
目標達成するための
チームマネジメント

Part1
目標達成するには、

リーダーの資質を高めると同時に
チーム力を身につけることを常に頭において

マネジメントすることが大切です。
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Part1 目標達成するためのチームマネジメント

　リーダーは、チームに課せられた目標達成のために、チームメンバーの能力を高め、仕事がし

やすいように気を配り、仕組みを作り、コミュニケーションを図ります。目標達成に向けて、どう

すれば早く確実に実行できるのか、そのためにメンバーをいかにやる気にし、その能力を最大限

に発揮させるのか…そのことを常にリーダーは考えなくてはなりません。

　組織はたった一人のトップが動かしているのではありません。本当に強い組織は「チームとし

ての力が高い組織」です。

　例えば、あるメーカーＡ社は、親会社から社長として優秀な人材が送り込まれ、目標や具体的

な施策にいたるまで経営層が決定し、現場に下りてくる、典型的なトップダウン型組織でした。

　能力が高くカリスマ性が高い経営者のもとで、Ａ社では順調に事業が展開されていきました

が、その結果、社員が自分たちで状況判断をしたり、意思決定をしたりする必要がなくなり、現

場が弱体化していきました。これでは組織としての力が育ちません。

　チーム力が高い組織とは、メンバー一人ひとりが主体的に考え、答え（仮説）を出し、それを他

のメンバーと活発に共有しながら、目標実現を目指せる組織です。そして、リーダーがチームメ

ンバーの主体性を信じて一人ひとりの能力を引き出せる組織なのです。

組織には、必ず達成すべき目標があります。全員が目標に向かって、「どう課題
を解決していくのか」を考え、実行していくのです。大きな船を動かしていくの
が船長一人ではないのと同じように、組織が大きくなればなるほど、さまざまな
役割を持ったメンバーたちが、いかに目標実現に向けて、主体的に行動できるか
が鍵になります。このユニットでは、自律型リーダーとして、どのようにチーム
をマネジメントしていくのかを学びましょう。 

1-1 チーム力が組織を動かす

チーム力を高める
サイクルを回す

実行する検証する

メンバーが
自ら考える
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PointPoint
❶ チーム力が高い組織は、リーダーがメンバーの主体性を重視している
❷ チーム力が高い組織は、メンバーが当事者として自ら考え、行動する
❸ チーム力が高い組織は、自分の考え（仮説）を活発に共有することができる

　ではここで、ある企業の事例から、チーム力を高めるということについて考えてみましょう。

    「チーム力を高める」とは、チーム全体が主体的に物事をとらえ、考え、知恵を絞り、実行する

…その力をリーダー自身が高めていくことです。

あなたがいる組織を見てみましょう。あなたの組織にはチーム力
はありますか？あるとしたら、具体的にどんな場面で発揮されて
いますか？ないとすれば、それはなぜだと思いますか？

