第 194 号 2016 年 10 月 17 日

「最小限の研修」は「戦略の明確化」から！経営陣への質問が重要
合同会社 5W1H

そろそろ来年の研修を検討しようと思われている企業も
多いようなので、今回は、「時間や費用などの制約があ
るため、最小限の研修だけを効果的に実施したい」とお
考えの、人財育成・組織開発担当者やライン・マネジャ
ー、中小企業の経営陣などの参考になればと、今月に
入って報道された２つのニュースを絡めながら、弊社なり
の考え方を紹介いたします。

ノーベル賞の「オートファジー」と、大規模停
電を引き起こした「火災ケーブル」
今月、オートファジー （Autophagy；自食作用）の仕組み
を解明した功績から、大隅良典さん（東京工業大学栄誉
教授）がノーベル生理学・医学賞を受賞されたことがニュ
ースとなりました。
オートファジーは、「栄養制御」「細胞内浄化」「細胞質内
に侵入した病原微生物の排除」などといった形で、「生
体の恒常性維持」に関わっていることが知られていま
す。
…ごく簡単に補足すると、「栄養制御」とは「栄養飢餓状
態に陥った生物が、自分の細胞内のタンパク質を分解し
て一時的にエネルギーを得ること」で、「細胞内浄化」と
は「細胞内タンパク質の異常な蓄積を防いだり、栄養環
境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったりす
ること」を指しています。
さらに（正確さよりもわかりやすさを優先して）ざっくり理解
しようとすると、「細胞内の不要なものを分解したり、リサ
イクルしたりするという『新陳代謝』のメカニズムで、重要
な役割を果たすのがオートファジー」だと解釈できそうで
す。
…ヒトが生きていくために、毎日合成しているタンパク質
は２００～３００グラム程度であるとされています。 また、１
日に食事から摂取できるタンパク質の量は５０～８０グラ
ム程度に過ぎないとも言われています。 そうすると、そ
の差、１２０～２５０グラム／日程度の不足分は、どうして
いるのでしょう？ その不足分を、「さまざまな臓器を停
止させず、通常通り機能させながらも、既に体内にある
タンパク質のリサイクル（分解→合成→再生利用）で担
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っている」のがオートファジーだということです。
同じく今月、「東京都内の約 58 万 6000 戸に影響が出
た大規模停電を引き起こしたのは、約 35 年間、一度も
交換したことがないケーブルの経年劣化による火災らし
い」というニュースがありました。 まだ火災原因の断定
には至っていないようですが、今回の報道によって、
「定期的に、機械の部品やオイルを交換する」あるいは
「定期的に、スマートフォンやパソコンのＯＳやアプリを
アップデートする」といった形で「新陳代謝が正常に行
われていること」が「正常な機能の発現・維持」のため
に非常に重要であることを改めて実感しました。
私が、ノーベル賞の対象となった「オートファジー」の話
と、大規模停電を引き起こした「火災ケーブル」の話に
共通するのではないかと連想したのは、「新陳代謝」と
いう概念でした。 生体であれ、機械であれ、高速道路
やガス管・水道管であれ、さまざまなものがその生命や
機能を維持するための根本的なメカニズムとしての
