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◆ミドルマネジャーが相互につながる

重光：まずは、なぜリフレクション・ラウンドテー
ブル（以下RRT）を導入されたのか。当時の課題
意識や導入の経緯、その後の展開についてご説明い
ただけますか。
白濱：富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ（以
下、富士通SSL）では、マネジメント力向上の施策
が求められており、2005年に部長研修を実施しまし
たが、一時的な効果のみで継続性はありませんでし
た。また、当時は事業部制から本部制に変わったタ
イミングで、経営層は、全社視点を持つための、本
部の壁を越えて、横串で通すような場を求めていま
した。そのタイミングで、ヘンリー・ミンツバーグ
教授のマネジメント教育プログラムを受講していた
方が役員になり、トップダウンで2007年からRRT
を導入しました。
　１年目は初めての試みということで、各本部長に
主旨を説明して本部長推薦で受講者を選抜しまし
た。当社からは各本部の部課長６人、富士通グルー
プから３人の計９人で１テーブルを回しました。
　始業時間の９時～10時15分の75分間。それを毎週

―導入企業３社に聞く―

　かつての日本企業には、組織の壁を越えて現場の知恵を共有し、事業戦略に活かす強さがあったという。現場の力
を上げるためには、課長などのミドルマネジャー層の間に「つながり」があることが重要となる。このつながり構築
に関連して注目されているプログラムの１つが「リフレクション・ラウンドテーブル（以下RRT）」である。RRTを
導入した企業ではどのような変化があったのか。今後の課題は何か。RRTを導入している企業３社に話を伺った。
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リフレクション・ラウンドテーブル（RRT）とは

　RRTは、ミドルマネジャーを中核とした組織開発プ

ログラムです。健全で思慮深いマネジャーの育成と、

組織の活性化を相乗的に起こしていきます。

　具体的には十数人のマネジャーが毎週集まり、20～

30回内省的な対話を繰り返します。これまでも、優れ

た企業には、キヤノンの｢朝会｣、ホンダの｢ワイガヤ｣

など、独特のコミュニケーションの型、対話の場があ

ります。RRTではそうした対話の場を作っていきます。

　一見シンプルな対話の場であるRRTですが、きわめ

て特徴的なのは、カナダのマギル大学教授、ヘンリー・

ミンツバーグが提唱する、優れたマネジャーに共通の｢

マインドセット｣が織り込まれていることです。

　毎回の対話の場では、マインドセットに即した、世

界一流の経営学者による着想や洞察からヒントを得ま

す。そのことで自分の枠組みを超えた、スケールアッ

プした内省が可能となります。

　スケールアップした内省と、構築されたマネジャー

同士の関係性、この２つが組み合わさることで、コミュ

ニティが醸成され、　自らの組織を変革に導く主体的な

協働を創出するのです。

ENSOU代表取締役　経営学博士　小森谷浩志
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１回、全30回という約１年にわたる長いプログラム
です。いままでにない研修形態で、受講者（私も）
が不安に思っていたので、旗振り役の役員が一人ひ
とり事前に面談をして受講者をモチベートしまし
た。それでも、最初は、不機嫌で不安な顔で参加し
ていた方がいましたけど。
　その役員と私はオブザーブとしてすべてのセッ
ションに立ち会いましたが、受講生はあまり気にす
ることなく、ざっくばらんに話をしていました。人
事部からも当時の課長が１人、自薦で参加しており、
現場で何が起こっているのか生の声が聴けて、少し
でも現場を理解することができて本当によかった。
その後も現場とのコミュニケーションが取りやすく
なったと言っていました。
　２年目以降は、受講者は各本部から１、２人、富
士通グループから２、３人の部課長。ファシリテー
ターは、前年の受講者が務めるという自走式で継続
しています。同じ富士通グループでも業務内容が異
なっていたり、同じ業務内容でも考え方や文化が
違っていたり、部長と課長で役職が異なっていても、
マネジャーの悩みは共通でした。同じ悩みを持つマ
ネジャー同士が交流を深めることで、違う文化に触
れ、気づく、気づかされることは多くあったと思い
ます。
　この形で５年続けてきて、全幹部職の４割が受講
し社内に浸透しており、受講生の確保が難しくなり
ました。部課長混在といっても、一昨年くらいから
課長の比率が高くなってきたこともあって、今年か
ら課長２年目を対象に実施しています。部長が本部
を越えて若手課長を育成するというねらいから、
ファシリテーターは、１期生にお願いしました。当
時、課長だった１期生は、いまは全員が部長職になっ
ており、主旨を理解いただき、快く協力してもらい
ました。
加藤：日本たばこ産業（以下、JT）では2011年か
らIT部で導入しています。IT部は2009年に新設さ
れて、部下の研修プログラムは一所懸命作っていた
んですが、マネジャー向けのトレーニングコースは
持っていなかったんです。全社的な新任マネジャー
研修を受けた後は、継続的なトレーニングがないの

