは学べない

表面、報道をうのみにしない

常に好奇心を持つ

感触を知ろう

背後の理由を見極めよう



現場力を磨くコツ現場力を磨くコツ

おもしろいと思ったら、見に行く、
訪ねる、

 
会いに行く

怠け者にならないーすぐ手をつける

現場にいったらどうだったか、メモに
まとめる

次のステップを考える



表現力とは表現力とは

自分がいいたいメッセージを持つ

相手がわかってこその表現力

対話や議論により新たなアイディア
をつくりあげる



時感力とは時感力とは

時間への感度を持つ
・すぐ決める・やることと寝かせるもの
・スピード感

物事の順序を考える
・同時並行か、順序だてるか、
逆にするか



当事者力とは当事者力とは

自分だったらどうするか、を
発言・実行する

評論家の対極

自分でやってこそ身につく



直観力とは直観力とは

全体像をとらえつつ、核心を見出す

最も成果が出そうな活動を集中的に行う

何かわかってから意見をいうのではなく、
仮説を持つ

枠を決めてしまわず、広く見る



人生に対する基本的な姿勢人生に対する基本的な姿勢

プラス指向（Best is Yet to Come）
行動ありき（考えてばかりいないで、
アクションし、それからまた考える）
並列にできるものはみな同時並行
できる！から始める
バランス感覚―Win win,プラスサム
-自分への信頼と謙虚さ
-ゆるがぬ信念・原則と朝礼暮改の活動
-あきらめない心と割り切り



コツコツ

すぐ始める！

高すぎる目標にしない

1日休んでも、また始める

継続、着実、規律が鍵



コツコツ

元気な人を周囲に持つ

運動などはクラスや仲間を活用

友人のポートフォリオ

場数を踏むこと



世界級キャリアのつくり方  実践編シリーズ②

アカデミーヒルズ・ライブラリー

2007年6月28日

一橋大学大学院国際企業戦略研究科

石倉
 

洋子



明日から磨ける５つの力明日から磨ける５つの力

５つの力とは？５つの力とは？

現場力現場力 表現力表現力 時感力時感力

当事者力当事者力 直観力直観力

基礎体力基礎体力 バランス感覚バランス感覚



変化の潮流、背景、意味合い

背景

ICTの高度化

中国・インドの急速な台頭

世界の人口・環境問題

エネルギー

健康

潮流

グローバル3.0

世界のフラット化

Web2.0の時代

競争スペースの変化

意味合い
共通ルール
24時間7日体制



個人には何が必要か個人には何が必要か

■売り・セールスポイント･武器

■自分の意見・主張

■常により良いアイディアを追求

■実行した成果＞議論

■相手の立場に立つ姿勢・多様性への感度

＝＞「プロフェッショナル」という意識？



考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

プロフェッショナルの要件は？



▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動
 

＝＞これをいかすには、手段が必要
 

▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動
 

＝＞これをいかすには、手段が必要

国際派プロフェッショナル国際派プロフェッショナル



■日本の問題点

・日本語という壁

・かなり大きな日本市場

・明日から飢えるわけではない

・まだ大丈夫？

・今後は自動翻訳機？

＝＞言い訳はいろいろ

■日本の問題点

・日本語という壁

・かなり大きな日本市場

・明日から飢えるわけではない

・まだ大丈夫？

・今後は自動翻訳機？

＝＞言い訳はいろいろ

■背景
・世界のフラット化

・Web2.0の進展

・場所の意味変化

・権力構造の大転換

＝＞誰でも発言でき
 る

 

■背景
・世界のフラット化

・Web2.0の進展

・場所の意味変化

・権力構造の大転換

＝＞誰でも発言でき
 る

なぜ表現力が必要かなぜ表現力が必要か



表現力とは表現力とは

自分がいいたいメッセージを持つ

相手がわかってこその表現力

対話や議論により新たなアイディア
をつくりあげる

＝＞不特定多数無限大の世界を活用



表現力を磨くコツ表現力を磨くコツ

「自分」の意見を常に持つ・何しろ言う
相手に興味のあるやり方で自分の意見を伝える

（子供、タクシー！）
要約では駄目、さらにもう一歩
意見に反対の人は大歓迎。そこから話が始まる
どんな時でもひとつは質問する
感銘を受けた話、講演（つまらない話）などを
思い返して、学ぶ
場への感度を持つ