「新陳代謝」は重要なのですが、普段、目立ちません。
まだ、ガス管・水道管などであれば、「入れ替え工事」と
いった形で、新陳代謝が行われていることを意識しや
すいかもしれません。 しかし、私たち自身の身体の新
陳代謝の場合には、「さまざまな臓器を停止させず、通
常通り機能させながら」行っているわけですから、まるで
「飛行機が、空を飛びつつエンジンなどの部品を入れ
替えている」くらいの離れ業のようにも感じます。 日常
生活を送るうえで、注目を浴びることもなく、まったく目
立たない活動だけれど、生命や機能を維持するうえで
不可欠な「新陳代謝」の重要性、改めて認識された方
も多いのではないでしょうか？
さて、ここまでお読みくださったあなたは、「時間や費用
などの制約があるため、最小限の研修だけを効果的
に実施したい」という話と「新陳代謝」の話は、どのよう
な形で関連付けられそうだと予想されますか？
…「２０世紀は『分析』の時代で、２１世紀は『統合』の
時代」とも言われます。まったく異なる物事の間に「つな
がり」（新結合）を見つける訓練は、イノベーション（創
新普及）を興していく能力を高めるうえで、有用ではな
いでしょうか？
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「やらないよりは、やった方が良いこと」が、
最大の障害！？
その人の置かれた状況や状態にもよりますが…「定期的
な運動をしないよりは、した方が良い」「目先の仕事に直
結しなくても、専門分野の主体的な学習はしないよりは、
した方が良い」「今流行の○○は、体験しないよりは、体
験しに行っておいた方が良い」「自分の部屋は片付けな
いよりは、片づけた方が良い」などなど、私たちの身の回
りには、「やらないよりは、やった方が良いこと」が満ち溢
れています。
「舵取りコミットメント」という弊社の「目標設定セミナー」
などでお伝えすることもありますが、実は、「何かの目標
を達成しようとする際に非常に大きな障害となるのが、
『やらないよりは、やった方が良いこと』」です。 「『やら
ないよりは、やった方が良いこと』に、時間・費用・労力
などを分散させてしまって、重要な取り組みがおろそか
になってしまう」ため、結果的に、目標達成を邪魔してし
まうのです（※１）。
「やらないよりは、やった方が良いこと」は、人が良かれと
思って薦めてくださったものだったり、話題や流行になっ
ていて興味深かったりする場合も多いため、ついつい、
「日常業務を遂行するうえで、注目を浴びることもなく、
まったく目立たない活動だけれど不可欠な『新陳代謝』
（※２）に相当する活動をないがしろにして」しまい、そち
らに飛びついてしまいがちとなる氣持ちはわかります。
しかし、やはり、「自分が所属する組織が取り扱うべき問
題・課題・目標」は何なのか、そして、「組織の持続的な
発展・繁栄の下支え」として欠かしてはいけない「新陳代
謝のような持続的な取り組み」には何があるのかというこ
とについて、しっかり考えて手を打っておかなければ、第
２、第３の「大規模停電」を起こしてしまいかねないので
はないでしょうか？
※１ 「今すぐできる『小さな一歩』にばかり取り組んで、『対症療
法』を繰り返し、事態を悪化させないためには『問題設定』
が重要」といった考え方に興味をお持ちの方は、下記の参
考情報をご覧ください。
z 今すぐできる「小さな一歩」"ばかり"

