
 

   第 1 章 

   メンタリングが求められる背景 
 

 

1.1 21 世紀型企業の方向 

 産業資本主義の時代から知識資本主義の時代へのシフトが始まった。知的資産と物

的資産の構成はこの 20 年で 2 対 8 から 8 対 2 に逆転しており，「知的資産」の重み

は今後一段と加速しそうだ。21 世紀は 20 世紀とは走る線路がまったく異なり，ビジ

ネスに関わるすべてに再定義が求められている。 

 IT 技術者は，今後ビジネスとのかかわりを一段と深めていかなければならない。ま

ず，21 世紀型企業とはどのようなものかを，5 つの視点から確認しておこう。 

 

 ① 事業方針 

 企業は今まで「競合他社」に神経を使いすぎてきた。これからは，もっと深く「顧

客」の懐に飛び込んでいく必要がありそうだ。単に顧客の顕在ニーズをすくい上げる

だけではなく，潜在ニーズにまで食い込んでいくことが求められる。ウォルマートの

日本進出が決まったとき，イトーヨーカ堂の鈴木敏文会長は，「ウォルマートはすご

い会社だ。しかし，我々はウォルマートを相手にするのではなく，顧客を相手にして

いるんだ。顧客を直視することに怠りがない限り，我々は生き残れる」と言い切った。

顧客志向の本質である。 

 

 ② 経営スタイル 

 企業は今まで「コンセンサス」を大切にしてきた。これからは，「企業家精神に基

づくリーダーシップ」を重視する方向へシフトしていく必要がありそうだ。ここでの

リーダーシップとは，経営者や管理者だけが必要なものではない。第一線の担当者を

含む全員にリーダーシップが求められる。ピラミッド組織は軍隊の象徴だったが，米

国防省はネットワーク型の組織の検討に入り，全員にリーダーシップを求め始めてい
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る。テロなどが頻発し，戦争の形態が変わったからである。ビジネス環境もこれと変

わるところはない。 

 

 ③ オペレーション 

 企業は今まで「品質」を何よりも重視してきた。これからは，品質はいうに及ばず，

「スピード」が重要になる。それも，安定した環境の中だけではなく，「異常・例外

状況」におけるスピードが優劣を決める。環境が大きく変化する中で，市場や顧客の

満足を継続的に得ることが欠かせないからだ。定常状態だけではなく，非定常状態に

おいても同じスピードが求められている。中国，インドをはじめとするアジア勢や中・

東欧諸国の台頭があり，着々と実力を蓄え，コストも安価だ。勝ち残るには，異常時

や例外時における柔軟な対応やスピードが欠かせない。 

 

 ④ 教育 

 企業は今まで「会社によるキャリア開発」に注力してきた。これからは，「個人発

のキャリア開発」を重視する時代である。だからこそ，その中で，メンタリングが重

要な役割を担うことになる。どの分野も大量規格品で継続的に勝つことは難しくなっ

ている。情報，知識，知恵が差別化や価値創造の源泉になる。そのためには，人材が

すべてといっていい。組織発の教育プログラムだけに依存するのでは，今後求められ

る一人一人の筋力アップには必ずしも十分ではなくなってきた。 

 

 ⑤ 企業文化(規範) 

 企業は今まで「平等・規律」を尊重してきた。これからは，「成果・自律」が基本

になる。ただし，単に成果主義を導入するだけでは成功しない。少なくとも成果主義

を補完し，それとは逆ベクトルの軸を取り込む必要がある。例えば，「他からどれだ

け学んだか，他が学ぶのをどれだけ支援できたか」などがその 1 つだ。それらを基盤

とした「企業文化」の再構築でなければならない。今後は，企業文化が事業の重要成

功要因の前面に出てくる。企業文化が受け入れられない商品やサービスは原則として

評価されない。企業文化の再構築は，最優先で取り組まなければならない課題といえ

る。 
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図表 1.1 21 世紀型企業の方向 
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1.2 先進企業の IT(情報技術)活用動向 

