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　働き方改革が叫ばれています。

「残業時間をなくそう」

「労働時間をできる限り圧縮しよう」

　と、皆一生懸命取り組んでいます。たしかに長時間労働

は過労死にもつながりかねませんから、一見もっともらし

くも思えます。でも何かヘンだな、と思う人も多いのでは

ないでしょうか？

　働く時間を短くする、残業代を減らすことが目的化して

しまい、「時短ハラスメント」といった言葉まで生まれて

しまいました。でも働き方改革の本来の目的は、多様な働
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き方を可能とすることで、誰もが幸せに働ける社会を実現

することだったはずです。

　わたしたちの働き方が問われる時代となったいま、この

ような「何のためにそれを行うのか？」という目的を、会

社組織とそこで働く個人との間で絶えず確認することがと

ても重要となってきています。

　2018年に話題となっている『ティール組織』（フレデリッ

ク・ラルー著 英治出版）という本があります。そこでは「組

織は、この世界で何を実現したいのか」という組織の存在

意義（＝Purpose）を問いかけることが、新しい組織のあり

方を探る出発点となることが強調されています。

　わたしたちアイディール・リーダーズも、「Purpose & 

Strategy Consulting」を提供サービスとして掲げています。

　Strategy＝「戦略立案」を手がけるコンサルティング会

社は数多くあれど、Purpose＝「存在意義」をコンサルテ

ィングの最初に掲げる会社は恐らく私たちがはじめてであ

るはずです。

「たしかに存在意義や目的は大切だし、それが上から降り

てくるだけでなく、組織と社員で共有されていた方がよい
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のは分かる」ということに同意する方がほとんどでしょう。

　でも、なぜいまこれほどまでに「存在意義」の大切さが

叫ばれているのでしょうか？

　米ギャラップ社が2017年に行った世界の働く人たちへ

の調査で「熱意を持って仕事をしている」と答えた人が日

本人ではわずか６％だったというデータもあります。諸外

国に比べるとこれはとても低い数字です。

　企業活動を発展させたいというときに、一番大事なのは、

社員が仕事にやりがいを見いだしたり、楽しいと思えたり、

会社が好きと思えるような熱意を持って仕事をしているか

が問われます。つまりそこに「幸せ」を感じられるかどう

かです。

　なぜなら、本書で後ほど数々の事例やデータで示すよう

に、社員の皆さんのパフォーマンスが飛躍的に向上するか

らです。

　会社組織のPurposeとそこで働く個人のPurposeが一致

していると、社員はいきいきと幸せに働くことができます。

社員が幸せだと、会社の業績は間違いなく上がるのです。

　ですから、わたしは会社を発展させていく上では社員の
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幸せが、最も重要ではないかと考えています。「働き方改

革」の本質は、誰もが活躍するというよりも、誰もが幸せ

に働くこと＝「幸せ改革」にあるのではないでしょうか？

　働く時間を短くする、労働時間をギュッと圧縮すれば生

産性が上がる、というのは必ずしも正しいとは思いません。

でもどんな働き方であれ、会社と社員のPurposeが一致し

ていて、そこで働く人々が幸福なら、企業の業績は上がる

はずなのです。

　このことはわたし自身の経験にもあてはまります。

　わたしは社会人になって最初の３年間はコンサルタント

のアシスタントとして、文字通り寝食を忘れて仕事に没頭

していました。しかし突然、スタッフ部門への異動の内示

がありました。大きな会社でしたし、自分が希望したわけ

ではないものの、断ることもできません。そして、そこで

の仕事は自分にとってはあまり幸せではない体験になって

しまったのです。

　スタッフ部門の労働環境はとてもよく、お給料は変わら

ず残業もほとんどなく帰れました。それに仕事に対するプ
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レッシャーもコンサル部門ほど高くはありませんでした。

いままでのキャリアの中でもっとも時給換算で高給取りだ

った時代かもしれません。

　でも「なんだか自分らしくない……」という気持ちが日

に日に募っていきました。

　働く時間が短く、内容もキツくなく、お給料も悪くなか

ったのに、なぜわたしにとってはあまり幸せではなかった

のでしょうか？

　最大の理由は「自分にとって、この仕事をしている意義

や目的」がよく分からなかったから。

　上司には「よい経験になるはずだから」とは励ましても

らいましたが、やはり自分が納得のいく答えを見いだせな

かったのです。

　わたしがそれまで行っていたコンサルタントの仕事では、

政府系の仕事が多かったのですが、「日本をよりよい社会

にする」といったテーマや目的があり、わたし自身もそこ

に貢献しているのだ、という自負がありました。だから大

変な作業にも向き合えていたんだと思います。

　一方でスタッフ部門では、会社がスムーズに運営される
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ことが最大の目的で、わたし個人と組織のPurposeがズレ

てしまっていたのです。

　もともと異動は一時的なものであったこともあり、比較

的短い期間でわたしはまたコンサルティングの現場に戻る

ことができました。

　その一方で、異動した先の隣の部署で、やたらと楽しそ

うに仕事をしている人たちがいたんです。

　コンサルタントの仕事は、活気があり、皆熱意を持って仕

事しています。ただ、クライアントの悩みを解決する仕事と

いうこともあって、皆「うーん……」と眉間にしわをよせな

がらパソコンに向かう、というのが基本的なスタイルです。

　ところが、隣の部署の人たちは皆で談笑しながら楽しそ

うに仕事をしている。なんだろう、あの人たちは？　と気

になったんです。

　コンサルタントの部署の中でも、ある意味その人たちは

完全に「浮いて」いました。でも、すごく利益も上げてい

るという。いわゆるコンサルタントとはちょっと違う仕事

をしていて、「クライアントである経営者に会社の存在意

義や、事業の目指すところを明らかにする」ためのサポー
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トを生業とされていたんです。