探さない！

（ブログ版）（PDF版）
※２ ここで言っている「新陳代謝」とは、単に「採用と解雇」による
「人の入れ替わり」を指しているのではなく、「優秀な人財の
獲得が難しく、今いる人財で何とかやっていく」ことが求めら
れる組織の「自己刷新」（人財育成と組織開発）を指していま
す。 以降、用語を併記すると読みづらくなるため、「新陳代
謝」だけを用いますが、文脈に応じて、「自己刷新」を指すも
のであることをご了承ください。

あなたが所属される組織では、「新陳代謝」のように目
立たず、軽視され、後回しにされがちな「人財育成・組
織開発の取り組み」が、下記のような側面から重要であ
ることを、しっかりと認識されているでしょうか？

「短期的・経済的成果が測定しづらい投資」として
軽視されがちな「人財育成・組織開発の取り組み」
の重要性とは？
z

「経営戦略・事業戦略の実行」や「組織の持続的な
発展・繁栄の下支え」、「企業価値の向上」を可能
にするといった形で、「組織の財務上の目的達成
に貢献する取り組み」であり、

また、その成果として、意識や行動の変容がもたらさ
れることを通して、
z

「顧客あるいは従業員の満足度の向上につなが
る取り組み」でもあれば、

z

「業務プロセスの効果性・効率性の向上につなが
る取り組み」でもあると言える。

上記を踏まえ、人財育成・組織開発担当者やライン・
マネジャーには、「人財プールの充実度が、戦略を規
定する」という側面について経営陣の理解を促し、「優
秀な人財が働きたいと思う組織」にしていく取り組み
が求められます。

「『足りないものを補おう！』とする『終わりのない底上
げ研修』」に陥らず、「やらないよりは、やった方が良い
こと」に惑わされず、自組織なりの問題意識や課題設
定に基づく「戦略的な視点」から、「新陳代謝」の内容
を選定されていますか？

「組織能力の向上」に取り組むには、経営陣
に質問しなければならない！
ここまでの話で、「時間や費用などの制約があるため、
最小限の研修だけを効果的に実施したい」と考えるの
であれば、良かれと思って他者が薦めてくださった研修
や、話題や流行になっている研修に飛びつくのではな
く、「組織自体に競争優位性を持たせる役目も果たす
『新陳代謝』的役割の研修」の持続的な実施も忘れな
いようにしなければならないことを、ご理解いただけた
のではないでしょうか？
「現状実施して（きて）いる研修体系の見直しを図る」と
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いう考え方の背景にあるのは、「従来施策の延長戦上に
ある『改善』」です。 これはこれで、確かに有用（やらな
いよりは、やった方が良いこと）だと思うのですが、人財
育成・組織開発に多くのリソースを割けない大半の組織
にとっては、「戦略の実行」や「組織の持続的繁栄を可
能にする適応力の向上」などといった「ビジネスの視点」
を欠いた研修であれば、むしろ有害となってしまいかね
ません。
例えば「ＯＪＴを充実させる」「人事評価項目を変更する」
「頻繁に短時間面談の機会を設ける」など、研修以外の
ことに取り組んだ方が「組織にとって望ましい成果」が期
待できるかもしれないといった側面について検討するな
ど、「研修は、人財育成・組織開発の中の『ひとつの手
段』に過ぎない」という包括的な視点に立った研修体系
の構築が求められているのではないでしょうか？
人財育成や組織開発の担当者の仕事は、「レストランに
入って、人氣メニューをいくつか選んで注文するように研
修を選び」、発注・実施することではありません。 「経営
陣に確認しておきたい質問の例」や「図解：人財部門は、
『恒常性維持』と『創造・進化』の両立へ」、「表１：『状況
認識』の違いによって、『組織能力を向上させる取り組み』
の内容は変わる」、「表２：『浅い学習』 vs. 『深い学習』」
で取り上げたような内容について、経営陣やライン・マネ
ジャーとしっかり対話しながら、意識の共有を図るプロセ
スを経て、今の自組織にとって最も効果的だと思える
「最小限の研修」を選ぶことが求められるのではないで
しょうか？

門横断的＆人財・組織部門自身）には、どんな事柄
があるか。

• 経営陣自身が抱える問題や課題は何か？
…経営者を含めた経営陣も「組織の人財」であるため、
人財・組織部門が「意図して『開発』する対象」であり、
「自（おの）ずから『発達』するのを支援する対象」で
す。
※３ 参考記事
•

目的達成に没頭して数値管理←高業績者が部下の信
頼を失う道！

•

経営陣に投資して、組織の業績向上！？ 社員の底上
げより効果大？（ブログ版）（PDF版）

など

恒常性維持
z

ビジネス環境の変化に対応して、組織内部の状態
を安定に保つよう、分析に基づき、『確実性・信頼
性』を探求する

z

『制度』の構築と適切な運用、さまざまなプロセスの
『標準化』の推進 など

A

…弊社としては、「新たな可能性や柔軟性を育む『冗長
性』」なども重要だと考えていますが、今回のニューズレ
ターでは、あくまでも「時間や費用などの制約があるた
め、最小限の研修だけを効果的に実施したい」をお考え
の方向けに、是非検討していただきたい事柄についてご
紹介しています。