相手と自分のバランス相手と自分のバランス

-
 

良ければ売れる？説明しなく
 

て良い？

-
 

相手にとって何が良いのか

- 何が今までと違うのか

-
 

何が私のユニークさなのか

- 何が他と違うのか



要点をおさえるには要点をおさえるには

-  30秒でメッセージを伝える

- なぜ、どうやるかというストーリー

＝＞こうして周囲を巻き込む



ピラミッド法: グループ分け

りんご

ミルク レタス

チーズ

トマト
バナナ

たまねぎ

野菜 果物 乳製品



何を, なぜ?

What?What?

BB CC DD

Why?



何を, どうやって？

What?What?

11 22 33 44

How?



主要ストーリーと例示や理由主要ストーリーと例示や理由

-  どこまでさかのぼって背景を説  明するか
-  幹と枝、葉と花
-  基礎が肝心
-  表現は手段と思想からなる
-  歌詞やせりふの意味



違う意見をどういうか、どう対応するか違う意見をどういうか、どう対応するか

-  感情的にならない
-  なぜ意見が違うのか？

解釈、事実・情報の違い
言い方？

-  意見の違いから何を生み出す  か



■意味合い

・時間は誰にでも平等に

・２4時間7日働くのは不可能

・協働やネットワークの重要性
 増大

 
＝＞どう時間を使うか、時間に

 敏感になるか
 

■意味合い

・時間は誰にでも平等に

・２4時間7日働くのは不可能

・協働やネットワークの重要性
 増大

＝＞どう時間を使うか、時間に
 敏感になるか

■背景
・世界のフラット化
・Web2.0の進展
・場所の意味変化
・共通ルール

＝＞24時間7日体制

■背景
・世界のフラット化
・Web2.0の進展
・場所の意味変化
・共通ルール

＝＞24時間7日体制

なぜ時感力が必要かなぜ時感力が必要か



スピード、時間スピード、時間

■
 

フラット化した世界は24時間7日体制

■
 

何をどういう順序・スピードでするのか

－当面、中長期

■
 

実行しながら考え、軌道修正する

－やってみなければわからない



時感力とは時感力とは

時間への感度を持つ
・すぐ決める・やることと寝かせるもの
・スピード感

物事の順序を考える
・同時並行か、順序だてるか、
逆にするか

先手必勝？
・前倒しできるものはすべてする、先送りは

悪魔のささやき？



時感力とは時感力とは

IfとWhenの違いを知る

・夢に日付をいれる
・時間管理法

その場ですぐ対応？
・良いこと、努力すべきこと
・良かったらほめるー相手は誰でも



時感力を磨くコツ時感力を磨くコツ

チャンスにはすぐ対応；まずやってみる

人工的な締め切りをつくり、見切りをつける

自分の生産的な時間を知る

常に次のステップとフォロー



毎日実行する、継続するためのコツ毎日実行する、継続するためのコツ

■
 

頻度と場数－すぐはじめる

■
 

高い完成度を目指す

■
 

相手の立場に立つ、周囲を巻き込む

■
 

よりよいやり方、アイデアは？



毎日実行する、継続するためのコツ毎日実行する、継続するためのコツ

-  非現実な目標は失敗の元  高すぎる目標にしない
-  継続は力、生活パターンに

組み込むことが鍵  -  規律、着実



広い視野ー世界観、歴史観、構想力、志広い視野ー世界観、歴史観、構想力、志

■
 

全体の中での自分の立場、役割

■
 

常に目線を高く、足元を固める

■
 

近い将来は過大評価、遠い将来は過小評価

■
 

世界に伝えるメッセージとは

＝＞
 

自分のビジョンを語れるように



■
 

You can only connect dots looking 
backwards,… you have to trust….