　Ｂ社は総合スーパーとして小売業界でもトップクラスの売上を誇っています。店舗展開は

国内のみならず世界20か国へ拡大し、人材はその国々で現地採用し、現地に密着した企業と

して成長してきました。Y氏はアジア圏のある店舗の店長として、店舗全体のマネジメントを

担っていました。Y氏が担当する店舗は比較的新しく、現地においてお客さまの信用を築くの

が重要な課題です。従業員は現地で採用した人材と日本からの数名のマネジャーで構成され

ています。

　ある日、店舗である食品を購入した顧客から、「購入後、調理して食べたら体の調子が悪く

なった。消費期限を見てみたら２日間過ぎている」とのクレームが入りました。商品チェック

が甘く、消費期限の過ぎた商品を撤去し忘れていたことが原因でした。Y氏は事態についてす

ぐに日本の本社に連絡を入れました。その間、顧客に対して謝罪はしたものの、すぐに対応策

を講じることはなく、日本本社からの指示を待っている状況でした。本社からの指示を待つ

間、Ｙ氏は何も手を打たず、解決が先延ばしにされたため、顧客は激怒し、さらに２度目のク

レームへとつながる事態を引き起こしてしまいました。

　B社では、日本の本社の力が強く、現場で意思決定をすることがほとんどなく、すべて日本

本社からの指示で物事が進んでいたのです。顧客視点で物事をとらえ、現場が主体的に考え、

行動できていればこのような事態を引き起こすこともなかったでしょう。

考えてみよう！

事例
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Part1 目標達成するためのチームマネジメント

　あるサービス業の会社では、メンバーが発した言葉に対して必ず他のメンバーが返事をするこ

とを徹底しています。例えば、「Ａ会議室でミーティングをしてきます」とメンバーが言えば、あ

ちらこちらから「はーい！」「いってらっしゃーい」と声がかかる。「○○様（クライアントの担当

者）がお見えです」と言えば、「お世話になっております」と明るい声がかかるのです。チームに

は明るい雰囲気が必要です。明るさは組織を活性化させます。コミュニケーションをスムーズに

させ、仕事を円滑に進める潤滑油にもなります。

　しかし、仲がよいというだけではよいチームとは言えません。目標に向かって自立と自律の精

神が必要です。チームメンバーの自立と自律をどう引き出すかがリーダーの役割として重要なの

です。

　前述の会社では、自分自身が能力を高めるための取り組みをしているのはもちろんのこと、お

客さまに対してどのような接し方をしているのか相互に確認し、フィードバックし合っていま

す。質のよいサービスをお客さまに提供したいというチームの真剣な想いが自分たちに緊張感を

与えているのです。

チーム内の雰囲気は明るく温かいものであってほしいものです。常に相手軸で考
え、コミュニケーションをとることによって、ギスギスしない和やかな空気が生
まれます。しかし、チームは、単なる仲よしクラブではありません。達成しなけ
ればならない目標があり、達成のためには相互に厳しさが求められます。リーダー
には、厳しさと明るさのバランスをうまく取って、活性化したチームを作ること
が求められます。

成功するチームマネジメントは
「緊張感」と「明るさ」の
コンビネーション1-2

自立とは？ 自律とは？

自ら考え、
その考えに基づき
主体的に
行動すること

チームメンバーの
一人として、
自分の主張だけでなく
他者との協調を
重視して行動すること
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PointPoint
❶ チームには、緊張感と明るさのバランスが必要である
❷ チームのあるべき姿のために、リーダーには厳しさが求められる
❸ 信頼感のある明るいチームだからこそ、相手の成長にこだわれる

