
1980年早稲田大学法学部卒業後、電通に入社し営業
を担当。85年クリエーティブ局に異動。99年に退社して、
クリエーティブエージェンシーの「TUGBOAT」を川口清
勝、多田琢、麻生哲朗の3氏と設立。クリエイター・オブ・
ザ・イヤーなどを受賞。

岡 康道（おか・やすみち）氏
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数料）収入が主流で、クリエーティブ
という専門性については、明確な料金
体系がありませんでした。
　それらの葛藤が自分の中で大きくな
り、私は日本初のクリエーティブエー
ジェンシー（広告の制作に特化した広
告会社）を仲間と設立し、独立を果た
すことになります。
　それ以前に電通を辞めるCMプラン
ナーはいなかったので、前代未聞と騒

がれましたが、私
には専門性に対価
をつけるという、
大きな目標もあり
ました。
　組織の中で専門
性を磨いた場合、
それがある程度の

レベルに達したら、転職や独立という、
新たな選択肢を持てるようになる。そ
れがスペシャリストに許された、1つ
のアドバンテージだと思います。
　では会社という舞台で、どのように

　私は営業職として電通に入社し、5
年後に社内の試験を受けて、クリエー
ティブ局に異動しました。広告クリエ
ーターとしてのキャリアは、この時か
ら始まります。
　営業から、クリエーターになぜ転身
したか。それは、私が営業のプロに徹
し切れなかったからです。営業とは人
間関係のプロのことで、苦手な人とも
仲良くなれる技術を持つ人のことを言
います。対して私は、苦手な人とは全
く仲良くなれないタイプ。接待の席で
カラオケを歌ったりしながら、｢全然、
楽しくないぞ、これ｣と、常に苦しい
気持ちを抱えていました。
　そこから脱するには、専門性を身に
つけるしかない。そう考えて、クリエ
ーティブ局へ移ったわけです。そこで
私はCMプランナーという専門職にな
るために必要な広告表現の技能を一か
ら教わりました。
　クリエーティブ局では、上司のダメ
出しを受けながら、1日中コンテを描

きまくりました。もちろんそれがCM

として、すぐに採用されることはあり
ません。でも、たとえ1案も通ってい
なくても、｢昨年よりもうまくなったぞ｣
という手応えは返ってきます。それが
うれしかったですね。

成功の裏で抱えた葛藤
　8年間の下積みの後、手がけたCM

が次々とヒットするようになりました。
プランナー冥利に
尽きましたが、同
時に私は葛藤の中
に投げ出されまし
た。
　クリエーターと
いえども、組織の
一員である以上
は、いずれ現場を離れて管理職になら
ねばなりません。後進を育てて道を譲
ることも周囲から求められます。
　一方で、クリエーターは、「もっとう
まくなりたい」「もっといろいろな表現
をしたい」と、常に上を目指して仕事
をする。その専門職の欲望ともいうべ
きものが、大きな会社の経営合理性の
中で矛盾してしまうのです。
　また当時の広告会社のビジネスモデ
ルは、メディア売買のコミッション（手

キャリア複線時代の人材育成■1

 “社内専門家”を腐らせるな
誰もが入社して経営幹部や管理職を目指す。そんな時代でなくなって久しい。
だが、多くの企業の人材育成や活用はその変化に対応しているとは言い難い。
どうすべきか。まずは企業で専門性を磨いたプロに、体験を踏まえた持論を聞く。

不平等なくして
 “職人”は育たない
岡 康道
［TUGBOAT代表、クリエーティブディレクター］
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労務管理の徹底が
職人としての修業の障害に
上司は見込んだ部下を

「えこひいき」することが必要
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専門性を磨けるのでしょうか。私の場
合は、職人的な修業期間が、どうして
も必要でした。その前提として、会社
の中に教育制度なり、人事制度なり、
人材を育成し、適材適所に配置する仕
組みがあることが重要になってきま
す。電通にはそのような仕組みがあっ
た。そこに在籍できたことは幸運だっ
たと思います。
　ただ現在は、会社経営でも合理性や
効率性が何よりも優先されて、組織の
中で専門職を育成する環境が、なかな
か作りにくくなっています。

部下の資質は客観評価できない
　例えば私の修業時代は、周囲のクリ
エーターたちはみな、150時間から
200時間ぐらいは普通に残業をしてい
ました。日曜だってなるべく会社にい
て、資料映像を見たりしていたんです。
それが、労務管理が徹底され、「みん
なさっさと帰りましょう」「日曜出勤
はダメですよ」となると、修業に没頭
する時間は取りにくくなる。管理と教
育という2項は、互いに成り立たない
ところがあるのです。
　また、クリエーティブは発想の仕事
です。人間の発想力を伸ばすには、均
質な人事管理よりも、上司が見込んだ
人間に、ヒットの可能性のある
仕事を集中してや

