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組織風土改革とモチベーション

こんにちは。ジェイフィールの重光直之と申

します。

今日は、職場での管理職のマネジメントの在

り方というテーマをもらっていますので、「マ

ネジメントすることがどんなふうに楽しいの

か」「やりがいがあることなのか」ということを、

グループワークをしながら他人事としてとらえ

るのではなく、自分事化するということをして

いきたいと思います。

ワークをする際は、①「飾らずに話します」、

②「正解を求めません」、③「肩の力を抜いて

楽しみます」という３つのことをグラウンド

ルールにします。

これから３人ずつのグループに分かれて話を

していただきます。私が皆さんに尋ねたいのは、

「あなたにとってマネジメントって何ですか」

ということです。これに対する答えは“あなた”

だけが知っていることですから、思ったとおり

にグループメンバーに説明してみてください。

いろいろな答えが出てきてとても面白いと思い

ます。お一人２分間で自分が思うことを紹介し

ていただきます。

（グループワーク）

ワークの間に、「成長していくこと」「ちゃん

とした仕事の成果を出していくこと」「成長し

続けること」などの話が出ていたようです。

今回ご紹介する「リフレクション・ラウンド

テーブル」とは、ヘンリー・ミンツバーグとい

うカナダの経営学者が全世界に発信した「コー

チング・アワセルブズ」というプログラムを私

たちが日本の現状にあわせて展開しているもの

です。

マネジメントは、人を介して目的を達成する

ことだと言いますが、ミンツバーグ教授がユ
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マネジメントとは
　　　―日々の実践・行動です
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ニークなのは、「方向・ビジョンを示し、そこ

に組織化してモチベートする」というようなこ

とは言わないところです。非常に現場主義的な

人で、その考え方がカナダ人、北米人とは思え

ない、日本人が非常に共感を感じる人です。マ

ネジメントは何をすることかというと、「日々

の実践・行動」だと言っています。マネジメン

トとは、日々の実践・行動であり、何かの意思

決定をするというような難しいことだけではな

いというわけです。例えば、部下が何か提案を

持ってきたとする。それを「いいね。どんな提

案なの？」と興味深く聞くのか、あるいは反対

に思わずしかめっ面で「どういうこと？何が目

的なの？」と聞いてしまうのか、いずれも真面

目に対応しているのですが、部下と接する際に

どうしてもそれぞれ持っている癖が出てしま

う。朝の出勤時でも、どんなトーンで「おはよ

う」という挨拶するのか。アイコンタクトをとっ

て挨拶するのか、物も言わずに机に座るのかそ

の人の行動特性が出てきます。

ミンツバーグ教授は、「マネジメントは人生

そのものだ。その人の生き方が色濃く反映され

る」と言っています。同氏の本を読んでいくと

とても面白いのですが、「ある人の欠点を知り

たければ二つの方法がある。一つはその人の部

下になること。もう一つはその人と結婚するこ

とだ」と言っています。仕事を一緒にしたり、

結婚生活を送るなど人生の少なくない時間を共

有することにより、当初の思惑と違い、お互い

に本当の素（本当の姿）や欠点が見えてくる。

ですから、「マネジメント」は、“仕事のため”“会

社のため”“役所のため”に何かをしないといけ

ないとか、朝９時から夕方５時までの間だけ考

えるというものではないのだと思います。マネ

ジメントをする、すなわち、いろいろな人とコ

ミュニケーションして何かを達成しないといけ

ないときに、すごく人間的に成長できるんだ、

そんな気持ちでマネジメントというものを考え

てほしいと思います。

今日は、自分自身にとってのマネジメントの

意味をも考えつつ、優秀なマネジャーとして組

織をもっと元気にする、自分がもっと良い人生

を歩み、良い生活をしていくためにはどうした

らよいのか考えたいと思います。

その方法としてご紹介するのが「リフレク

ション・ラウンドテーブル」という研修プログ

ラムです。「リフレクション」というのは、も

ともとは、「反射」「何かに映す」という意味で、

日本語では「内省」と訳されます。10人ぐらい

のマネジャーが一つの円卓を囲んで（ラウンド

テーブル）、和気あいあいといろいろな話を分

け隔てなく一緒になってするというものです。

内容は、マネジメントについて定期的に毎週

１回、同じメンバーで話し合います。民間企業

だと始業前、もしくは始業と同時にスタートす

るところが多いようです。毎週、曜日を決めて

同じ時間帯に75分間、ところによっては90分

間やっています。民間企業でも公務の職場でも、

組織をどうマネジメントしていくかということ

については、驚くほど話し合いをしていないよ

うです。まず、それを話してみるのです。

この「コーチング・アワセルブズ」理論に基

づくマネジャー育成事業を起業したフィル・レ

ニール氏は、「１週間のうちで１時間でいい」

と言っています。よく「そんな暇はないです。

毎週毎週集まっている暇なんかないです」とい

う声を聞きます。でも「毎週１時間でいいから

マネジメントについて話し合おう。そうすると

残りの39時間の仕事が驚くほどうまくいくよ

うになる」、ということなのです。

プログラムは、15分間の「マネジメント・ハ

プニングス」というフリーディスカッションと、

テキストを使っての１時間の部分から構成され

プログラムの概要
　　　―毎週１回集い、話し合う
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ています。（合計75分）

