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Part 01

情報の洪水から私たちを導く、知
恵のつかみ方



１日２４時間を使って、どう生きるかを考える

将来の夢を描ける人

顧客の願望を我が事とし、自社の組織をどう束ねるか、そのため
の取り組みと明確なビジョンの提示、そして統率することです。

リーダーとはその組織の、求心力の中心となる人物のこと

毎分、毎秒をいかに生きるか

時間はつねに足りないもの。ましてや、自分でコントロー
ルできるものではありません。２４時間をどう生きるかで
はなく、どう生かすかが問われています。

未来を考えるならば、小さな夢も同時に考えること。その
小さな夢を叶えるために、小さな目標をつくることです。



習慣をつくる
何故なら、人間は意志が弱いものだから

習慣とは、弱い意志を統御することを目指す

リーダーは習慣を集団に根付かせ、成果に結びつける

培われた習慣が仕事の価値を何倍にも引き上げる

リーダーは複線で仕事を走らせ、突如顕在化させる

リーダーシップは、才能ではなく、習慣が産むもの

リーダーシップとは、人々を統率すること自体を指します。
役割ではなく、人との信頼関係を築き、この人についてい
こうと思わせる属人的な影響力を意味します。

https://logivision.biz/2020/06/13/dreams-cash/


物流リーダーの役目とは何か

Point 01

顧客の願望を
実現するため
に、あえて新
たな方向に
人々を向かわ
せること

Point 02

社員を率いて
変革に巻き込
みながら、
人々が変革に
対して抱く恐
れを拭うこと

Point 03

メンバーに
チャレンジす
るＤＮＡを植
えつけ、各自
の「本気さ」
を持続させる

Point 04

抵抗勢力に屈
することなく
変革を貫徹し
ていく～とい
強烈なリー
ダー像を示す

物流の現場は厳しい。内的要素・外的要素に、「ふつう」「いつもと同じ」ということはない。
あらゆる部署でリソースが足らず、ノウハウが通用しない、ギリギリの運用を迫られている。



情報を知恵に換えるには

情報の取捨選択と、異質なものとの融
合が知恵を生む

1.運用面・管理面の知識

2.営業面の知識

収益管理、労務管理、データ分析、
問題抽出力、法令知識、人材育成、
目標設定・達成のためのスキル

商習慣、商品知識、業界情報、収
支計算、マーケティング及びプレ
ゼンテーション能力



自己の振り返り

リーダーは忙しいときほど、孤独の
時間を持とう

リーダーは役職ではありません。役職者
でもそのポジションにつけば、その日か
らそれにふさわしいリーダーシップ・人
間力を発揮できるとは限りません。
その人なりのスケールを大きくし、周囲
の期待に応えられる指導力・統率力を発
揮すかは、まさにその人次第です。



若手リーダーに必要な勉強とは

Option 02Option 01

最初の１０年をどう生き抜くか

Option 03

最高集中度『フロー』の体験

身につけて損はない経営者視点

Option 04

積極行動と失敗経験



Part 02

物流において事業成果を出すための、
チームビルディング構築法



他人との関係をバネにし、制する

出世やプロジェクトのキーマン。
それが、いったい誰なのか、名
簿を作成し、つねに意識するこ
と。

第４象限

b
先輩＆あなたを認めたくない

第１象限第２象限

第３象限

自分より立場が上＆優秀

やっかみや中傷を喰らうと厄
介。一定の距離をとって、刺
激しすぎない。

後輩＆あなたを認めている
あなたのリーダーシップが如
何なく発揮されるチームメン
バー。あなたの言動につねに
従う。

立場が下＆あなたが試されている
数年後、あなたを追い抜く存
在。上長としての器が試され
ている。有能な人を使いきれ
るかどうか。

頭角を現すリーダーは、自身の優秀さを問わず、むしろ、自分より有能な人間を集めたがります。劉備玄徳しか
り、シーザーしかりです。ここで最も大事なマインドセットは、彼らの優秀さ・有能さに嫉妬しないことです。
才能ある人は、自分の才能を高く評価してくれる人のために、骨惜しみせずに働いてくれるのです。あるいは、
死もいとわないものです。