らせるなど、｢えこひいき｣を行わない
とダメなのです。
　ところが「えこひいき」とは、基準が
ないものだし、そもそも部下の資質を
評価すること自体、客観的な指標が設
けられるものではありません。ですか
ら、かなり不平等なものです。ただ、
その不平等さの中でしか、技術は身に
つかないし、人材も育たない。
　そのような不平等なやり方を信じる
文化が、昔の会社にはありました。社
内に起こるであろう軋轢も予測したう
えで、能力のある人に場所と環境を提
供する。今流の効率経営の一方で、も
う一度、そのような暗黙知を見直して
みることが、会社と社員の新しい関係
を築くことにつながっていくのではな
いでしょうか。 （談）

　私はカルロス・ゴーン（社長兼最高
経営責任者）の下で、国産スーパーカ
ー「GT-R」の開発チームのリーダーを
務めました。スーパーカーの開発は自
動車エンジニアの誰もが夢見るプロジ
ェクトですが、そこに至るまでは会社
員として紆余曲折がありました。
　のっけから挑戦的な話をしますが、
そんな私から言わせると、会社に入っ
て専門職を目指そうとか、いや、やっ
ぱり管理職がいいとか、そういう課題
設定をすること自体が、そもそも間違
っていると思いますね。
　本当に問題にすべきなのは、まず経
営者が描く企業戦略です。例えば自動
車産業で言うと、ドイツのメルセデス・
ベンツ、BMW、ポルシェのように「ブ
ランド戦略」を取るのか。米フォード・
モーターのように「バリュー戦略」で
行くのか。前者は価値で収益を上げる
戦略。後者はマーケットシェアを重要
視する戦略です。
　グローバル時代に企業はどうあるべ
きか、経営者自身が熟考しなければな

らない。にもかかわらず、
その問題を先に突き詰め
ずに、社員の進路を管
理職か、専門職かと
云々するのはナンセン
ス。まずは経営者が取
るべき戦略を明確にす
る。その次に初めて、
社員の取るべき道が見
えてくるはずです。
　ブランド戦略を取る
なら、社員はスペシャ

社員のキャリアの前に
決めるべきことがある
水野 和敏
［元日産自動車GT-Rプロジェクト総責任者］
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水野 和敏（みずの・かずとし）氏
1972年日産自動車に入社し、車両開発に携わる。89年レーシングチ
ームの監督に就任。2000年から「スカイライン」「GT-R」などスポーツ系
車種を中心に開発責任者となる。2013年3月に同社を退社。

はスペシャリストの小集団をまとめら
れないという通説がありましたが、そ
んなことはなかった。私はGT-Rの開
発チーム自体をブランドにしたかった
のですが、その場合、50人体制という
のは実に適切な規模でした。
　通説を覆した例は、日産以外にもあ
ります。例えば、ピアノなどの楽器か
らスポーツ用品、オートバイまで手が
けるヤマハグループは30人、40人規
模の事業部制を敷き、スペシャリスト
小集団の経営で成功している。
　スペシャリストには転職を前提とし
た雇用政策で対応すべき、という通説
も根強いものがありますが、むしろ逆。
スペシャリストのようなコア人材こそ、
昔ながらの安定した雇用の中で成果を
出す。「終身雇用のメリット」について、
経営者たちはもう一度、真剣に考え直
すべきですよ。 （談）

リストとして、徹底的に育てるべきで
す。バリュー戦略を追いかけるのであ
れば、社員に高度な専門性は求めず、
オペレーターとして安定して働ける職
場を作っていけばいい。
　実際には、今の企業経営には、ブラ
ンドとバリューのどちらか1つでな
く、両方の戦略が
必要です。ですか
ら、企業の中にリ
ーダー、スペシャ
リスト、オペレー
ターが混在するこ
とになる。その場
合、会社を使って
何かを実現したいという人と、社員と
して安定した人生を送りたいという人
をきちんと分けて、それぞれに適した
コースを用意すべきです。
　こういうことを言うと、日本ではす
ぐ「社内に階層を作るのか」と、神経

質に言い立てる人が出てきますが、私
が言っているのは、多様な働き方の流
れを認めようということです。
　ただスペシャリストにしても、オペ
レーターにしても、終身雇用を前提に
した方が育つ。これは今の会社経営の
流行とは逆でしょう。要するに、企業

が社員に対して投
資をしなければ、
人なんて育たない
んです。
　昨今は、その責
任を果たさない経
営者がこういう雑
誌にも出てきて、

「私の若い時はこうだった。だから、
従業員にもそうあってほしい」などと
一方的なことを言っている。従業員を
育てる努力をせず、「何で君は育たな
いんだ」と言うのは筋違いですよ。

終身雇用の利点を見直せ
　ゴーンは、コストカッター、リスト
ラ社長と言われ、各方面から散々バッ
シングを受けました。実際には、彼は
むやみにコスト削減だけを進めたわけ
じゃなく、新しい分野にも果敢に打っ
て出ました。その1つがGT-Rの開発だ
ったし、それ以外にも日産は様々な改
革を実行し、飛躍しました。
　GT-Rのプロジェクトが動き始めた