で、部として何か必要だろうと部長も以前から考え
ていた背景がまずはありました。
　そこに、新年度のキックオフにあたってのアン
ケートで、「マネジャー層のコミュニケーションが
悪くて混乱している」という指摘が部下から挙がっ
てきた。何かやってみようと同僚のマネジャーが
RRTを持ってきたことがきっかけでした。だから、
私自身は仕掛けられた側です（笑）。
　１年目は、IT部のマネジャー６人で、朝８時半
～10時の90分間で始めました。当社の始業は９時で
すが、毎週水曜日、早めに集まって実施したわけで
す。ジェイフィールさんにファシリテーターをお願
いして、全30回。話したがりの人間が多いのか（笑）、
やってみたら足りないということで、合間に１泊２
日の合宿も１回行いました。
　そのなかで気づいたのは、出身の異なる部署か
ら人を集めてできた組織だったので、確かにマネ
ジャー間のコミュニケーションの機会が少なかった
かもしれない。でも、それよりも組織としての課題
は、問題を他人事として誰かに押しつける他責の意
識が部内に蔓延していることではないだろうかとい

重光直之さん
　ジェイフィール 取締役
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うことでした。
　30回を経て、マネジャー間のコミュニケーション
が良くなったという効果を皆が実感したこともあっ
て、２年目以降は、部内の次期リーダー候補も含め
た下の階層に広げて、現在３期目です。並行してわ
れわれ１期生も、現在まで自主的に継続しています。
業務の都合で全員が揃わないこともありますが、同
じ曜日、同じ時間帯に、いまも集まっています。

◆�理解だけで終わらず�
実際の変化につながる

内田：日産自動車では、全社的に行った従業員サー
ベイで、当時私がいた商品企画部門の雰囲気があま
り良くないという結果が出てきたのが、そもそもの
きっかけです。さらに調査してみると、１つ上のマ
ネジャー、いわゆる直属の上司に対して部下が不信
感を持っている。具体的には、部下の育成を考えて
ではなく、「あなたはこの仕事をやったことがある
からできるよね」と属人的に仕事を割り振ったり、
マネジャーがころころ変わりリソースのマネジメン

