
「人の問題」を
終わらせる

仕組み化ガイドブック

for 仕組み経営コーチ



「企業は人なり」「人こそが会社の最大の資産である」
というのは良く知られた格言です。
会社は人で成り立っている以上、

人が大切なのは当然です。

一方、世の中の中小・成長企業の社長を見てみると、
そのほとんどが、毎日「人の問題」に

悩まされているのが実態ではないでしょうか？

たとえば・・・



社員の仕事のミスの対応に追われる

社内のコミュニケーションが希薄になってきた

良い人材の採用が追い付かない

人材のミスマッチが多く、すぐ辞めてしまう

仕事が創業者や特定の個人に依存しすぎている

理念の共有に苦慮している

自立型社員が育たない



あなたの周りの経営者も
いま申し上げたような「人の問題」に

毎日時間を取られているのではないでしょうか？

そうなってしまう原因は、経営者としての能力に
問題があるわけではありません。

会社の経営が「属人経営（人に依存する経営）」
になってしまっていることが原因なのです。

本ガイドブックでは、私たちがこれまで活動/ご支援してきた
経験を基に、属人経営から抜け出し、仕組み化を進め、

「人の問題」を無くすためのヒントをご紹介していきます。



これまでの活動

これまでの活動の内容の一部をご紹介します。



中小・成長企業の世界的権威マイケルE.ガー
バー氏が開発した経営プログラム（現在は終
了）を開催。世界で最も多い300名以上の卒
業生を輩出。

チャットワーク創業者山本氏、新家元制度提
唱者前田出氏らをお招きして「仕組み経営サ
ミット」を開催。



中小・成長企業の世界的権威マイケルE.ガー
バー氏認定のファシリテーターを20人以上排
出（世界最多。現在は終了）。

有名メディアであるフジサンケイビジネスア
イ（イノベーションズアイ）にインタビュー/
コラムを連載中。



ビズリーチ共同創業者の佐藤和男氏、東証一
部上場ビューティガレージ創業者野村氏を招
いて、急成長企業を支える仕組みづくりの講
演会を開催。

クライアント企業の支援を兼ねて、ハリウッ
ド映画アワードにスポンサー参加（Golde
Globe, Critic’s Choice）。



ザッポス、パタゴニア等、海外の急成長企業を複数回視察、シリコンバレーの伝説的起業家・投
資家スティーブブランク氏を訪問してインタビューを実施。



人依存に陥ったパターン

世の中の大半の会社は人依存であるがゆえに、

ビジネスの成長が滞ります。

ここでは人依存で起こる5つのパターンをご紹介します。
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職人型ビジネス

いわゆる「手に職」をつけて独立した社
長は職人型ビジネスに陥りがちです。税
理士は税理士として、エンジニアはエン
ジニアとして、デザイナーはデザイナー
として、として独立します。

しかし、そのサービスを提供することが
出来るのが会社の中で自分しか存在しな
いために、いつまでも自分が現場で働き
続けることになります。職人型ビジネス
は社長の時間と体力の限界が会社の限界
になってしまい、事業がスケールしませ
ん。



職人型
ビジネスの結末

社長の体力と時間の限界と共に、

ビジネスが衰退する。

現場仕事に追われ、長期目線を失う。

現場仕事で忙しく情熱を失う。

スケール出来ずに小さいままで終わる。
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“ハブ”型ビジネス

ハブ型社長はこだわりが強いために、業務に関するあらゆる意思決定が自分に

集中しています。そのため、自立社員やリーダーが育たず、いつまでも仕事が

自分に依存します。

いわゆる組織作りが出来ていないため、自分の代わりに意思決定できる人材が

おらず、いざ事業承継を迎えた時には困難をきたします。



ハブ型
ビジネスの結末

社長の体力と時間の限界と共に、

ビジネスが衰退する。

自立型社員が育たない。

休んでも休めない。

会社を売却したり、承継出来ない。
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“偽・委譲“型
ビジネス