 最近の情報化投資は，米国先進企業を中心に，e ビジネス，情報解析，ステークホ

ルダー(利害関係者)リレーションシップ・マネジメント，知識経営支援サービス，セ

キュリティ，Web コンピューティングなどへの関心が特に高い。米国では，GM(ゼネ

ラル・モーターズ)，GE(ゼネラル・エレクトリック)，ウォルマートなど，大企業ほど，

この動きは顕著である。 

 それでは，先行する企業にみられる大きな特徴はなんだろうか。次の 5 つに集約さ

れるのではないかと思う。 

 

 ① 「事業戦略構築，業務改革/組織改革，情報化武装」を一気通貫の形で実現し，

それを通じた収益拡大を目指す方向である。ここでの情報化は，事業ポートフォ

リオ，各事業のビジネス・モデル，各ビジネス・モデルの業務プロセス改革を支

援するものでなければならない。 

 ② IT(情報技術)の適用領域が従来の情報処理の範囲を超えてきたことだ。その範

囲はビジネス創出，ビジネス・モデル革新，知識創造，サービス強化，組織変革，

意識改革にまで及ぶ。その意図するところは，従来のコスト削減，効率化の範疇

を大きく超える。イノベーションと価値創造を志向する IT 活用である。このポ

テンシャルはますます大きくなっている。IT 技術者は，ポテンシャルの大きいこ

の領域に勇気を持って踏み込み，果敢に挑戦すべきだ。未知の領域であるがゆえ

に，教科書やマニュアルを勉強するだけではすまない。メンタリングの重要性が

ますます必要となる
ゆえん

所以である。 

 ③ あらゆる情報システム開発プロジェクトはビジネス・プロジェクトの視点から

進めていくべきである。ということは，情報システムへの投資効果はすべて，ビ

ジネスから得られる成果から評価されるということになる。したがって，情報化

投資により追求すべき成果は，ビジネスの成功要因を通じて測定される必要があ

る。情報システムの視点と範囲から成果を抽出し強調しても，それがビジネスの

成功要因につながらなければ自己満足に終わってしまうことになる。 

 ④ 一人一人が考えながら仕事を進める「学習する組識」志向が強くなる。ビジネ

スは，単に顧客へのトランザクション対応では終わらない。顧客とのやり取りを

通じて学習と成長を重ね，イノベーションと価値創造を実現することである。顧

 14



1.2 先進企業の IT(情報技術)活用動向 

客とのコラボレーション(協働)の仕組みをどう構築するかが長期的な収益につな

がる。顧客から学ぶことが，最終的には顧客への最高のサービスにつながってい

く。 

 ⑤ IT 部門の役割は，経営，IT，数理科学を三位一体とする形に向かう。IT 部門

は，かつて IT インフラ提供の役割を重点的に担った時期があった。今後はそれ

を超えて，ビジネスへの直接的な貢献に関わっていくことが求められる。米国で

は，経営，IT，数理科学のトレーニング(クロス・トレーニング)が活発化しつつ

ある。米 IBM は，研究開発(R＆D)の柱の 1 つとして，経営，IT，数理科学の融

合による「コンサルティング」機能を取り込み始めた。3 年間で約 1200 億円を

投入し，顧客と一緒になって，イノベーションと価値創造を志向する IT 経営の

実現を追求する。IT ビジネスに求められる技術/スキル，知識，ノウハウが様変

わりする。メンタリングのニーズは，この面からも増大する。 

 

 

「戦略構築，業務改革/組織改革，情報・知識武装」の統合を通じて
ＩＴを価値創造による収益増大に直結させる

ＩＴは従来適用範囲の枠を超えて
ビジネス創出，ビジネス・モデル革新，知識創造，サービス強化，組織変革，意識改革に拡大

ＩＴ部門の役割は
「経営」「ＩＴ」「数理科学」を融合させたソリューション・プロバイダーへ

情報化投資とビジネス・モデル革新および業務プロセス改革は表裏一体で推進

組識は，ナレッジの創出／再利用による「学習する組識」（ラーニング・オーガニゼーション）へ

「戦略構築，業務改革/組織改革，情報・知識武装」の統合を通じて
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図表 1.2 先進企業の IT(情報技術)活用動向 
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1.3 ソリューション型開発とアプリケーション・コンセプト 