トがうまくいっていないという不満があったんです。
　加えて、一人ひとりの仕事量は確実に増えている
のに、人員は増えていない。業務環境は厳しくなる
なかで、徐々に「自分はきっちり仕事をこなしてい
るのに、あなたはやっていない」、「常に相手が悪い」
というマインドセットが蔓延して、いつの間にか、
ぎすぎすした不機嫌な職場になっていたのです。
　そんなときに、私の前任者がRRTのことを知っ
て説明を伺ったんです。実は当初、最も魅力を感じ
たのはビデオでした。典型的な社内状況をプロの役
者さんに演じてもらって、映像にして見せる。いま
までにない面白い取り組みに惹かれました。
重光：社内をくまなくインタビューさせていただい
て、日産自動車の制服を着て、日産自動車の言葉を
使って、まさしく社内状況をビデオ化して。RRTは、
そのおまけとして導入された（笑）。
内田：どちらかというと、そうかもしれません（笑）。
以前からマネジメント研修は実施していましたが、
それほど効果がないと感じていたんです。皆、賢い
ので、MBA流のケーススタディをやっても、この
ケースならこう答えれば正解だろうとパターン化で
きる。言われたことは理解していても、どこか「自
分には関係ない」と思って聞いているので、研修の
翌日から変化があるかといえばそうでもない。
　ところが社内の実情をビデオ化すれば、ケースス
タディには書かれていない、自分の影を見ての気づ
きがある。あの上司は自分だな、あの部下はあいつ
だなと思いながら、普段の一人称ではなく三人称で
その場面を振り返ると、自分もああいうことをやっ
ているかもしれない、たしかにああいうとき部下は
嫌な顔をしたなということを客観的に理解する。
ケーススタディとはまったく違う効果があると考え
ました。
　そこで2008年から、商品企画部門の課長職を対象
にこのプログラムを導入。１年目は１グループ10人
として、２グループに実施しました。課長職といっ
ても人数が多いので、意識の高い者も一定数いたた
め、基本的にすべて自薦です。毎週１回、朝８時45
分から10時までの75分間。標準30回の工数は割けな
いと判断して、当初から20回で実施しました。

白濱三佐子さん
　富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
　ビジネスマネジメント本部 キャリア開発部 課長
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　実際にやってみて分かったのは、マネジメント・
ハプニングス（以下マネハプ）の効果です。最初の
15分間、各マネジャーが直近１週間の出来事をあり
ありと話す。最初は壁がありますが、何回か繰り返
していくうちに、困った部下はあなたのところにも
いたのか、自分だけが追い詰められているわけでは
ないのだ、といった共感や気づきが得られるように
なりました。
　私自身の実感でも、また、受講生へのヒアリング
結果からも、ビデオはなくてもマネハプだけでも十
分有効だろうと確信できたので、他部門へ広げてい
く際にはビデオなしでやっていこうということにな
りました。
　このプログラムを導入した責任者が人事担当役員
になったこともあって、その後、全社に展開するこ
とになりました。
　いまは10回単位で回しています。約２カ月半しか
ないので、相互理解の時間を短縮できるよう、でき
るだけ同部門内、最低限「顔は知っている」関係の
者同士を集めるようにしました。現在、一部の工場
を除き全社に展開しており、毎週10グループくらい
同時並行で動いています。ファシリテーターはジェ
イフィールさんにお願いするほか、私も含め社内の
人間が務めています。

◆�経験から気づきを、仲間から学びを

重光：加藤さんは、いわば半強制的に受けさせられ
たわけですよね。実際に受講して、どのような変化
がありましたか。
加藤：最初は「また研修か！」と（笑）。ただ、ミ
ンツバーグ教授の論文には以前から興味がありまし
たし、予習も復習もしなくて良いというので、面白
い話が聞ければいいか、くらいの気持ちで参加しま
した。
　それがマネハプで「何でも本音で話しましょう」
などと言われて、そんなことできるわけないじゃな
いか、と正直思いましたね。ところが１、２カ月も
やっていくと、だんだんお互いに指摘し合うように
なってくる。

　私自身、「あなたは自分の話ばかりで、部下の話
をしていないよね」といった指摘をされました。そ
んな自覚はまったくなかったので驚いた反面、改め
て自分を振り返るきっかけになりました。いきなり
言われたら多分ムッとしていたと思いますが、マネ
ハプを続けていくうちに、人の言うことを受け入れ
る素地ができてきたんでしょうね。
　RRTを受けて実感したのは、続けることの大切
さです。毎週マネハプで何かを話さなければいけな
いと思うと、毎日部下のことをよく観察するように
なるし、１週間を振り返ることが習慣になってくる。
行動を習慣づけることの効果は非常に大きいと感じ
ています。
　昨年夏に２期生と合同合宿をしたんですが、怒り
ながら、あるいは笑いながら意味のないセリフを言
うゲームをしました。われわれ１期生が「それはふ
だん怒っている君の姿じゃない」などと指摘し合っ
ていると、「皆、そんなにお互いのことを見ている
のか」と２期生が驚いていました。それだけマネ
ジャーの絆が強まっている。ここ２年くらいで、マ
ネジャーのコミュニティが強くなってきたように思
います。