なぜ、厳しさだけ、明るさだけの組織ではチームマネジメントが
うまくいかないのでしょうか？その理由を考えてみましょう。

考えてみよう！

　では、ある企業の事例を見てみましょう。

　チーム力の高い組織では、リーダーやメンバーがお互いの成長にこだわりを持ち、そして信頼

し合うという、緊張感と明るさのバランスが必要なのです。

　Ｓ氏はこの春の昇格で、あるチームのリーダーとして任命されました。そのチームのメン

バーは、出社時刻は始業のギリギリ、出社後もすぐに仕事に取りかかるわけではなく、お茶を

入れたり、新聞を読んだりしているありさまでした。Ｓ氏は自分がこのチームを立て直すのだ

という使命感に燃えて、まず始業の10分前には出社し、始業時刻には仕事をスタートできる

ようにメンバーに要求しました。遅れてくるメンバーにはペナルティを課し、叱責しました。

自分がリーダーになったからには、実績を上げられるよいチームにしたいという想いが強く、

きちんとした仕事の取り組み姿勢を徹底したかったからです。そして、チームをさらに小さな

チームに分け、それぞれにリーダーを決めて、どこのチームがどれだけの実績を上げるかを競

わせました。競わせることでモチベーションが高まるという考えからです。

　しかし、Ｓ氏の想いとはうらはらに、メンバーは自分の実績を気にするあまり、他のメン

バーと情報を共有することなく、教え合うこともなくなり、ギスギスした雰囲気が蔓延して

いったのです。そしてその時、Ｓ氏はよいチームにしたいと思っていた自分が、逆にチームの

雰囲気を壊していたことに気づいたのです。メンバーがやる気を高められるような風土作り

こそが自分が最初にやるべきことであり、表面的な出来事を見て相手を追い込むことで、逆

に相手を萎縮させてしまったのだとＳ氏は思いました。

　それからは、お互いを信頼し、目標達成のためにチームが力を合わせ、自分たちを高め合え

るようなチーム作りを心がけるようになりました。

事例
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Part1 目標達成するためのチームマネジメント

　チームには明確な目標があります。目標を達成するためには、最大の力を発揮できるチームで

なければなりません。「組織はリーダーの力量以上には伸びない」と言われています。だからこそ

リーダーは、日々、その力量を伸ばすことに最大限の努力を注ぐべきなのです。「リーダーである

こと」、これはあくまでも役割です。そして、リーダーの果たすべき役割を一言で言うと、「メン

バー一人ひとりが自発的に考え、主体的に動くチーム作り」です。いくらカリスマ性の高いリー

ダー、能力の高いリーダーであっても、一人で大きな仕事を成し遂げることはできません。

　チームメンバーが、目の前の課題に対して当事者意識を持って、自分なりの仮説を立て、そ

れらを他のメンバーと共有し実行できる…そんなチームメンバーをどう作り上げるのかがリー

ダーには求められます。それがチーム力を高めるためにリーダーがやるべきことなのです。

リーダーシップのある人とは？と聞かれたら、あなたはどんな人と答えますか。
勇気を持って困難に立ち向かい、メンバーを一つにまとめることができる人、あ
るいはメンバー一人ひとりに気を配り、みんなから一目置かれ信頼されている人
…どれもリーダーの資質を表していると言えるでしょう。ここではチーム力を高
めるためのリーダーシップについて、考えてみましょう。

チーム力を高めるための
リーダーシップとは1-3

メンバーの発想を理解する
メンバーとの距離を縮める努力を怠らない現場起点　1
自己鍛錬、自己進化を続ける
自ら進んで実践する率先垂範2
ミッション、ビジョンを実現するための
戦略、計画を考える

ミッション、
ビジョン、戦略、計画3

チームを進化させるための仕組みを作る
仕掛けと仕組みのバランスを考える

仕掛ける力、
仕組む力4

■ リーダーの条件
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PointPoint
❶「リーダーであること」は一つの役割である
❷ リーダーの役割はチーム力を高めること、つまりメンバーの主体性を引
き出すことである

❸ リーダーはメンバーが主体性を引き出せる土台作りをする

チーム力を高めるために、リーダーが持つべきスキルやマインド
としては、目標達成に向けたあきらめない気持ち、情報収集＆分
析力、コミュニケーション力、率先垂範などいくつか挙げられま
すが、他にはどんな要素が必要だと思いますか？

考えてみよう！

　では、ある企業の事例を見てみましょう。

　Ｉ社は、精密機械製品を扱うある大手企業を顧客に持つ部品メーカーです。その大手企業
のいくつかの取引先の中でも、Ｉ社は最も長く取引のある企業として信頼を勝ち取っており、
業績も安定していました。Ｉ社の営業部では、顧客のところに行けばすぐに仕事をもらえる状
況に慣れてしまい、長年御用聞き営業のスタイルを取っていました。
　ところが、近年急激に市場が冷え込み、競合他社は価格を下げることで何とか受注を確保
しようと躍起になり、業界全体が価格競争をするようになってきました。その結果、Ｉ社の業
績は急速に落ち込み始めたのです。
　そんな状況のなか、営業２課を率いるE氏は、自ら営業スタイルを変えるべきであると考え、
組織の意識改革に乗り出しました。これまでは上から答えが与えられ、「自ら考え、何らかの
答えを出し実行していく」という仕事のやり方をしたことがなかったメンバーは戸惑うばかり
です。しかし、E氏は２～３名ずつのプロジェクトチームを作り、営業部のビジョン、自社の
課題を整理させ共有し、メンバー自ら実行策を出させました。そして、それを全社的に展開す
ることを、営業部主導で社長に進言したのでした。その活動を通じてメンバーの意識が変わ
り、待つだけでなく、自ら仕掛けることの重要性に気づいたのです。
　ここでE氏がやったことは、メンバーが主体的に考えられるための土台作りです。自分が主
導で引っ張るのではなく、会社を何とかしようという強い信念のもと、メンバーに考えさせる土
台を作っていったのでした。