　いまわたしが行っている仕事も同じなんですが、ポイン

トはそういったサポートを行う自分たちも「意義・目的」

を確認・共有しあいながら、仕事を進めていくという文化

を大切にしているということだったんです。

　そこにはPurposeを共有し、メンバー一人ひとりがそれ

ぞれの強みを活かして幸せに働けるような仕組みが存在し

ていた、と言い換えることができるかもしれません。存在

意義・やりたいことを、すごく大切に捉えていて、そうい

った本質を考えたり、共有する時間がしっかりと設けられ

ていたんです。

　後に機会があり、彼らのプロジェクトに加えてもらうチ

ャンスを得ました。それが彼らとアイディール・リーダー

ズを創業する起点ともなりました。

　わたしたちアイディール・リーダーズの考え方は、仕事

を遂行するための「パーツ」としてメンバーがいる、とい

うものでなく、一人ひとりが「際立って」いて、それが上

手く組み合わさることで、仕事の規模が大きく発展したり、

異なる分野へと広がっていく──そんな多様な価値観がベ
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ースになっているのです。

　そのほうが皆の意欲が高まりますし成果も上がるのです。

幸せに働くためには、自分の存在意義ややりたいことと仕

事をリンクさせることが鍵を握っているんだ、ということ

をアイディール・リーダーズのメンバーと共に、そして

様々なクライアントと向き合うことで日々確認しています。

　とはいえ、個々人の工夫・努力にも限界があります。一

人ひとりが幸せに働ける組織をどのようにデザインしてい

くか、そのデザインは誰が主導していくのか？　と考えて

いったときに、本書のテーマであるCHO＝Chief Happi-

ness Officerという経営職あるいはその機能を持つ役職が

果たす役割は非常に重要となってきます。

　わたしは日本中の職場から「眉間のしわ」をとりたいの

です。

　そして、そのために日本中にCHOの仲間を増やしたい

と思っています。

　日本では「働く＝大変なこと」、苦労して何かを犠牲に

しなければ高い成果は得られない、といった固定観念が定

着していますが、はたして本当にそうなのでしょうか？
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　現在の、単純な労働時間の短縮へと向かう「働き方改革」

の背景にもこの価値観が色濃く影を落としているのではな

いでしょうか？

　長い時間眉間にしわをよせながら働くことと、働く時間

を短くすることに躍起になって、同じように眉間にしわを

よせながら働くことに、本質的な違いはなく、本当に私た

ちが「幸せ」になっているのか、という点は改めて問われ

なくてはなりません。

　皆が楽しく、やりがいを持って働けることこそが幸せな

状態であり、そんな環境、組織を生みだしていくことが

CHOの役割です。そしてCHOは新しい経営職ではありま

すが、必ずしも役員でなければならない、というわけでは

ありません。後に詳しく述べるように各部門のリーダー・

スタッフもCHO的な役割を果たすことは可能なのです。

　そしてCHOの取り組みをすすめるにあたって大切なの

がPurpose（存在意義）です。

　どのようにすればPurposeが明確になり、組織の中で共

有していくことができるか、という点についても本書では

しっかりと紹介していきたいと思います。
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　本書の構成は以下のとおりとなっています。

第1章 働き方よりも重要なこと。そのキーワードは「幸せ」

➡「時間」に焦点があたりがちな働き方改革ですが、その本質は
社員の幸せにあるはずです。本来の生産性革命とは何かにつ
いても述べていきます。

第2章 ポジティブな感情は仕事のパフォーマンスに影響する

➡様々な研究でも社員の幸福度が高ければ会社の業績が上がる
ことが明らかになってきています。「幸福優位」とも呼ばれ
るそのメカニズムを確認していきます。

第3章
個人にとっても組織にとっても

「Purpose」が起点となる

➡個人と組織が幸せであるためには、Purposeの共有が欠かせ
ないことを詳しく見ていきます。

第4章 Happiness at Workという考え方

➡Purposeを起点とした個人と組織の幸福を実現するための
「４つの要素」をご紹介します。

第5章
Chief Happiness Officerの理論と実践
──INTERVIEW

➡「幸福学研究」の第一人者である慶應義塾大学大学院システ
ムデザイン・マネジメント（SDM）研究科の前野隆司教授
と、WAA（Work from Anywhere and Anytime）を提唱し人事面
から幸福な経営を追求しているユニリーバ・ジャパン・ホー
ルディングス株式会社 取締役人事総務本部長・島田由香様
にお話を伺います。

第6章 次世代型組織の中心となるCHOの実際

➡本書のまとめとしてCHOの取り組みのポイントと、ツール
をご紹介します。
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　社員一人ひとりがPurposeを共有し幸せに働ける職場づ

くりをリードするCHOが知っておくべき理論や、ノウハ

ウをできるだけ分かりやすく解説していきます。本書が会

社を、ひいては日本を元気にする一助となることができれ

ば幸いです。
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