今日は「マネジメント・ハプニングス」とい

うプログラムの導入部分を実際にやってみま

しょう。

「マネジメント・ハプニングス」とは、実際

に今日までの１週間に自分自身に起こったこと

を振り返り、それに対しどのようなマネジメン

トを行ったかをシェア（共有）します。成功と

か失敗とかいろいろなことがあったと思いま

す。ありのままの経験をそのままお話していた

だければと思います。事前に準備して何かを処

理したというようなことよりも、どちらかとい

うと自然に自分の特性（性格）がでて何気なく

自然にやっていること、１週間を振り返ってみ

て何かちょっと気になっていることなどを振り

返ってみてください。例えば「褒める」という

ことについて、「こんな場面でどう褒めたらい

いんだろう。どう思います？」というようなこ

とでも構いません。何でも構いません。自分の

中で引っかかっていることが「マネジメント・

ハプニングス」です。

お配りしているテキストに書込み用のシート

が入っています。先ず、この１週間の間に起き

た出来事を書いてみてください。「そのときに

こんな気持ちだった」「自分としてはあれで良

かったのだろうか」あるいは「あれはうまくいっ

た、ちょっとぜひ聞いてよ」というような自慢

話でも結構です。

（ワーク：テキストへの書き込み）

リフレクション・ラウンドテーブルの目的は、

良いマネジメントを行う、ひいてはマネジャー

として成長していくことですが、そのためには

内省、すなわち自分自身を見つめることが必要

です。

今、シートへ書き込みしていただきましたが、

「ナレッジマネジメント」(＊注)という知識創造

の世界では、書くということは、ぼんやりして

いて何もかたちになっていない「暗黙知」を形

のあるものに「形式知」化する作用があると言

われています。自分自身に気づくということに

ついては、書くことで気づき内省が進む人と、

話すことで内省が進むという、２つのタイプが

あるような気がします。リフレクション・ラウ

マネジメント・ハプニングスの導入
　　　―ありのままの経験の持ち寄り

経験学習サイクル
　　　―内省と行動の繰り返し

リフレクション・ラウンドテーブルの全体像

(＊注)「ナレッジマネジメント」：知識の共有化、明

確化を図り、作業の効率化や新しい発見を容易にしよ

うとする企業マネジメント上の手法の一つ
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ンドテーブルでは、先ほどお話ししたような円