加藤雄一さん
　日本たばこ産業 IT部 次長
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重光：マネジャー同士のちょっとした会話、立ち話
が増えたと聞いています。お互いの交流が増えたの
で、雰囲気も変わってきたとのことでした。
　私がすごいなと思うのは、御社では、「それは違う」
「こうなんじゃないか」とお互いにかなり頻繁に、
しかも直接的に指摘し合いますよね。自分が言われ
たら、少し落ち込むかもしれない（笑）。
加藤：いや、カッとなることもありますよ（笑）。「そ
うじゃない！」と口調が激しくなることもときには
ありますけど、終わればノーサイド。マネハプでの
発言は外に持ち出さないという暗黙の了解があっ
て、だから安心して話せるんです。「あの部下がど
うこう」なんて職場でやり始めたら、非常に問題で
すよね。特にうちの場合は、皆同じ職場に戻るわけ
ですから、やはり皆自分なりにモードを切り替えて
いますね。
重光：白濱さんはいかがですか。
白濱：私自身は受講はしていないのですが、ほとん
どに立ち会っていますので、皆さんと一緒に毎週内
省をしています。個人的には、以前よりも部下一人
ひとりの思いを汲み取れるようになってきた気がし
ます。
　受講生もそれぞれに変化があって、例えば外資系

から転職してきたあるマネジャーは、やりたいこと
をやるために転職してきたのに、いつの間にか朱に
交わってしまった自分に気づいた。そもそも自分は
何をやりたかったのか、内省しながら思い出したと
言っていました。そんなふうに自分の原点や、仕事
の本質を改めて思い出したという人は多いですね。
　また、いろいろな視点に触れた結果、今までは
ITの本ばかりでビジネス書はあまり読まなかった
けれど、興味を持って読むようになったという人
や、部下との接し方が変わったことで、部下がプラ
イベートの相談をしに来てくれるようになったとい
う人もいました。
重光：内田さんは、何か変化を感じましたか？
内田：１つ思い出したのは、ファシリテーター研修
のときだったか、最近１週間で感情が高ぶった出来
事を書き出してくださいという課題で、私には何も
なかったんですよ。なぜかといえば、私はこの会社
の人間に感情をぶつけても通じないだろうと考えて
いたので、あえて感情を抑えて冷静に向き合う癖が
ついていたのだろうな、と。それに気づいたのは、
大きな変化かもしれません。
重光：感情を押し殺しているマネジャーは多いです
よね。
内田：昔のテレビドラマでは、いきなり机をドンと
叩いて怒り出すおじさんが描かれていましたが、い
まはそんな光景を見ることはなくなりましたね。
白濱：「感情を仕事に持ち込むな」という風潮があっ
たんでしょうね。セッションのなかでも、感情と切
り離して事実を読み取るのは皆とてもうまいです
よ。とにかくいま起こっている現象から事実を読み
取って、対応していかなくていけない。感情は二の
次、三の次で置き去りにされている。いまはそうい
うマネジメントが多いですよね。
内田：マネジャーとはどうあるべきか、実は誰も教
わっていない。部下を管理するとか、タスクを期限
通りにこなすとか、役割は理解しているけれど、そ
のために何をしたらいいのかを誰も教えてくれない
から、自分がある日マネジャーになったら、良いの
かも悪いのかも分からないまま、自分のやり方でや
るしかないんです。