偽・委譲型ビジネスの社長の口
癖は、「ナンバー2に任せてる
から、俺は何もやらなくてい
い」、「あいつがいるから俺は
仕組み化できている」というも
のです。

これは“たまたま”社長の意向に
合う人が社内にいる場合に良く
起こりがちです。実質、委譲し
ているのではなく、放任してい
るだけなので、最もトラブルに
陥りやすい状態と言えます。



偽・委譲型
ビジネスの結末

出来る社員の体力と時間の限界と共に、

ビジネスが衰退する。

出来る社員が離職してスタートに戻る。

自社らしさを失う。

ダブル指示で社内が混乱。
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“Hello, Goodbye”型
ビジネス

新入社員が入ってきたと思ったら、いつの間
にか辞めてしまっている。人の入れ替わりが
激しいビジネスがHello, Goodbye型です。

良い人さえ来ればうちの会社は良くなる、と
勘違いし、仕組みづくりを怠るとHello, 
Goodbye型になります。

このタイプのビジネスでは人の採用や退職の
対応に追われて、前向きな仕事に集中するこ
とが出来ません。



Hello, 
Goodbye 型
ビジネスの結末

採用コストが大きな負担に。

離職対応に追われる。

ミドル/リーダー層が育たない。

社内の雰囲気悪化。
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“烏合の衆”型ビジネス

社長が“社員の自主性を重んじよう“、”自律的な組織を創ろう”と思って、安易に

社員のやりたいことをやらせ始めると烏合の衆型ビジネスになりがちです。一見

すると社員が生き生き働き、自由な社風のように思えます。

しかし、会社としての一貫性や一体感がないために、組織としての力が分散し、

やるべきことが為されないという状況になりがちです。また会社としてのビジョ

ンが明確になっておらず、求心力がないために離職者が増えがちなパターンでも

あります。



烏合の衆型
ビジネスの結末

ビジョンや目標の未達。

離職の増加。

リソースの分散。



人依存 vs 仕組み依存

人依存の反対は仕組み依存です。成長を続ける会社は、

どこかの時点で人依存から仕組み依存へと

変革を遂げています。
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仕組み至上主義の経営

集客、営業、技術、開発、管理、
採用等々、多くの社長は、社長と
は名ばかりで、現場の業務を自分
自身で回しています。このような
状態では、本来経営者の仕事であ
る、会社の未来を考える時間を創
ることができません。

一方、成長し続けている会社は仕
組みに依存する経営を実践するこ
とで、社長が本来の仕事に集中し、
さらに成長していっています。

人依存の会社と仕組み依存の会社
では、社長の経営に対する考え方
が180度違います。



マイケルE.ガーバーが言って
いるとおり、「人が失敗をす
るのではなく、仕組みが失敗
をする」のです。

仕組み化したことによって、
私たちの会社には、人を非難
する文化がなくなりました。

- Brian Scudamore

(1-800-GOT JUNK?創業者)
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属人経営から
仕組みで成長する会社へ変革

赤字38億円からのV字回復した無印
良品。その秘訣は、背中を見て育つ
属人主義から脱却し、仕組み化を進
めたことでした。



仕組み化で実現できること

人依存から抜けだし、仕組み化を進めていくと

何が実現できるのかをご紹介していきます。



組織を整え、成長軌道へ

会社がまだ小さいうちは創業メン
バーの職人技で会社が成長していき
ます。

しかし、成長につれ組織人数が増え
てくると、今度はそのような属人的
な能力がかえって仇となり、社員が
育たなかったり、離反が生じたり、
いつまでも創業メンバーに仕事が依
存したり、などさまざまな問題が出
来てます。