時、私はスペシャリスト
として50人体制のチ
ームを組み、ゴーンに
は「とにかく責任を
くれ」と言いまし
た。当時、大企業

　私は7年前に「インディペンデント・
コントラクター（IC）」として独立し、
組織風土や労務管理の改革、もしくは
報酬、採用、育成、スキルトレーニン
グなど、人事の分野で企業を支援する
仕事を行っています。
　ICを直訳すると「自立した契約者」。
日本の企業社会では、まだ馴染みのな
い言葉だと思いますが、企業に属さず
に、独立した立場で、企業経営のコア
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社員の動機に応じて
異なるコースを用意する
スペシャリストこそ

安定した雇用の中で生きる

正社員の減少は不可避
多様な働き方の後押しを
池照 佳代
［アイズプラス代表、インディペンデント・コントラクター］
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池照 佳代（いけてる・かよ）氏
外資系を中心に企業に14年間勤務し、一貫して人事を担当。2006年
にアイズプラスを設立して独立。人事専門のインディペンデント・コント
ラクターとして活動中。

の業務を請け負う専門職
のことです。ICという
概念は欧米発のもので、
私がICという働き方を
知ったのも、外資系企業
に勤めていた時でした。
　実は、私は専門性を生かすために
ICを目指したわけではありません。
仕事と子育ての両立を考えた時、現状
の正社員の働き方だと、あまりにも労
働時間が長いので無理だと感じまし
た。そこで、フリーランスとして、い
い働き方はないかと模索した。そこが
出発点なんです。
　ただ、「ICという働き方が成り立つ
んじゃないか」と思ったきっかけはあ
りました。30代の後半に1年間、法政
大学のビジネススクールに通って
MBA（経営学修士）を取得しました。
その間、仕事は辞めていたのですが、
かつての職場の先輩から、昇格者面談
のお手伝いや、報酬制度の改定の分析
など、前職に関連したアルバイトを頼
まれることが続いたのです。その時に、
MBAの取得後もこういう仕事を受注
できないかと思い、先輩に相談したと
ころ、何件かの仕事を頂けました。そ
こで、やる気になって、自分の会社を
興したわけです。

専門性の高い仕事は減らない
　今の日本では、非正規社員の比率が
30年前の2倍になっています。対して
正社員の比率はどんどん下がり、2015
年には45％まで落ち込むと予測され
ています。代わって契約、派遣、アル
バイト、パートなどの比率が今後はま
すます増加していきます。こうした企
業の変化の中で、学校を出てから30
年もしくは40年、どのような形態で
仕事を継続していくかという問題に、
私たちは直面しているのです。

　企業も同じ問題に直面し
ています。今の経済状況
では、企業としても正
社員の比率を下げざ
るを得ない。一方で
高い専門性を必要と
する仕事が減るわけ
ではない。そこに、
プロジェクトベース
で期間を限定して企
業の懸案解決に関与
するICのニーズがあります。
　以前は、新卒を一括採用して、5年
間くらいは若手として教育する。それ
が終わったら、今度はリーダー候補の
研修を施すという
ように、お決まり
のプログラムを組
んでいけば、人材
育成は事足りてい
ました。
　しかし、グロー
バル化が進んだ今
の社会では、働く人々のバックグラウ
ンドも多様化しています。ある人は大
学卒で、ある人は大学院卒。英語を話
す人がいれば、話せない人がいる。価
値観もそれぞれで、みなが同じスター
トラインから一斉に部長を目指すわけ
ではありません。家庭第一でやってい
きたい人、趣味を優先にしたい人など、
目指すところはバラバラです。
　こうした状況に、画一化された従来
の人事施策では対応できない。多様な
働き方を後押しする新たな施策が必要
です。その中で、ICという働き方は1
つの解になるものだと思います。

　ただし、ICには弱みもたくさんあり
ます。第1に、仕事の永続的な保障は
全くありません。私にしても、来月、
本当に入金があるのか、絶対的な保障

はない。保険、経
理、税務、総務は
全部自分でこなさ
なければならない
し、スキルの更新
やトレーニングだ
って、自発的に取
り組んでいかなけ

ればなりません。部下がいるわけでも
ないので、営業活動も自ら継続してや
っていく必要があります。そういう負
担も考えると、「それでも私はICを選
ぶ」という人が、日本で爆発的に増え
るとは思わないですね。
　ICは、私が14年間、会社員を続け
た延長上で、たまたま出合った働き方
です。ただ、従来型の正社員モデルが
崩れている中で、自分の専門性を評価
される新しい働き方としては、選択肢
の1つになるのではないか。そう考え
ています。 （談）
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従来の画一的な人事施策は
働く人の多様化に合致せず
企業の隙間を埋めるICは

選択肢の1つ
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