■
 

You’ve got to find what you love.
 

Don’t 
settle.

■
 

Death is Life’s
 

change agent.

＝＞
 

STAY HUNGRY, STAY FOOLISH!
-Steve Jobs, CEO Apple & Pixar

 
Animation

At Stanford University, Commencement in 2005
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明日から磨ける５つの力明日から磨ける５つの力

５つの力とは？５つの力とは？

現場力現場力 表現力表現力 時感力時感力

当事者力当事者力 直観力直観力

基礎体力基礎体力 バランス感覚バランス感覚



変化の潮流、背景、意味合い

背景

ICTの高度化

中国・インドの急速な台頭

世界の人口・環境問題

エネルギー

健康

潮流

グローバル3.0

世界のフラット化

Web2.0の時代

競争スペースの変化

意味合い
共通ルール
24時間7日体制
課題は世界規模



個人には何が必要か個人には何が必要か

■売り・セールスポイント･武器

■自分の意見・主張

■常により良いアイディアを追求

■実行した成果＞議論

■相手の立場に立つ姿勢・多様性への感度

＝＞「プロフェッショナル」という意識？



考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

考える力、知恵と圧倒的な知識・技術

パッションとプライド

個人で勝負

明快な主張・見解と結果への責任

当事者意識と大局観

高い仕事の完成度

安住しないー働き者

誰にでも親切

プロフェッショナルの要件は？



▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動
 

＝＞範囲が広く、選択と集中、実行が鍵となる
 

▼世界を視野

▼世界で知られる

▼世界における日本の役割・貢献度

▼世界のネットワーク

▼社会や若い世代のための活動
 

＝＞範囲が広く、選択と集中、実行が鍵となる

国際派プロフェッショナル国際派プロフェッショナル



なぜ国際派プロ？なぜ国際派プロ？
世界と日本では違いがある？

ローカル・ルールでは問題か？
日本でやってから世界では二重手間

かえって孤立？
どこへでもいけて身軽、自由？

・でも不安・怖い？
・どこからやろう？
・言葉、説得力は？
・体力のハンディ？
・足元を固めるべきか？



世界にはいろいろな山がある

どの山に登るかは、自分で決める

皆が世界一になる必要はない

途中で方向転換 大歓迎

自分の強み、新しい自分を見つける機会

世界にはいろいろな山がある

どの山に登るかは、自分で決める

皆が世界一になる必要はない

途中で方向転換 大歓迎

自分の強み、新しい自分を見つける機会

どうせやるなら世界を目指そう！どうせやるなら世界を目指そう！

広い世界に、飛んでいこう！



■問題点
・まず日本の問題を

・明日から飢えるわけではない

から、まだ大丈夫？

・正しい解決案がわかってから実行
 しよう

 
＝＞言い訳リストはいくらで

 
もできる
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■背景
・課題は地球規模

 （温暖化・エネル
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 ・突然世界に波及

 して、表面化
 ・Web2.0の進展

・経験知・暗黙知の
 重要性

 ＝＞誰でも発言・
 実行・協働できる
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なぜ当事者力が必要かなぜ当事者力が必要か