内田光彦さん
　日産自動車 企画人事部 主担
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　ところが社内状況を映像化したビデオを見たり、
マネハプを経験すると、同じシチュエーションでも、
人によっていろいろな対応があることに気づく。も
ちろん何が正解か、不正解かは分からないけれど、
そこで初めて自分だったらどうするかを考えていく
んですね。
重光：それこそが等身大の仲間から学ぶ効果ですよ
ね。
加藤：まさにそこだと思います。MBAの授業では
マネジメントはかくあるべしと教わるそうですが、
ミンツバーグ教授はマネジメントに王道はないと
言っていますよね。彼の著書『マネジャーの実像』
を読みましたが、偉い人でもこんなことをやってい
るのかと思うと、気持ちが楽になる（笑）。
重光：ええ、世界中のマネジャーがバタバタ仕事を
しているんですよね。教科書的な「かくあるべし」
という幻想があまりにも杓子定規にインプットさ
れ、そのギャップに人知れず悩んでいる方も多いよ
うな気がします。

◆変革の種はまだ芽生えたばかり

重光：では、マネジャー個々の意識が変わり、マネ
ジャー間の関係性が変わることで、組織に対してど
のようなインパクトが生まれているのでしょうか。
白濱：１期生の例では、その後も自主的にマネハプ
をやっていたのが一度途切れてしまったんです。そ
れが今年再びファシリテーターをお願いして、顔を
合わせる時間が増えていたところに、当社の社長が
交替することになり、自分たちからも新社長に提言
をしようということになりました。
　ほかにも、各テーブルで顔を合わせるうちに、本
部は違っても同じ技術を使っていることが分かり、
メンバー同士の技術的な交流も一部で始まっていま
す。
内田：個人は変わった、でもなかなか会社が変わる
ところまでは行っていませんね。ミンツバーグ教授
は「トップの巻き込みが必要だ」とおっしゃってい
ましたが、組織に影響力を及ぼすには、まだ数が足
りないと感じています。

　ただ、自分のグループに戻って、グループとして
の変化を起こしているマネジャーはたしかに生まれ
ています。例えば、「部下をモチベートしなければ
ならない」からと教科書的に褒めても、部下の側か
らすれば口先だけで言っているようにしか思えな
い。だから、人として褒めるようにしたということ
などです。自分も人間、相手も人間なのだと気づけ
ば、マネジャーのメンバーに対する働きかけも変
わってくるはずです。
　問題が起きていないときには、欧米式のマネジメ
ントのほうが楽なんです。上司と飲みに行く必要も
ないし、淡々と仕事を進めていけばいいのですから。
でもいままでにない対応をしなければいけなくなっ
たときには、淡々とした関係では対応できない。何
かが起きたときに、「それは○○さんのテリトリー
でしょ」と突き放すのか、「仕方がない、手伝って
やるか」と垣根を越えていくのかの違いは、組織の
なかに人間的な感情があるかどうかの違いだと思い
ます。
　少なくともそうしたマネジャー自身の気づきが、
チームマネジメントに反映されるようになってき
た。それが他のチームに波及して、部に波及して、
部門に波及して……と広がっていくことを期待した
いですね。
加藤：うちも、やっと種まきが終わった段階ですね。
まだ伝播するところまではいかないけれど、芽は出
始めていると思います。
　内田さんのおっしゃるように、問題が起きていな
いときは役割分担して淡々と仕事を進めればいいの
ですが、今の時代、もっと変化に対応できる組織に
なっていかなくてはいけない。マネジャーはそうし
た危機感を強く感じているし、どこに病巣があるの
か仮説も立てています。以前なら、「何が問題か分
からない。コンサルタントに診断してもらおう」と
なっていたかもしれませんが、そういうことをマネ
ジャーが肌で感じ、自分たちの頭で考えて、問題の
ありかを突き止められるようになった。
　ただ、それがまだ部下にまで落ちていないので、
今後はいかに次の世代を引き上げて、こうした思い
を伝えていくかに力を注ぎたいと考えています。
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特集　巻き込み型マネジャーの育成