A C B
エンゲージメントの向上、
リーダーシップの発揮、
後継者育成 ほか

経営陣に確認しておきたい質問の例
• 現時点における、自社のビジネス上の課題は何か？
…「短期あるいは長期で、どんな変化の兆しや機会を
認識しているのか？」といった視点や、「フレームワーク
質問力」の「問題発見→問題設定→課題設定→目標
設定」といった流れなども意識して整理する。

• その課題を解決するために、組織と人財の側面か
ら求められる活動は何か？
…「ライン部門で検討すべきこと」（現行＆近い将来の
プロジェクト）、「人財・組織部門で検討すべきこと」（部

創造・進化
z

外部資源を活用しつつ、ライン部門と密接に協働
し、仮説に基づき、『新たな可能性・有効性』を探求
する

z

『予測／仮説』と『結果』の『ギャップ分析』を適切に
行い、次の手に活かす（2016 年 03 月 08 日公開記
事 図表１参照） など

図解：「人財部門は、『恒常性維持』と『創造・進化』の
両立へ」
[ 出典：「＠人事」様での連載記事：「組織への提言に『ビッグデー
タ』、個人目標達成に『リトルデータ』」 より転載 ]
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表１：『状況認識』の違いによって、
『組織能力を向上させる取り組み』の内容は変わる
将来予測がほぼ確実な
VUCA なビジネス環境
ビジネス環境

要望・依頼に確実に応える
姿勢が重要

同意に基づく製品・サービス
の提供
要望を推測・共に言語化
する姿勢が重要

手際のよい処理能力が重要

適切な課題設定能力が重要

保証されている結果を提供

計画性・着実性・手段を重視

創造性・柔軟性・目的を重視

自前主義の閉鎖系組織
が優勢
他社との競争に勝つこと
が重要

変化の創出／変化への適応
が重要
協働が盛んな開放系組織
が優勢
高価値創出に向けた協働
が重要

行動定着と結果に着目

相互作用と成果に着目

無駄を排した効率化が重要

[ 出典：「＠人事」様での連載記事：「今後は、行動定着よりも相互作
用！ キーパーソン・人財部門の役割は？」 より転載 ]

表２：『浅い学習』 vs. 『深い学習』
浅い学習
深い学習
研修で、その分野の権威が
伝える知識は、普遍的で間
違いのない事実や手順だと
して、まずは無批判で信じる
ようにする
研修の目的や意図、学習メ
ニューの全体像などを踏ま
えることなく、まずは記憶す
る
研修内容と、研修参加者が
既に知っている内容は、基
本的に無関係のものとして
取り扱う
研修内容は、断片的でまと
まりのない知識の集合体で
も仕方がない（…組織とし
て、一旦「研修で教えてあ
る」ことが大事）
研修参加者は、事実を記憶
し、「なぜそのように行うの
か」といった事柄に関する理
解がなくても、特定の言動・
態度が取れるようにする
研修で教わったものと異なる
状況に遭遇した場合には、
混乱したり、対応が遅れたり
しても仕方がない

あなたが所属される組織では、「レストランに入って、人
氣メニューをいくつか選んで注文するように研修を選ぶ」
のではなく、「『新陳代謝』のような重要な取り組みを欠
かさない」ためにも、「他社が模倣することが困難な、
独自価値を創出する人財・組織になっていく」ためにも、
「経営陣やライン・マネジャーとの間で、『戦略の明確
化』を図るような『深い対話』に基づく研修選び」をされ
ているでしょうか？