事例

　考える機会を与えられず、考えなくても物事が進んでいく環境であれば、人は考えることをや

めてしまいます。常に自分がどう思うのか、自分だったらどんな意思決定をするのか、という発

想で物事を見ることによって、主体的なチームは生まれるのです。
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Part1 目標達成するためのチームマネジメント

全社の目標が現場レベルの目標にまで
落とし込まれ、一貫性がある

　企業には全社的な目標があります。目標は、さらに事業本部ごと、部ごと課ごとへというよう

に各部署に細分化されていきます。各部署の目標は全社の目標とつながりがあるのです。

　ここで言うリーダーに求められる目標設定力とは、全社の目標を理解し、チームの目標との関

係性を理解し、チームメンバーが理解できるように咀嚼することです。全社的な目標は、テーマ

が大きく抽象的な場合が多いため、そのまま言葉として伝えるだけでは、チームメンバーは、実

現に向かって具体的に何をするべきなのか漠然としたままです。理解・共有を促すために、全社

的な目標を自分たちがするべきこととして、とらえ直す必要があります。

　そして、チーム内でその目標をどう実現していくのかを考える、つまりそれはメンバーがどう

動くのか、その仕組みを作ることなのです。リーダーには、チームの業務効率を上げるために、

ムダのない仕事の仕方を決めていくことが求められるのです。

目標達成に向けて、チームを動かすリーダーには、自分のチームのことだけでな
く、会社全体のことを把握し、かつ会社とチームとのつながりを意識できるよう
な高い視点が求められます。さらにチームの目標実現のためには、メンバーが動
きやすくなるような仕組み作りが求められるのです。つまり、チームの目標を設
定する力と、それを実行に向けて動かしていく仕組み構築力が必要です。

リーダーシップに必要な
目標設定力と仕組み構築力1-4

チームは自分たちの目指す方向が
全体とどうつながっているのかを考える

全社目標

部門目標

部目標
課目標

チーム目標
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PointPoint
❶ リーダーには、全社的な視点からチームの目標をとらえ直し、メンバー
に明確に伝える目標設定力が必要である

❷ 目標を実現するための仕組み作りが求められる
❸ 目標設定力と仕組み構築力のバランスが必要である

なぜ、リーダーには目標設定力と仕組み構築力の２つが求められ
ているのでしょう？どちらか一つではチームが機能しない理由は
なぜでしょうか？

考えてみよう！

　Ｃ社では、営業パーソンとして優秀なＡ氏とＢ氏を営業課長として任命しました。営業１課

の課長となったＡ氏は猪突猛進タイプ。何度もお客さまのところへ通って受注を得るという営

業スタイルで業績を伸ばし、自分に与えられたノルマを達成することにこだわってきました。A

氏は、１課に課せられた売上目標を壁に掲げ、毎朝メンバーに復唱させました。それにより共

通の目標に向かって、メンバーのやる気が高まりました。しかし、Ａ氏がメンバーに示すのは

「とにかく足しげくお客さまのところへ通え！」ということだけで、具体的にチームとしてどう

動くのが一番よいのかの議論はされませんでした。

　営業パーソン一人ひとりが単独で動いていることが多い１課では、それぞれが同じ顧客を

別々に訪問してしまいました。その上、顧客の受注頻度がどれくらいなのか、だれも全体のこ

とを把握していませんでした。そのため、やる気はあるものの仕事が非効率になり、結果、全

体として目標達成することができなかったのです。

　一方、２課に配属されたＢ氏はメンバーの行動をしっかりと把握し、どんな営業活動をすべ

きなのか、チームとしてどう動けばよいのかを明確にメンバーに伝えていました。２課として

の標準的な営業プロセスを決め、全員が同じ動きができるようにマネジメントしたため、チー

ムの全体像を把握することはできました。

　しかし、メンバーには目標が共有されておらず、何のために、どこに向かっているのか、自分

たちのしていることがどう目標につながるのかわからず、ただ日々の営業活動だけが行われて

いる状態で、モチベーションが低下していってしまったのです。やはり２課においても、目標

を達成することができませんでした。

事例

　リーダーは、組織を動かすためにチームが共有できる目標を明確にすることと、そのためにど

う動くのか、チームとしての役割をどう果たすのか、その両方を示さなければならないのです。
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Part1 目標達成するためのチームマネジメント