 成熟化した日本のような市場では，「顧客の声に忠実に応えるだけでは真の顧客

サービスにはならない」「過去の経験や成功体験だけに頼っては顧客の心に響くもの

を生み出せない」「顧客は自らが欲するものを自らの口を通じて的確に説明できなく

なっている」状況に陥っている。情報システム開発において，従来はユーザが情報シ

ステムに関するニーズを明確に開発側に伝え，開発側は IT 技術/スキルを前提に情報

システム要件を定義し，開発，テスト，移行，運用へとつないできた。しかし，現在，

多くのユーザは，自ら情報システムに対するニーズを明確に語ることができなくなっ

ている。ビジネスそのものの環境変化が激しく，市場や顧客のニーズが捉えにくいと

同時に，捉えたと思ったらすぐ別のものに変化するため，ビジネス・モデルや業務プ

ロセスを安定的に特定化できなくなったためである。そのため，開発側は従来のやり

方では前に進めないことが多くなっている。ユーザが確信を持って語ってくれるまで

ずっと辛抱強く待っても，半永久的に仕事は回ってこない。ユーザはニーズをまった

く持っていないわけではないが，開発ニーズを確信を持って語れないため，ゴーサイ

ンを出せないのだ。 

 このように，潜在ニーズを持ってはいるが，市場や顧客のニーズが捉えにくく，ビ

ジネス・モデルや業務プロセスを簡単に特定化できなかったり，最新技術の利用イメー

ジが予想できないために，ニーズを具体的に説明できないことが増えている。現在は

明確になっていない潜在ニーズを踏まえた最新技術によるアプリケーション・イメー

ジを「アプリケーション・コンセプト」という。これは，1990 年代初頭，シリコンバ

レーから出てきた考え方である。IT 革命が起こり，インターネットが台頭したが，誰

もインターネットをビジネスでどう使っていいかわからない。インターネット技術者

は技術はわかるが，アプリケーションがわからない。従来だと，市場や顧客にアプリ

ケーション・ニーズを聞けば済んだが，顧客もインターネットのことがさっぱりわか

らない。そのため，用途や利用イメージをコンセプトとして顧客とインターネット技

術者の双方でキャッチボールしながら固めざるを得なかった。そのようなアプリケー

ション・コンセプトによる試行錯誤を通じて，現在のインターネットにおけるビジネ

ス活用の道が切り開かれてきたのである。 

 このように，自らが欲するものを自らの口を通じて説明できない顧客ニーズを，利

用イメージや用途の形に可視化し，それを通じて顧客とのコラボレーションを重ねる
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ことができれば，顧客の潜在ニーズを顕在化する道が開かれる。潜在ニーズという暗