◆いまこそコミュニティを復活させよう

重光：RRTは、組織の中にもう一度強いコミュニ
ティを再生する取り組みでもあります。今の状況を
踏まえて、感じていることを教えてください。
加藤：私が社会人になった頃は、職場のなかでも飲
み友だちや麻雀仲間のようなつながりが多くありま
したし、会社の公式な活動でもQCサークルのよう
な仕掛けがあって、うまく機能していたと思うんで
すね。いつの頃からかコマンド＆コントロールが強
くなって、そういうコミュニティが徐々に排除され
てしまったような気がします。
　でも、統制を強めるだけでは、変革は進まないの
ではないでしょうか。例えば「意識改革が必要だ！」
と上からお達しが降りてきても、なぜ変わらないと
いけないのか、何が問題なのか、恐らく現場のミド
ルの腹に落ちてこない。むしろ草の根的なコミュニ
ティが土壌としてあって初めて、一人ひとりの行動
につながるように思います。
白濱：タバコ部屋で情報交換したり、社員旅行で親
睦を深めたりといったことが、最近では見られなく
なりました。部課長に話を聞くと、昔は「これをや
りたい」と手を挙げれば何でもできるような自由な

風土だったと言います。やがて目標管理制度だった
り、プロジェクトの工数管理システムが入ってきて、
とにかく与えられた仕事をきっちりこなさなければ
いけないという雰囲気が強くなってきた。目標管理
自体が悪いわけではありませんが、１年から半期、
今は四半期と、成果を測られる期間も短くなって、
日々緊張感がありますよね。
　ミンツバーグ教授も「日本には昔ながらの良い組
織文化がある」と言っていましたが、それをもう一
度取り戻す時期ではないかと強く感じています。
内田：コミュニティは余裕の産物だと思うんです。
ところが目標管理などでは、少しでも余裕があれば、
新たな目標を突っ込まれますよね。しかも失われた
20年を経て、日本人は「もっと頑張らなくては」と
思っている。どんどん余裕がなくなっているから、
ますますコミュニティが生まれないんですね。
　日本人は勤勉ですから、目標を与えられたら自分
の余裕を削ってでも、何とか達成しようとする。そ
れが日本の強さでもあると思うんですが、いまの仕
事のスタイルに少し余裕を持たせてあげれば、日本
人がもともと持っていたコミュニティも復活するは
ずです。ミンツバーグ教授が言っているのは、そう
いう意味だと私は思っています。
重光：RRTは、まさに余裕の場ですよね。直接業

３社の企業概要と実施状況

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
本　　社：神奈川県川崎市
事業内容： 情報システムの研究・開発、

ソフトウエアの研究・開発、
ソフトウエアの販売および輸
出入業務、情報処理に関する
コンサルテーション

実施状況�
導　　入：2007年
対 象 者： 富士通SSLおよび富士通グルー

プ各社の部課長９人
問題意識： マネジメント力向上、事業部

制から本部制への移行にとも
ない、本部間の横のつながり
強化

展　　開：�全幹部職の約４割が受講。
2013年から課長２年目も対象
に

日産自動車
本　　社：神奈川県横浜市
事業内容：�自動車、船舶の製造、販売お

よび関連事業
実施状況�

導　　入：2008年
対 象 者：�商品企画部門の課長職20人（２

グループ）
問題意識： 従業員サーベイをきっかけに、

マネジメントの課題、上司へ
の不信感などが浮き上がった

展　　開： 対象を拡大し一部工場を除き
全社で実施

日本たばこ産業
本　　社：東京都港区
事業内容：�製造たばこの製造・販売、医

療用医療品の研究開発・製造・
販売、清涼飲料水、加工食品、
調味料の製造・販売等

実施状況�

導　　入：2011年
対 象 者：IT部のマネジャー６人
問題意識： 部下からマネジャー層のコミュ

ニケーション不足が指摘され
る

展　　開：�２年目から次期リーダー候補
を含む下の階層へ拡大
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座談会