卓での対話の際、何気なく話したことに対して

思いもしない質問を受け、これに答えているう

ちに自分自身を客観視できるということがある

と思います。

アメリカでは、成人学習という分野が発達し

ています。成人学習は何かをインプットするこ

とではありません。子どもの学習は、知識、経

験あるいは何らかのスキルを身につけることが

大半ですが、成人学習であるマネジメント教育

においては、マネジメントとは何かということ

は皆大体わかっているものの、それが本当に実

践できていますか、日々の行動の中でできてい

ますかと問うことなのです。

あるメーカーのラウンドテーブルで話をして

いるときのことです。生産現場なので「安全」

はすごく大事ですから、やっちゃいけないと思

うことがあれば厳しく指導するというか、“怒

鳴る”“怒る”わけです。でも何回か対話を続け

ていると、「先週から今週にかけて私は怒らな

いというふうに決めたんです。怒りそうになっ

たけど怒らないようにし、自分を律することが

できた」と誇らしげに言うのです。その理由を

聞くと、一緒に参加している同僚が怒ることを

しないというので、どうしているのか尋ねたと

ころ、その同僚は、トラブルを繰り返す部下に

対しては、「いつまで同じことを繰り返すの？

３年後も、５年後もこんなことをやっているの

かなぁ」と諭すように問い掛けるとのこと。こ

の話を聞いた時に「怒るだけじゃだめだ」と気

づいたということでした。彼が続けて言うには、

「怒鳴られた瞬間はぴりっとして緊張感が走る

が、しばらく頭を下げておくと、怒りが頭上を

通り過ぎていき、怒鳴られることに対する耐性

ができてしまう。全く怒鳴らないのもだめだけ

れど、そのバランスやタイミングや頻度を考え

ずに、ただ頭を下げさせているだけでは何の意

味もないと分かりました」ということでした。

こういうことが成人の学習なのだと思いま

す。マネジメントについても何度も教育を受け

ているから、皆理屈は知っているのです。マネ

ジメントをうまく進めるためにどうするかとい

うと、何らかの行動をとったときに、今皆さん

がワークで書き出し抽出していただいたような

経験を振り返る作業を行い、気づきを得て次の

行動に反映していくという、経験学習のサイク

ルを回していくということが一番大事なことだ

と思います。人によっては「経験を抽出できな

い」、「思い浮かばない」という方がいらっしゃ

るかもしれません。「私は過去に縛られたくな

い、未来に生きるんです」というようなことを

おっしゃる方もいます。でもこれは（この作業

は）、単に過去の行動を振り返っているのでは

なく未来のあるべき行動のために振り返ること

（作業）なのです。

経験を抽出しても学ばず同じことを繰り返

し、「決められた予算でやるのだからできない」

「若い人はゆとり世代だから言っても無駄」と

言ってしまうと、内省になってこないのです。

自分の行動を振り返るとき、深く多面的に捉

える内省のレベルに至らないと、自己肯定を繰

り返すパターンとなる甘い蜜のサイクルに陥っ

てしまうことがあります。「私は事故防止のた

めに怒っている。私は会社のためにやってるん

だ。他の人は怒らないかもしれないが、私は

やっている。私はいい仕事をしているんだ」と

いうふうに自分を納得させてしまい、怒り続け

ることしかできなくなってしまう。一方前述の

彼のように、ずっとこんなことでいいのかと問

い掛け続けている人は、「私は人を（叱る相手

を）本当に信じているんだろうか」という深い

気づきを得ていきます。それが次の豊かな行動

になっていきます。

気づきがあってもすぐに行動に移すのは難し

いので、経験学習のサイクルを何度も繰り返す

ことが大事です。今日はマネジメントハプニン
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グスを１回実施しますが、一度で成果を上げる

のは無理です。例えばテーマとして「褒めるこ

とをやりましょう」と掲げてみた場合、「うま

く褒められなかった」とか、「褒めてみたけれ

ど何の反応もなく褒め損でした」ということが

あるかもしれない。それでも試行錯誤を続ける

のです。繰り返しやらないとどこでつまづいて

いるのか分からない。これを繰り返してやって

いくのがマネジメントハプニングスです。

マネジメントハプニングスに入ります。３人

１グループで実施します。話し手の方は、先ほ

ど書いていただいた内容を２分間で話してくだ

さい。その際のポイントとしては、単に事実経

過を報告するのではなく、再現フィルムのように

その場の雰囲気がわかるように話してください。

聞き手の方は、相手に寄り添ってしっかり

話を聞き（傾聴し）、気づいたことを話し手に

フィードバックしてください。先ず形から入り

ましょう。お地蔵さんスタイルにならないよう

にしてください。腕を組まない、目をつぶらな

い、足を組まない、無表情にならない、話にあ

わせてうなずき、声をかけ、目をあわせて時に

笑う、これを意識してやってください。「そう

なんですか、すごいですね」みたいな声をかけ

ていくと、話し手はどんどん乗ってきます。こ

のプログラムを実施したある企業での経験です

が、何度言ってもお地蔵さんスタイルが直らな

い方がいたので、思わず写真を撮って当人に見

せ、部下がトラブルを報告してきたときにもこ

んな様子で応対するのですかと、相当嫌みっぽ

く言ってみました。そうしたら、翌週のセッショ

ンからがらっと態度が変わりました。ふんぞり

返って、「おまえの話はちゃんと聞いているか

ら話してみろ」というような感じの人が本当に

変わり、体ごと人の話を聞くようになりました。

その方のマネジメントのやり方も大きく変わり

ました。多分人生も豊かになったのではないか

と思います。

次に、聞き手の視点です。テキストではちょっ

と難しい記述になっていますが、要は、話して

いる事とか物ではなく、話し手に関心を持ち、

その人について質問をしてください。思わず「そ

ちらでは決裁権限はどこまで課長が持っている

んですか」などと聞きたくなりますが、そうい

う話ではなく、「何でそんなふうにしたんです

か。他のやり方は考えなかったんですか」とか、

「いつもそうしているんですか」などと、その

人に焦点をあてて話を聞いてください。

それでは２分ごとに私が声をかけますので

ワークをスタートしてください。

（グループワーク）

話し手の持ち時間２分、聞き手の持ち時間２

分での話し合いをしていただきましたが、これ

で何か答えが出るというものではありません。

わずか４分間で答えが出るほどマネジメントは

やさしいものではありません。ただ先ほど説明

したように、何か気づきを得て「こうなのかな」

と思って、次に行動を変えてみようと思ってい

ただく、それを繰り返していくことが大事なこ

とです。半年続けると思考習慣が変わると言わ

れています。機会があれば是非挑戦していただ

ければと思います。

本日は本当に短い時間でしたが、多くの方に

受講していただきありがとうございました。

第82回人材開発セミナー

（平25.11.28）における講演より

最後に
　―半年続けると思考習慣が変わる

（ ）

マネジメントハプニングスの進め方
　―仲間という鏡に映して自分を見る