黙の知を形式知化する 1 つの方法であり，イノベーションと価値創造に向けたコラボ

レーション(協働)の典型例といえる。この思考プロセスは，右肩上がりの時代におけ

る規格大量生産の成功体験とは対極にある。一人一人がアイディアを出し，チームで

コンセプト化を進め，組織が一体となって市場に先手を打つ形で新商品や新サービス

を投入する。これからの IT 技術者は，このサイクルのプレイヤーとしてビジネスに

貢献していかなければならない。今までの IT 技術者の枠組みや縛りを自ら破壊して

いかなければならない。 

 したがって，どの組織も IT ビジネスにおける「イノベーション」の源泉をもう一

度問い直す必要がありそうだ。「アイディアが枯渇し新しい発想ができない」という

個人の能力，技術/スキルの問題なのか，「アイディアをお互いに磨き合いながら明確

な商品コンセプトに高めることができない」というチーム力の問題なのか，さらには

「コンセプトを商品化し，市場投入する方法が確立できない」という組織文化やリー

ダーシップの問題なのか。ここをはっきりさせ，優先順位を付けて取り組むしかない。 

 サッカー・ワールドカップで日本の主将を務めた井原正巳選手は，最近，「これま

では個人能力で劣る部分を組織で補ってきた。持ち味として大切なものだが，これか

らは個人の能力をいかに発揮していくかが問われる時代だと考えている」と語ってい

る。このことは，IT 技術者にもそのままあてはまりそうだ。IT 技術者が個人の能力

を高めるためには，様々な方法が考えられるが，メンタリングはその有力な方法の 1

つに位置づけられよう。 

 また，IT 技術者の場合は，技術革新のスピードが急速であるため，膨大な情報を編

集・加工する固有のスキルを意識的に身につけていくことが必要だ。現在，デジタル

情報は年率 200％で増大していると言われる。情報をただ溜め込むだけでは意味がな

くなっている。ぼう大な情報の中からこれといった重要情報を抽出し，「行動を刺激

する知識」へ変換する形で情報の凝縮化を図ることだ。それには，原因の追求と推論

による仮説立案と検証が欠かせない。対象をいったん抽象化し，その上で，もう一度

現実の対象の中に具象化する思考プロセスを鍛えていくことが必要だ。 

 ホンダの社長を務めた吉野浩行氏は，「キャッチアップからフロントランナーに移

行しないとダメだ。教育が変わらないといけない。外から中へ詰め込む知識より，中

から外へ出ていく知恵が欲しい」と語る。イノベーションを代表する企業の経営者も，

外から中への知識の吸収ではなく，中から外への知恵の強化には強い危機感を持つ。
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メンタリングはこの部分に踏み込んでいかなければいけないと思う。メンタリングと

は，知識の吸収ではなく，知恵の創出を目指すものと位置づけたい。 

 

 

アプリケーション
コンセプト

潜在ニーズを持っているが最新
技術活用の程度が予想できない
ために，ニーズを具体的に説明
できないことが増えている。

現在は明確になっていない潜在
ニーズを踏まえた最新技術による
アプリケーション・イメージを「アプ
リケーション・コンセプト」という。

顧客の声に忠実に
応えるだけでは真の顧客
サービスにはならない

過去の経験や成功体験だけに
頼っては顧客の心に
響くものを生み出せない

顧客は自らが欲するものを
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説明できなくなっている

ぼう大な情報の中から抽出した重要情報を
「価値創造」に活用し，「行動を刺激する知識」へ変換

ナレッジエディター

具象 抽象 具象
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変換変換

【 コンセプト可視化スキル 】
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顧客は自らが欲するものを
自らの口を通じて的確に
説明できなくなっている

ぼう大な情報の中から抽出した重要情報を
「価値創造」に活用し，「行動を刺激する知識」へ変換

ナレッジエディター

具象 抽象 具象

アイデア化 コンセプト化

変換変換

【 コンセプト可視化スキル 】
－ 原因の追求と推論による仮説立案
－ 客観を主観で捉え，主観を客観で捉え返す

 

図表 1.3 ソリューション型開発とアプリケーション・コンセプト 

 

 

 18



1.4 21 世紀に求められる人材像 

1.4 21 世紀に求められる人材像 

 知識社会では，知識が最も重要な資源として位置づけられる。ナレッジ・ワーカー(知

識労働者)が市場での主要プレイヤーになる。IT 技術者は，その中での代表的なプレ

イヤーの一人に挙げられる。ゲーリー・ハメルは，「1000 個のアイディアから 100

個のコンセプト，10 個のビジネス・プランを経て 1 個のビジネス・モデルが誕生する」

というイノベーション算定式を導いた。「知識はビジネスの最強の手段」と考えるイ

ノベーション志向ビジネスが主導権を握り始めている。「誰もが一生の中で数回の成

功と数回の失敗を経験する」時代を迎えたのだ。IT 技術者も例外ではない。それだけ

に，挑戦機会は無限に広がっている。 

 OECD(経済協力開発機構)は，ミレニアムの 2000 年に，21 世紀の人材に必要な能

力に関するレポートを発表している。要約すると，以下の 3 つがポイントになる。 

 

 ① 経験したことのない状況に直面する中で，そこでの課題を的確に設定すること

ができる能力 

 ② 自分とは違う文化的背景を持っている人とチームを組み，適切なコミュニケー

ションを図りながら仕事ができる能力 

 ③ 何を学ぶ必要があるかを特定し，それを持続的・効率的に学ぶことができる能

力 

 