これらの問題を乗り越え、さらに成
長していくためには、会社の経営を
「人依存」」から「仕組み依存」に
変えていく必要があります。



自律型組織の構築 多くの会社では、社長が組織の中心にい

ます。あらゆる意思決定に社長が口出し

をするハブ型組織です。

この状態では、社長が業務の細かいとこ

ろまで指示を出さなくてはならず、ビ

ジョンや戦略の立案に時間を使うことが

できません。社員も社長の指示待ち人間

であることが多いです。

一方、自律型組織では、各社員が自分の

持ち場を守り、上司や社長からの細かい

指示がなくても、会社の理念やブランド

に沿った意思決定を行い、行動すること

ができます。



スムースな経営承継

• カリスマ社長の属人的なリーダーシップで会社を引っ張るのでは、良くて
も一代限りで終わってしまいます。そうではなく、会社を永続的に成長さ
せる仕組みを整えることこそが、現役社長の最大の仕事と言えます。

• ホンダ創業者本田宗一郎氏やスティーブジョブズ氏などは、多くの商品を
生み出し続けました。

• それはもちろん素晴らしい作品だったと思いますが、彼らの最高の功績は、
彼らがいなくなった後も成長し続ける”ホンダ”や”アップル”という会社そ
のものだったのです。

• 彼らと同じく、経営者が変わっても会社が成長し続ける仕組みを作ること
こそが、経営者として残せる最も大きな功績でと言えるでしょう。



M＆Aによる出口戦略を実現

あなたの会社は社長（あなた）がいなくても
うまく回りますか？

もいあなたが会社を売却したい、またはせざ
るを得ないと思った時、ほとんどの企業に
とってハードルとなるのがこの問いです。

経営が社長に依存しており、社長が変わった
ら経営できない、というような会社は、売り
に出たとしても買い手が付きにくいです。

会社売却という社長の出口を上手く迎えるた
めに大事なのは、自分に依存する会社から、
仕組みに依存する会社へと変革することなの
です。



経営者が経営の仕事に

集中する時間を創出

多くの社長は社長業をしながら、現場
の仕事も兼任しています。

それゆえ、顧客が増え、売上が上がる
のと比例して、現場の仕事が増え、経
営の仕事に集中できないという“成長
のジレンマ”が生まれます。

そうならないよう仕組み化をすること
で、社長は現場から離れ、経営の仕事
に集中することができます。



仕組み化とは？

仕組み化、仕組みづくりという言葉は聞いたことあるけど、
いったいどういうこと？という疑問にお答えします。



1．仕組み化≒属人化からの脱却

ひとつめの意味は、「仕組み化＝仕事
の属人化からの脱却」です。これは最
も一般的な定義かもしれません。

仕事の属人化とは、仕事内容がそれを
担当している個人に依存してしまって
おり、ほかの人ではできない、という
状況のことを指します。

仕事の属人化は、会社の成長にとって
妨げになるケースが多いです。



仕組み化

≒成功の複製

仕組み化の意味を「成功の複製」と考えること
もできます。たとえば、うまく行っているお
店を複製することで、成長できますし、成果を
上げている営業担当者の仕事のやり方を仕組み
化することで、ほかの人でも同じように成果を
出すことができます。

属人化された仕事内容を仕組み化することで、
ほかの人でも同じようにできるようになります。

仕組み化≒成功の複製と考え、うまく行ってい
るやり方を複製できれば、売上は倍々で増えて
いきます。



仕組み化≒良い習慣作り

チェーンストア経営を日本に広めた、渥美俊一氏は、「仕組み化とは良い習慣
づけ」と解説しています。これは非常にわかりやすい定義だと思います。良い
習慣づけとは、特別な努力や配慮や留意、注意をしなくてもいつの間にか良好
な結果が出ることです。

たとえば、歯磨きを考えてみるとわかりやすいでしょう。子供の時、歯磨きを
したり、させるのには努力を要します。子供にとってははじめてのことですか
らね。ただ、それでも続けていくと、歯磨きが習慣化できます。ひとたび習慣
化できれば、大人になってからは、なんの努力もなく歯磨きをすることができ、
それによって、自然と良好な結果（歯が白くなる、虫歯にならないなど）が出
ます。