　目標は「意思」です。チームが目指すべき方向性を明文化した意思なのです。また、どんな目標

設定をするのかということは、会社の中でのそのチームの位置づけを表すことになります。例え

ば、全社における戦略事業を扱っているチームでは、周りの期待値も高まり、おのずと高い目標

になるでしょう。逆に安定事業を扱っているチームでは、事業を維持することが目標になります。

一言で「目標」と言っても、現状から見た時にどれくらい高いのかによって、目標のレベルが異な

ります。

　通常、目標は、全社的な目標から各部署に下りてきます。各部署では、設定された目標を実現

するために、具体的な施策にブレークダウンすることになります。この時に、十分にメンバーに

目標が理解されておらず、具体的な施策や作業レベルのことばかりがメンバーに共有されてしま

うと、チーム全体から見た自分の仕事の位置づけが見えず、チーム全体としてのやる気につなが

りません。

　リーダーは、全社目標が自分のチームとどうつながっているのかをメンバーに示し、チーム目

標として具体的に表す必要があるのです。またその際、過去のチーム目標とのつながりも共有し

なければなりません。過去の目標の推移、過去の成果とのすり合わせ、そして今回の目標の位置

づけを知ることにより、メンバーはなぜ自分たちの目標がこのように設定されたのかを理解する

ことができるようになり、受け身ではなく主体的に自ら施策に取り組むことができるようになり

ます。

あなたのチームでは、「自分たちは何のために仕事をしているのか？」「２～３年
後にどこに向かうのか？」を共有できているでしょうか。単なる「言葉」として
共有するのではなく、その意味まで理解してこそ、共有できていると言えるので
す。目標は会社におけるそのチームの位置づけを表し、存在意義も表します。同
じ方向に向かって、チームの意識を合わせるためには、リーダーが具体的な目標
を見せることが必要です。

チームをまとめるのは
具体的なビジョン1-5

 目標のレベル 定　義

革新目標 これまでの組織になかった新しい価値を創出する目標

改善目標 問題解決を図ることで現在の組織の価値を高める目標

定常目標 業務の達成度合いを明確化することで現在の組織の価値を維持する目標
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　全社目標としては、数年後を見据えた大きな目標にならざるをえません。そして、会社の判断

と現場をつなぐのはリーダーの役目です。D社の場合で言うと、「アジアへの事業展開を図る」と

いう会社の大きな判断が、現場では具体的にどのような目標になるのか、リーダーはそれをきち

んとメンバーに示さなければならないのです。

PointPoint
❶ リーダーは全社目標とのつながりで、チームの目標を考える
❷ チームとしての目標設定は、具体的な行動がイメージできるようにメ
ンバーと共有する

❸ リーダーはチームの目標実現に向けて、メンバーがすぐに動けるよう
具体的な施策を示す

あなたは、会社全体の目標、およびチームの目標を明確に言うこ
とができますか？目標を改めて考えてみましょう。

考えてみよう！

　中堅商社D社は、海外からの建材を輸入販売している企業です。経済状況の悪化によって

住宅の新築着工数は減少しているものの、リフォーム市場は活況を呈しており、D社としても、

それで何とか業績を保っている状況です。しかし、やはり少子高齢化、それに伴った緩やかな

人口減少の波による業界の構造的な変化を無視することはできません。

　そのような将来的な変化に対応するために、D社ではアジアを中心としたグローバルな市場

へと事業を展開することになりました。これは会社としての大きな判断です。その年から具体

的にどのように海外展開を図るかを考えることとなりました。

　設計施工部では、部長のF氏がメンバーに「今後全社一丸となって海外展開に向けて動くこ

と」を伝えました。しかし、現場は混乱しています。これまでは、地元の工務店との取引が全体

の80％を占めていたため、今後工務店との取引をどのようにしていくつもりなのか、そもそも

自分たちの仕事がどうなるのか、リーダーからは何も示されていない状況に、日々仕事のモチ

ベーションは下がり、効率が落ちていくのでした。

事例