 ①は，IT 技術者の場合においても，最も重要な能力となる。顧客自身が自らの課題

を的確に設定できないことが多くなっており，そこへのコンサルティングや適切な技

術/スキルの提供は大きなビジネス機会をもたらす。しかし，それは誰もが簡単にでき

ることではない。アプリケーション・コンセプト化の力量が求められる。メンタリン

グを含むあらゆる手段を活用しながら，技術/スキル，知識，ノウハウの習得に向けて

挑戦していくしかない。 

 ②は，今後の仕事の形態を明瞭に示している。ビジネスにおけるアライアンス(戦略

的提携)の重要性が増し，多くのプロジェクトでは，様々な組織文化を背景に持ったメ

ンバーが集まってくる。異なる文化風土は，特に海外とのプロジェクトに限った問題

ではない。国内プロジェクトでも，組織が違えば，ビジネスの考え方，プロジェクト

の捉え方，仕事の進め方などが大きく異なる。また，仕事をする場所，時間，メンバー
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が常に同じとは限らず，求められる技術/スキルも多様化する。技術の変化の大きさだ

け，仕事の内容も大きく変化する。IT 技術者の場合，すでに多くのプロジェクトでは

このような状況に直面しつつある。 

 ③は，①や②を実現する場合の基盤となるものだ。①や②を実現するためにやるべ

きことは多い。しかし，最初からすべてに対応しようとしても無理な話である。優先

的にやるべきことを絞り込むしかない。時間もお金も無限ではない。何を優先的に実

行し，何を延ばすのか，または何を思い切って切り捨てるのかを決めることだ。また，

やる以上は効率的に実行したいし，成果につなげるためには継続することも欠かせな

い。 

 IT 技術者のメンタリングでは，この 3 つの視点からテーマを抽出し，絞り込み，そ

れに対して果敢に挑戦することが大きな成果を生む近道かもしれない。これからの IT

技術者は，ナレッジ・ワーカーとして自らを位置づけ，所属する企業や組織に対して，

自ら求める内容をはっきり主張していく必要がある。例えば，「仕事を通じて成長す

ることができること」「市場価値に見合った収入が保証されること」「学習と教育の

機会が豊富に提供されること」は，仕事をする条件として簡単には譲れないものだ。

これからのビジネスを切り開くイノベーションの原動力は技術やカネではなく人間の

創造力であり，競争力の源泉は人材である。IT 技術者は，このような全体観の中で自

らの進むべき方向を検討すべきである。 

 

21世紀の人材に求められる能力21世紀の人材に求められる能力

経験したことのない状況に直面する中で，そこでの課題を的確に設定することができる能力

自分とは違う文化的背景を持っている人とチームを組み
適切なコミュニケーションを図りながら仕事ができる能力

何を学ぶ必要があるかを特定し，それを持続的・効率的に学ぶことができる能力

21世紀の人材に求められる能力21世紀の人材に求められる能力

経験したことのない状況に直面する中で，そこでの課題を的確に設定することができる能力

自分とは違う文化的背景を持っている人とチームを組み
適切なコミュニケーションを図りながら仕事ができる能力

何を学ぶ必要があるかを特定し，それを持続的・効率的に学ぶことができる能力

 
＊OECD 資料をもとに大浦総合研究所が作成 

図表 1.4 21 世紀に求められる人材像 
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1.5 プロフェッショナルの条件 

 プロフェッショナルの条件とは何だろうか。 

 まず，第一に，「求められる成果をきちんと実現できること」であろう。 

 アカウンタビリティという言葉が最近よく使われる。説明責任とも訳されることが

多いが，要は結果責任であり，「ちゃんと結果を出したか」ということである。現在

のビジネス環境は過去の成功体験が簡単には通用しない。結果が出ない理由を探すの

は比較的簡単だ。口実に使える材料は身の回りにいっぱい転がっているからである。

しかし，逃げ道を探し出すときりがない。また，人間は，逃げ道があれば間違いなく

逃げる動物である。そんな状況の中で結果を出すのは誰にとっても大変である。しか

し，その中で何とか結果につなげていくのがプロフェッショナルなのである。メンタ

リングは，プロフェッショナルを追求する人間にこそ欠かせないものである。 

 第二に，「とび抜けた技術/スキル，知識，ノウハウを持つこと」が挙げられる。 

 サッカーのジーコ監督は，チーム力の源泉は一人一人の選手の技術/スキルにあるこ

と，その鍛えられた技術/スキルを全員がチームに持ち込み，コラボレーション(協働)

