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「人材の強化」。これは日本企業の経営課題の

中でも、年々重要度の認識が高まっているテーマ

だ（図表 1）。

「収益性向上」「売上・シェア拡大」「新製品・

新サービス・新事業開発」などの課題を実現する

ためにも、人材の確保と育成、更には従業員の多

様な価値観への対応といった“人”に関連する諸

施策の手を緩めることはできない。

本稿では、「人材の強化」という大きなテーマ

のうちの一つである「育成」について取り上げる。

企業内の人材育成においても参考となる教育学の

知見を紹介しながら、人材育成担当者や管理者た

ちへの期待を示す。

また、近年注目を集めている「アクションラー

ニング」の意味合いを述べ、人材育成に取り組む

こととリーダーシップ開発との関係についても指

摘する。

1．人材育成のはじめの一歩
－「教える」と「学ぶ」の違いを認識する－

人材育成は、誰にとっても身近なテーマであ

る。誰でも、様々な状況や周囲の人々によって

“育てられた”姿がここにあり、反対に、管理者

として先輩として人を“育成する”立場にもなり

得る。

実は、この“育成する側（教える側）”と“育

てられる側（学ぶ側）”を分けて捉えることが、

人材育成のはじめの一歩になる。

意識や態度の継続的な変容として説明される

学習は、個人の経験、価値観、自律性、パーソナ

リティタイプ、学習スタイルなど、その人の認知

や状況に影響を受けてなされる。つまり、学び育

つというプロセスは、“学ぶ側”の個別性に強く

依存しているのだ。

一方でこのことは、部下を持つ管理者や人材
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育成担当者といった教える側の人たちが、自己

流の教育観（なんとなくの考えややり方）の囚

われから脱しなければ、限界のあることを示唆

する。人の学びと育成に関する専門的知見を持

って、今ここにいる学ぶ人たちの支援者（学習

支援者）としての役割を果たすことが求められ

ているのだ。

2．人材育成を考える有意義な枠組み
－学習に関するモデル－

これから紹介する学習に関するモデル

は、教育学をバックグラウンドとする学習

研究者らが示す枠組みである。これらは、

社内の人材育成を論理的な裏付けと共に考

え展開していくときのよりどころにもな

る。“なんとなくの考えややり方”を超え

るための視点として参考になると思う。

（１）“やりっ放しの人材育成”にしないための

視点：「学習転移モデル」

これは“教える側”がある知識を伝え、“教わ

る側（学ぶ側）”がそれらを修得し、実務の中で

応用するプロセスである（図表２）。

2005年 2006年 2007年 

図表１　日本企業の重要な課題

出所：「日本企業の経営課題 2006」「日本企業の経営課題 2007」社団法人日本能率協会
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図表２　学習転移モデル

出所：『企業内人材育成入門』中原淳編著　2006 年に一部加筆
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例えば、営業担当者が会計の知識を得たり、貿

易に関する実務知識を得たりして、仕事に生かそ

うとする取組み（研修への参加など）がこれに当

てはまる。

ここで注目すべきは、教わる人の関心が「伝

えられる知識そのもの」にあるのではなく、「そ

の知識が仕事場面でどのように使えるのか」にあ

る、ということだ。このことを前提とすれば、そ

の知識が現実の仕事場面で必ず適用できることが

明らかで、かつそれを実践的に応用する機会が引

き続き用意されていることが効果的な学習の条件

と言える。

つまり、ある状況でのみ通用する知識や、抽

象度が高い知識は、仕事場面で必ず適用できると

は限らないため、単にそれを教える（伝える）だ

けでは学習は成立しにくいということになる。例

えば、有益な経営学の理論であっても、教える側

から一方的に伝えられるだけでは、教わる側（学

ぶ側）の学習は進みづらいのだ（抽象的な知識を

学習に生かすための視点は、次項の「経営学習モ

デル」で示す）。

また、“教える”“教わる”の関係の中で「伝

えた知識を生かすかどうかは個人の問題である」

とそのまま放置していては、学習支援者の役割を

果たしているとは言えない。現実の場面で適用可

能な知識を抽出し、それが実際に使われるところ

まで視野に入れた取組みこそ、教える側にとって

重要なのだ。

その環境づくりに関わるのが、学習支援者で

ある人材育成担当者や職場の上司だ。このような

学びの設計がないままに、いくら研修を企画し実

施しても、“やりっ放し”になってしまうのは明

らかだ。

（２）“経験を無視したお仕着せの人材育成”に

しないための視点：「経験学習モデル」

新しい知識を修得し現実の場面で応用するこ

とだけが学習ではない。

実務家は、常に何らかの取り組みをし続けて

いて、その経験が積み重なって今ここにいる。実

は、そうした経験にこそ学びの機会があると考え

られている。

コルブという人が提唱した「経験学習」とい

う概念に従ったこのモデルは“実践”“経験”“ふ

り返り”“概念化”という 4つの段階で構成され、

これらが継続的に循環すること自体が学習である

とする（図表 3）。

【実　　践】人は、仕事の中で様々な状況に直面

し、その中での実践的対応をしてい

る。

【経　　験】そうした実践的対応の中で、その後

の活動に役立つような経験（例えば

失敗や成功の経験）を積んでいく。

【ふり返り】しかし実は、経験を積むだけでは、

それが何に役立つのかは分からない

ので、その経験をふり返ることになる。

【概 念 化】ふり返ることで、経験による有益な

点を概念的に捉えて次に生かす準備

をする（そしてまた、実践的に対応

し、一連の段階が繰り返されていく）。

このモデルを、新人営業担当者のある経験を

例にして説明してみる。

【実　　　践】ある日、継続案件の打ち合わせの

ためにお客様を訪問した。
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図表３　経験学習モデル

出所：『企業内人材育成入門』中原淳編著　2006 年に一部加筆
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【経　　　験】予定の用件は問題なく済んだが、