新たな知識を教わる際には、
「それがどのように生み出され
たのかという過程を理解し、そ
のプロセスが適切かどうかにつ
いて、丁寧に確認する」よう促す
研修の終わりには、自分の理解
した内容や疑問点などについ
て、他の参加者との対話を通し
て振り返り、全体質疑でポイント
をシェアする
研修参加者は、新しい知識や概
念と、これまでの知識や経験を
どのように関連付けて捉えるこ
とが重要なのかについて、納得
できるまで質問する
異なる分野の知識が「どのよう
に相互に関係し合うのか」といっ
た視点から学び、異分野の知識
を統合させること・実際に活用で
きることを重視する
研修参加者には、「様々な知識
や事例にどんな共通パターンが
あるのか、それらの根底にある
基本原則とは何か」を探求する
ことを促す
新たな考え方や状況に遭遇した
場合には、「目的達成に向け
て、それをどのように評価し、対
応方法を検討するのが適切か」
考えることを促す

[ 出典：合同会社５Ｗ１Ｈ Facebookページ記事：『深い学習』vs.『浅
い学習』…いくつかの切り口 より転載 ]

組織開発・人財育成担当 の方へ
中小企業の経営陣 の方へ
「人財育成体系の策定」や次期の「研修体系づくり」
を検討されている方で、もし、今回のような話に興味
をお持ちの方には、「御社の課題の明確化」などに役
立つ「無料個別相談」（１社様２時間まで）を受け付け
ております。 無料個別相談を希望される方は、こち
らから、お氣軽にお問い合わせください。

さて今回は、「時間や費用などの制約があるため、最
小限の研修だけを効果的に実施したい」とお考えの、
人財育成・組織開発担当者やライン・マネジャー、中小
企業の経営陣などの参考になればと、ノーベル賞の対
象となった「オートファジー」の話と大規模停電を引き起
こした「火災ケーブル」の話をつなぐ「新陳代謝」という
視点を取り上げ、「短期的・経済的成果が測定しづらい
投資」として軽視されがちな「人財育成・組織開発の取
り組み」についての弊社なりの考え方を紹介してまいり
ました。
あなたは、どんなことを感じたり考えたりされたでしょう
か？周囲の方々とお話になってみてくださいね。それ
では、次回のニューズレターでまたお会いしましょう♪
セミナー・イベント情報
10 月 26 日（水） 「コンフリクト・マネジメント」に役立つコミュニ
ケーションの基礎
11 月 2 日（水） 「英語動画×質問」学習会【第３回】
11 月 8 日（火）－9 日（水） フレームワーク質問力®
11 月 13 日（日） 教養醸成の会【第５４回】
11 月 16 日（水） 「英語動画×質問」学習会【第４回】
11 月 19 日（土）－20 日（日） フレームワーク質問力®
11 月 30 日（水） 「英語動画×質問」学習会【第５回】
12 月 3 日（土）－4 日（日） フレームワーク質問力®
12 月 11 日（日） 教養醸成の会【第５５回】
1 月 9 日（月・祝） 【目標設定セミナー】舵取りコミットメント
→ 最新のセミナー・イベント情報はこちら
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発行・編集
持続的な自己刷新で、ユニークに生き抜こう！
「クリエイティブで粘り強い」人財・組織の育成を支援
合同会社 5W1H
代表 高野 潤一郎

http://www.5w1h.co.jp/
• ニューズレターの購読・配信停止・配信先変更
• ニューズレターのバックナンバー
「著作権法」で認められる「引用」を超えて、合同会社５Ｗ１Ｈ高野潤一
郎の許可なく転載およびそれに類する形式で情報発信されることを禁
じます。（引用されるときには、出典の明記をお願いいたします。）
※著作権・引用・免責事項・個人情報の取り扱い・リンク
[参考情報]
• 著作者人格権の侵害に関しては、著作権法 18～20 条
• 著作権の侵害に関しては、著作権法 21～28 条
• 差し止め請求権に関しては、著作権法 112 条
• 損害賠償請求権に関しては、民法 709 条
• 著作権侵害の場合の刑事罰に関しては、著作権法 119～124 条
• 著作権情報センター
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