なぜ傍観者になるのかなぜ傍観者になるのか

課題が大きすぎて、私がやってもイン
パクトがないの、私がやらなくても誰か
がやる
やってみた結果いずれも失敗
そもそも問題の存在や重要性を知らな

い
問題はわかっても何して良いかわから

ない



人には誰にでも「売り」（その人らしい

ユニークさ）と存在意義がある

ユニークさ、売りとは

• 外面的（資格、経験、誰でもわかるもの？）

• 内面的（あきらめない、その人がいると

グループが暖かい気持ちになる？）

人には誰にでも「売り」（その人らしい

ユニークさ）と存在意義がある

ユニークさ、売りとは

• 外面的（資格、経験、誰でもわかるもの？）

• 内面的（あきらめない、その人がいると

グループが暖かい気持ちになる？）

大前提大前提

どうやって探す？
 

どうやって磨く？
人間は進化する？



当事者力とは当事者力とは

自分だったらどうするか、を
発言・実行する
評論家の対極
自分でやってこそ身につく

という考え方
自分ひとりで全部やるわけではない



当事者力を磨くコツ当事者力を磨くコツ
話を聞き流すのではなく、常に自分

だったらどうするか、を考える
やりたいと思っていたことを明日から
始める、皆に宣言する
代案なき批判はしない、代案なき批判

は無視する
自分の仕事や範囲を超えているが関心

があることについて、調べる
＝＞「無関心」は十字架に貼り付けてお
こう！



問題点
・絨毯爆撃では対応できない

・横断的な見方やパースペクティブこ
 そ必要

 
・何でも「基礎からやらねば」という

 教育方法？
 

・重箱の隅をつつく傾向？
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■背景
・世界は複雑化
・情報・知識の氾濫
・変化の加速化
・専門分野だけでも

 膨大な知識と情報
 ・すぐに世界へ波及

＝＞24時間では不
 足？
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・専門分野だけでも
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・すぐに世界へ波及
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なぜ直感力が必要かなぜ直感力が必要か



直観力とは直観力とは

全体像をとらえつつ、核心を見出す

最も成果が出そうな活動を集中的に行う

何かわかってから意見をいうのではなく、
仮説を持つ

枠を決めてしまわず、広く見る
（分野も時間も）



直観力を磨くコツ直観力を磨くコツ

記事を読み、そのポイントをその場で言う
自分の仕事を全く知らない人に、その勘所を
一言で説明する

自分で限界を作らず、越境する
常に代役の意識をもち、準備しておく

仕事や出来事を長い時間、広い分野から
とらえる
物事の背後を常に考える、横展開



たとえば事業戦略にあてはめるとたとえば事業戦略にあてはめると

■問題、意味合いの捉え方

・
 

世界では何が起こっているのか

・
 

その背景には何があるのか

・
 

今後何が起こりそうか。それはなぜか

・
 

変化は誰にどんな意味を持つのか

・
 

わが社、私にとってどういう意味があるか？

＝＞どう問題をとらえるか



変化、背景、意味合い

背景変化

意味合い



事業環境の理解と意味合い事業環境の理解と意味合い

- 全体観（広くとらえる）と
勘所への集中（深く調べる）

- 有効なMECEという考え方
（重なりがなくもれがない）



MECE

• 重なりがなく、もれがない（Mutually 
Exclusive and Collectively Exhaustive）

 の略

• 基本的な概念

• 多様な状況に活用できる

• 使いこなすにはかなりの練習が必要

• 毎日練習を!



MECEの事例

• ５W1H
• 過去ー現在ー未来

• 当面ー中長期的

• 4P
• バリューチェーン（Value Chain）
• ５つの基本的な力

• 7S



自社、自分の部門、自分の強みをいかす自社、自分の部門、自分の強みをいかす

■
 

自分の、自社の強みは何か

■
 

変化の中で、何を狙い、どう差別化するか

■
 

長期的なビジョン・目標は何か

■
 

どうやって強みをいかすか

■
 

そのために、自分は、部門は何をすべきか



自分の部門、自分の強みをいかす解決法自分の部門、自分の強みをいかす解決法

- 何がユニークなのか  私しかできないことは何か

-  何が今までと違うのか

-  目標を達成したら、どんな世界、  やどんな自分になっているのか  -Backcasting,  Ideal  State



体力・気力を保つ方法体力・気力を保つ方法

-  プラス指向
 Yes/NoはYesから始める

撤退はいつでもできる
例外はひとつあれば「できる」ということ

-  アクション指向

考えすぎない、すぐやる
 「働き者」の時代

-  Win
 

Winを実現するためには
 Give & Take、フォローアップ

 時々役割を変える



自律の習慣をつけるためには自律の習慣をつけるためには

-  生活の一部に組み込む
-  ロールモデルをたくさんもつ(ピ  ラニアは避ける）
-  挫けそうになったら、周囲の助  けを借りる

＝＞  This is MY Life.
＝＞  Best is Yet to Come！
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