リーダーの器を大
きくするもの

１・リーダーとは育成可能なもの

２・リーダーシップは本人の自覚さえあれ
ば教育や訓練で身につけられるもの

３・リーダーシップとは、チームや組織を
動かす際に、捨てるものを決めて、たった
１つのことに集中させること



リーダーが磨くべきスキル

04 問題解決能力

03 専門知識・技術

02 対人関係能力

01 状況認識能力

①起こっている問題を分析 ②問題の原因を幾層にも深掘り ③自分たち
で対応可能な解決案を課題とし ④リソースを一点投入、解決に導く能力

物流管理スキルと物流技術に必要とされるロジスティクス全領域にわたる
専門知識を習得しており、マネジメント技術を体系的に活用できること

様々なメンバーに合わせて的確に仕事を与え、信賞必罰でやる気を高める
人材育成指導力。と同時に、お客様に好印象を与える折衝交渉力を養う

職場内の全員が納得出来る具体的な目標を設定し、部下を牽引しながら目
標を浸透させ達成する管理手法を学び目標達成管理力を培う



物流専門知識４つのポイント

１．戦略的戦術的な視点から、
科学的なアプローチで分析を行
い、サプライチェーンを再構築
する

３．現場見える化、分析、改善
案構築のためのブレストのスキ
ル、および、想定効果を示す理
論武装

２．物流の役割を経営視点から
捉え、各機能を活かすデザイ
ンの企画立案を行い・実行する
こと

４．先を見据えて行くべき方向
を示す。間違っているときは、
軌道修正か、廃棄も恐れず断行
する

リーダーは、まわりに理解してもらえない孤独の中で、ひとり決断をし
ていく場面に遭遇する。そのときに役立つのは、自分への信頼だけだ



メンバーの中には、積極的なタイプもい
れば、消極的なタイプもいるでしょう。
要は、それを変えるのではなく、引出
し・引き上げるかにある

人材の生かし方

１．拡大時は積極的な
人にやらせ、消極的な
人はチェック機能を働
かせる方向で

２．上げ潮のときは攻
めるのが好きな人に、
引き潮のときは守りの
得意な人に



チームビルディングが課題である。優しくすれば増長され、厳しくすれば反発される

チーム運営は「優しさ」と「厳
しさ」をほどよくブレンドする

優しさ８割、厳しさ２割

人格の高さ、懐の深さ、包容力で人を抱きとめる

時には、厳しい一喝で叱り、反省を促す



Part 03

物流リーダーは何をし、何を考え、
何を語るのか



人から
学ぶ

成功を呼ぶ「聴き方」

どんな人からでも学ぶ態度

心を開く 実際に役
立てる

他の人に
も教える



指導力のもとになるもの

2018 2019 2020 2021 2022

知恵の獲得こそ、人生の目的

知恵を得るために知識と経験を積む

こだわりと迷いを断ち切る

知恵と勇気がひとつになれば無敵

自己を鍛え上げて、社会に貢献する

更なる高みを目指し、多くの人を導く



好不況の影響は弱い所には厳しい仕打ちとなって現れる。困難を打破する
ために、リーダーが行うべきは何かは、とても明確。

市場で淘汰されない唯一無二の掟

Point 01

市場では、必要なもの
以外は残れない

単純にローコスト化し、
単価を下げるのは愚策

顧客の声が原点。よい
商品が残る訳ではない

顧客の問題を解決でき
なければ、死あるのみ

Point 02 Point 03 Point 04



物流リーダーに求め
たい修行精神

POINT 01
まずは徹底的に長所を伸ばすこと

とんでもない武器をひとつ作るPOINT 02

日々の鍛錬で基礎を固めること
POINT 03



上に立つ物流
リーダーの条件

１・多くの人は、自分の自由にならないことで
大いに悩み、逆に自分の努力次第で変えていけ
る部分については何も手を付けないでいる。

前者は圏外に置いておき、後者は自己変革する。

２・沈着冷静さを持ち、心がブレない

３・自分自身を統御できる人



キャリアや年齢には関係がない。奮発して、人生の大逆転を果たせ

自分の能力を上げて、
必ず環境も変化させる



Part 04

無敵の組織をつくるリーダー
のマインドセットとは



顧客の問題を解決する 02

仕事をイノベーションする 03

一点集中、一点突破 04

仕事と哲学を両立させる 01

仕事を成功させる４つ
の原理



前向きな精神の維持が大事

物流リーダー成功の引
き寄せ術

身の回りに起こるすべてのもの
が「成功のタネ」を考えられる
か

正当性バイアスに気を付けて

顧客のお役に立てているかどう
かのチェックと補完
自分たち中心主義、「頑張って
いるから大丈夫だろう観」や自
己満足を戒める



自己奉仕バイアス
自分のミスが発生すると、他
の原因を探す。偶然に起こっ
たことでも、さも法則があっ
たかのように、すり換える

Case 01

信念バイアス
結果が出れば、その過程まで
も正しいと信じてしまう。
「後知恵バイアス」ともいい、
後づけで、もっともらしい理
屈をつけて正当化してしまう

Case 02

確証バイアス
自分の仮説に合った情報ばか
りが目につく。珍しい出来事
を自分の中で一般化したり、
起こる確率が低いことであっ
ても、過剰にあおる

Case 03

思考バイアスに陥るな
人間の脳は、情報が見つからなければ、その隙
間を埋めようとします。
もっともらしい物語を作って、自分に自信を抱
きたいからです。

原因追及が単なる推定や妄想、自分に都合のい
い我田引水にならないようにしましょう。



人々の要請に応える

A

STEP 01

目標管理の
目的は、現
状維持では
ない

B C

STEP 3

必要なもの
を提供して
いるだけで
は足りない

STEP 02

満たされた
時代でも、
「感動」が
必要になる

感動と喜びを与えられる者こそ、リーダー



マインドセットと指導力の関係
同じ仕事能力を持っていたとしても、このふたりが仕事をすれば、同じ結
果が残せるかというと、そうはならないのです。この差は、それぞれが
持っているマインドセットに差があるからなのです。物流会社にあって、
本社スタッフだった人と、現場で揉まれてきた人とは、どうしても、その
マインドセットの重みと深みに差が生じ、成果の差となって現れるのです。

私的な幸福は必ずしも、「自分だけが良かれ」というものではないのです。
①自分が何者であるかを知り ②自分の強みを知り ③強みの活かし方を
知り ④現実にそれで何らかの成果を上げ ⑤世の中に貢献した という
ことが大きいのです。また、「仁・義・礼・智・信」という「五常の徳」
を掲げ、豊かな人間性を背景に、人に接していくことが、大事なのです。

大きな仕事をするための５つの武器



物流が果たす役割とリーダー

リスク
マネジ
メント

人事評価 保険 物流品質

物流は、保管や輸送といった単機能ではない

物流は高レベルのサービスと低コストの両方を同時に満たさ
なければならない

物流事業者は荷主や協力会社の、よき相談相手にならなくて
ならない



ご覧いただきありがとうございました

ロジスティクス＆ビジョン
代表 江島裕
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