務に貢献するわけでも、そこで問題解決するでもな
く、ただマネジメントについて話をする。いわば強
制的に余裕を生み出している。
加藤：ヘンリーは「コミュニティシップ」という新
しい言葉を使っていますが、彼の言うコミュニティ
とは外に開かれていくもの。日本流のコミュニティ
は、１つ間違うとムラを作ってしまうイメージがあ
るので、そこが難しいところだと思います。
白濱：群がって、よそ者を排除してしまう危険もあ
りますよね。当社の場合も、30回もテーブルを囲め
ばテーブルごとのコミュニティは醸成されるのです
が、コミュニティ間のつながりはなかなか生まれな
い。そこで受講者にファシリテーターをお願いする
などして、広がりを期待しています。
重光：閉鎖的にならないような、何らかの働きかけ
は重要かもしれませんね。コミュニティは、能力や
パフォーマンスではなくて、自分の存在そのものを
認めてもらえる場。「人材」ではなく、「人間」とし
て受け入れてくれる仲間がいるから、お互いに勇気
をもらい、そのパワーに火が付いていく。
　実際、１期生の方々が社長に提言しようと動き出
したら、「これを実現するには、もっとメンバーを
増やしたほうがいい」など、自らどんどん外に向かっ
ていきましたよね。あれこそがコミュニティの力だ
と思います。

◆次のステージに向かって

重光：では最後に、これから挑戦したいことがあれ
ば教えてください。
加藤：良い習慣ができたので、あまり肩肘張らず
に、愚直に続けていこうと考えています。そこから
きっと何かが生まれてくるのではないかと。止めて
しまったら、そこで消えてしまうと思うんですね。
　また、個人的には、チームのミーティングを変え
てみようかと考えています。いつもは最初に私が伝
達事項を話してから皆が報告を始めるのですが、マ
ネハプに倣って、まずはそれぞれ１週間の出来事を
話してもらう。私が最初に話すとムードやトーンに
引きずられてしまうので、まずはファシリテーター

に徹して皆に話をしてもらう形にしてみようかと考
えています。
内田：やはり継続することですね。そのためにも、
すでに受講者が100人単位に上っているので、そう
した人々をうまく取り込んでいくこと。そしてやは
り、トップを巻き込むこと。今後トップになってい
く人も含めて、理解を得ることが大切でしょう。
白濱：まずは続けていくことですが、今後は富士
通グループのなかにさらに広めていきたい。マネ
ジャーが孤独を感じているのは、ミドル層に限らず
トップ層も同じですから、できればCEOとのテー
ブルを囲めないか、と。実現するのは簡単ではない
と思いますが、世界初の取り組みを日本発でできれ
ばと考えて、まずは当社の社長から口説いていこう
とたくらんでいます（笑）。
重光：本日はありがとうございました。

2013年２月22日　ジェイフィールにて収録
構成・文／瀬戸友子

【ヘンリー・ミンツバーグ教授】
カナダ、マギル大学教授、経営学者。
コーチング・アワセルブズ（日本での名称はRRT）を
考案。絶対的なリーダーが一方的に指示を下すよう
な、アングロサクソン的マネジメントに警鐘を鳴らす。

【マネジメント・ハプニングス（マネハプ）】
RRTセッション中、約15分を使い、各参加者の直近
１週間に起こったマネジメント上の出来事を話し合
う。何を話してもいい「安全な場」だという共通認識、
悩んでいるのは自分だけではないという共感が生ま
れる。

【コミュニティシップ】
コミュニティとリーダシップを掛け合わせたミンツ
バーグ教授の造語。個人のリーダーシップとシチズ
ンシップの間にあるものとして設定される。コミュ
ニティのリーダーは人々を巻き込むことに努め、人々
はこれに応えて自主的に行動する。

関連用語
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