関連する他の問い合わせをその時

に受けた。それについて説明でき

るだけの知識・情報が自分にはな

く、答えられなかった。

【ふり返り】帰社後、上司に報告しながらこの

出来事をふり返って考えた。

【概　念 化】新たなビジネスにつなげるための

関連情報を意識的に収集しておく

大切さに気づいた。

【更なる実践】以降、お客様を訪問するときには、

相手の方が関心を持ちそうなことを

想定し、関連情報を持って伺うよう

にした。また、お客様が新たな点に

関心を示したら、その背景まで掘り

下げて聞くようにした。

さて、この経験学習というモデルにおいては、

どのような支援（学習支援）が期待されるのだろ

うか。一つは、ある“経験“に対する“ふり返り”

を支援すること、もう一つは、その“ふり返り”

をベースとして次なる“実践（行動）”を導くこと

である。

仕事に追われ、出来事をふり返る機会を失っ

ている実務家は意外と多い。押し寄せる仕事の流

れの中で敢えて立ち止まって、問いかけて考えさ

せるような関わりが学習支援者に期待される。

そして、考えさせるだけでなく、実務に適用

した行動を確実に引き出すまでが、支援者の果た

す役割と言える。

また、このモデルはある一つの経験から得ら

れた気づきを概念化し、別の場面での実践的取組

に備える意義も示している。優れた理論やものの

見方は、モヤモヤしていた経験知を整理するのを

助け、次への行動を支える。集合研修などで、経

営学の諸理論やフレームワークを教えるのにはそ

ういった意味がある。逆に言えば、個々の研修参

加者たちが自らの豊かな実務経験をベースとした

検討のないまま理論だけを教え込まれる研修であ

ってはならない。

学習支援者が以上のような点に留意しなけれ

ば、現実離れで無駄の多い“経験を無視したお仕

着せの人材育成”となってしまうことだろう。

3．「あっ、そうか！　では、こうしよう！」

行動とふり返りから学ぶ
－アクションラーニング－

前項で紹介した「経験学習モデル」は、実際

の行動の結果である“経験”を学習の資源として

いる点が実践的と言える。更に、それをふり返る

ことでまた新たな行動が導かれるプロセスは、結

果を出すために継続的に取り組む実務家に馴染み

やすい。

近年、実務上の問題解決に取り組む中で学習

を促進する「アクションラーニング（Action

Learning ： AL）」が注目されている。

「経験学習モデル」が基盤となるアクション

ラーニングの仕組みはこうだ 1。ある実在のテー

マの中に潜む問題点を明確にし、解決策としての

行動計画を検討する。そしてその行動を実際に行

った後に一連の出来事をふり返り、更にまたその

中に潜む問題点を明確にしていく（図表 4）。こ

の継続的プロセスは、実践的な問題解決力を高め、

実務を通じて個人が学び育つことを助ける。日常

の仕事場面が学習の場となるのだ。実務家として

行動することはもちろん大事だが、そこから学ぶ

ということがなければ、行動がもたらす結果の質

は向上しない。

この学習プロセスで大切なのは、自分や他者

に対する“問いかけ”である。人は、何かを問わ

れると、考えが深まったり広がったりする。問い

かけによって自ら気づきを得て腑に落ちると、他

の誰かから指示や命令をされるよりも本気の行動

が導かれる。そこで扱うテーマが自分の仕事上の

１　ジョージワシントン大学大学院人材開発学部教授、マイケル・Ｊ・マーコード氏のアクションラーニングメソッドによる。
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問題や組織が抱える問題であるため、実践的思考

と行動によって学習が進むことになる。

また、このアクションラーニングには複数人

がチームとなって取り組むため、学習の共有がメ

ンバー間で起きて相乗効果も期待できる。問題解

決に向けた個人の行動が組織全体にインパクトを

与えて組織のシステムや仕組みが変わるようにな

れば、個人学習が組織学習へ連動し、大きな成果

も期待できる。

「あっ、そうか！　では、こうしよう！」を継

続的におこすこのアクションラーニングは、人材

育成や組織開発を生み出す原動力となり得る。

4．学習支援者は「支援型リーダー」

人を育てる立場にある人たち（学習支援者）

に求められるのは、優れた理論や知識を教え授け

るだけではない、ということをこれまで述べてき

たつもりだ。

今ここにいる人たちが現実の場面で、ある知

識を応用して生かすのを助けたり、経験をふり返

って有効な行動を導くことを促したりする点が、

学習支援者の責務であり期待されることなのだ。

実はこうした学習支援者の役割は、職場メン

バーの個々の力を相乗的に結集して、問題を解決

していく強い組織づくりにも通じる。

自分の持つ解が正しいと考え信じ、メンバー

へ指示を与えリードするような「指示型リーダー」

は、問題が複雑で多岐にわたる今の環境では通用

しないことも多い。

メンバーを支援しながら問題解決にあたる

リーダー像（支援型リーダー）と、本稿で述べ

てきた「学習支援者」とは類似する概念と捉える

ことができそうだ。

学習支援者として真剣に考え取り組むことは、

その人自身のリーダーシップを開発することとも

言える。
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図表４　実務の中で学習機会をつくるアクションラーニング

出所： Learning Desigh Center Co., Ltd に一部加筆