してゴールを目指すことが真のチームワーキングだと主張する。チーム力の向上は，

一人一人の技術/スキルの向上なしにはあり得ないということだ。今までの日本は，ま

ず組織ありきで戦ってきたが，個人の技術/スキルをもとに組織を組み立て直すとどう

なるのか。多くの経営者や管理者は組織文化風土の破壊を恐れるが，その文化風土が

万一，破壊されるとどうなるのか。破壊されると何が困るのか。破壊されて何もいい

ことはないのか。何はこれからも残したいのか。何は捨ててもいいのか。その意味で

も，メンタリングは，組織の文化風土と切り離して考えることはできない。 

 第三は，「仕事が大好きなこと」である。 

 我々は自分の仕事が大好きだと思いながら仕事をしているだろうか。IT技術者は IT

の仕事を天職と感じているだろうか。「好きこそ，ものの上手なれ」というが，それ

ほど，好きでもないけれど，与えられた仕事は何とかこなしているということはない

か。その中で，あわよくば，腕を上げたい，技術/スキルの向上を図りたいと都合のい

いことを考えていないだろうか。IT ビジネスの世界はますます広く深くなっている。

経済産業省から提示された IT スキル標準(ITSS)を見てもわかるように，IT ビジネス

の職種は，マーケティング，セールス，コンサルタント，IT アーキテクト，プロジェ

クトマネジメント，IT スペシャリスト，アプリケーションスペシャリスト，ソフトウェ
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アデベロップメント，カスタマサービス，オペレーション，エデュケーションと驚く

ほど広範になっている。その中には，コーディネーション，コミュニケーション，リー

ダーシップなどのヒューマン・スキルまで含まれる。自分はどこで勝負するのかをはっ

きりさせなければ勝ち残れない。大好きになれる世界を作り出さなければならない。 

 大リーグで活躍するイチロー選手は繰り返し 1 つのメッセージを発信する。それは，

「高い目標を設定し，日々できること，しなければいけないことを地道にやる。それ

が苦にならないのは好きなことをやっているからだ」というものだ。また，将棋界の

第一人者，羽生善治さんは，「ひらめきやセンスも大切だが，苦しまないで努力を続

けられるということが何より大事な才能だと思う」と語っている。 

 ビジネスの世界も同じだ。東京都大田区にある岡野工業は，深絞り加工技術により，

現在のコンパクトで軽量な携帯電話の道を切り開いた。また，最近は，痛くない注射

針の開発でも知られる。その岡野雅行社長は，「人より長い時間働いてもつらくない

くらい仕事が好きでなければ人と違った発想は生まれない」と言い切っている。 

 これらがプロフェッショナルのマインドセットというものだ。そこでは，スポーツ

も将棋もビジネスも何ら変わるところはない。IT 技術者は，ナレッジ・ワーカーとし

て，ただルーチン化されたオペレーション業務を行うのではなく，イノベーションや

価値創造に向けた仕事に挑戦しなければ一人前の技術者として生き残っていけなく

なってきたのだ。IT ビジネスも，イノベーションや価値創造に長けた人材の質と量に

すべてがかかる。今後，企業や組織では，採用の段階でイノベーションや価値創造に

関するポテンシャルの有無を問うようになる。一生学習し続けることができる人材か

どうかを厳しく追及する。その意味からも，IT 技術者は，「知的好奇心」を大切にし

なければならない。メンタリングは「知的好奇心」が出発点なのだ。 
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大リーグ：イチロー

求められる成果
をきちんと
実現できる

とび抜けた
技術／スキル，

知識，ノウハウ
を持つ

仕事が
大好きである

高い目標を設定し
日々できること，しなければいけないことを

地道にやる。
それが苦にならないのは

好きなことをやっているからだ。

高い目標を設定し
日々できること，しなければいけないことを

地道にやる。
それが苦にならないのは

好きなことをやっているからだ。

大リーグ：イチロー

求められる成果
をきちんと
実現できる

とび抜けた
技術／スキル，

知識，ノウハウ
を持つ

仕事が
大好きである

高い目標を設定し
日々できること，しなければいけないことを

地道にやる。
それが苦にならないのは

好きなことをやっているからだ。

高い目標を設定し
日々できること，しなければいけないことを

地道にやる。
それが苦にならないのは

好きなことをやっているからだ。

 

図表 1.5 プロフェッショナルの条件 
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