このように、勝手に良い結果が出るための、習慣づけを会社内でも行っていく
こと。これも仕組み化の意味と言えるでしょう。



仕組み化を支援できる
唯一の存在、仕組み経営コーチ

以上、人依存と仕組み依存の違い、そして仕組み化とは何か？
をご紹介してきました。仕組み化は日本の中小・成長企業の必
須課題と言えることがお分かりいただけたかと思います。

次ページでは、仕組み化を支援できる

仕組み経営コーチについてご紹介しいたします。



仕組み経営コーチはこんな方にお勧めです。

現在、何かしらの実業をされていて、近い将来その業界経

験や業務経験を活かしてアドバイザー的な仕事をしたい方。

経験を活かして、

新しい仕事を始め

たい人

顧客層を広めたり、付加価値向上のために今のビジネスに

加えて、アドバイザー的な仕事をスタートしたい方。

新規事業でアドバ

イザー業を始めた

い人

既にコーチやコンサルタントとして活動しはじめたが、

もっと拡大していきたい方。

コーチ/コンサル

の仕事をもっと

拡大させたい方



仕組み経営コーチが出来ること

•仕組み経営コーチは、私どもが中小・成長企業にご提供してい
る会社を仕組み化するプログラム「仕組み経営導入パッケー
ジ」をご自身の商品としてクライアントにご提供していただく
ことができます。

• 仕組み経営導入パッケージは、経営者の理念を実現するための
一貫性のある仕組みづくりを個別支援するプログラムになって
います。

• 仕組み経営導入パッケージの特徴は次のとおりです。



特徴①セミオーダー式で仕組み化を実現

•導入パッケージはセミオーダー式です。仕組みのテンプ
レートをクライアントの状況に合わせて、カスタマイズし
て導入します。

•そのため経営者の方の理想の会社作りを目指し、オリジナ
ルの仕組みを創っていきます。

•そして、既に多数の企業で導入されている「仕組み化のた
めの仕組み」を活用することによって、ゼロからすべてを
生み出す必要がありません。最短の時間とステップで仕組
み化を実現していきます。



特徴②経営人材と仕組みの両方を手に入れる

•仕組み経営導入パッケージでは、経営者の他に社員の方も
参加可能です。

•多くの導入企業様が幹部の方、または後継者候補の方と一
緒にご参加されています。

• 仕組みづくり（経営の仕事）を社員と共に行うことで、仕
組みを手に入れるだけではなく、経営人材も育てることが
出来ます。



特徴③経営者の理想の会社・仕組みを創る

•仕組み経営導入パッケージは私たちの提唱する経営のやり
方をクライアントに当てはめるものではありません。

•ここが他のコンサルティングなどと大きく異なる点です。

•あくまで経営者の理想とする会社を創るために、クライア
ント独自の仕組み作りをご支援するプログラムです。従っ
て、導入パッケージを受けていただいた会社様は、それぞ
れ全く異なる仕組みや文化を実現されることになります。



仕組み経営
コーチになる
メリット

1. 過去40年間、世界中で実証された社長の本質的

な問題を解決する仕組み経営メソッド。

2. 事業承継や生産性向上等、時流に対応。

3. 一生できる。

4. 高単価

5. 質の高いクライアント

6. セッションや集客など、重要な仕事に集中でき

る仕組み。

7. 全てオンラインで完結可能な仕事。

8. 実証された成約までの流れ。

9. 経営のノウハウ＋コーチング。

仕組み経営コーチになっていただ
くと、このようなメリットが得ら
れます。

詳しくは次ページの体験ウェブセ
ミナーでご案内していますので、
ぜひご活用ください。



仕組み経営コーチにご興味を
お持ちいただいた方は

「体験ウェブセミナー」へ。

https://lp.shikumikeiei.com/coachseminar

https://lp.shikumikeiei.com/system
https://lp.shikumikeiei.com/coachseminar/

