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「人的資源管理」という研究領域
吉田：先生は「学び」に関する研究に長く取り組み、
理論化、体系化をされたこの分野の第一人者でい
らっしゃいます。この間、学習や教育に限らず、
採用、キャリア開発、組織改革など広義のHR（人
的資源、Human Resource）課題について、現場の
問題解決に役立つ提言をなされてきました。弊社
の人材開発事業でも、先生の書かれた『企業内人
材育成入門』を初任者のテキストとして活用して
います。先生のご専門、これまでの研究の概要を
ご紹介ください。

中原：一般に、経営学は、会計、戦略、組織、マー
ケティングの4分野に分けられます。その中で人
と組織の問題を取り扱っているのが組織論です。
私はその組織論と、人の育成をテーマにしている
学習論を合わせた学際的な領域を中心に、これま
で研究を進めてきました。
　この分野の研究は1970年代から本格化してき
ましたが、専門に扱っている研究者は多くはいま
せん。人は移ろいやすい資源ですから、人への投
資を理論化するのは難しい。人的資源管理という
のはまだまだ未開拓の分野です。自分としても新
しい領域への挑戦という思いもあり、20年ほど前
にこの研究に取り組み始めました。
　最初に取り組んだのは、「若い人が、成長を実感
しながら仕事ができる職場環境」についての研究
です。1990年代後半から 2000年代後半は若い人
の早期離職問題がありました。その後、自分も40
歳を超えたこともあり、最近では、リーダーや管
理職育成の問題への関心が強くなりました。新任
管理職のつまずきや、会社としてのサポートなど

について研究しています。

現場での学び
吉田：「成長を実感しながら仕事ができる職場環
境」の研究についてですが、人が育つ組織にはど
のような特徴があるのでしょうか。人がどのよう
に学ぶのか、「学習メカニズム」「学習モデル」「学
習環境」などについて、お考えをお願いします。
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中原：「学習」の研究は80年代～ 90年代までは、
現場を離れた研修（Off-JT）の研究がメインでし
た。「研修転移」といいまして、「研修での学び」
をいかに現場で活かすかが重点だったのです。そ
れが、20年ほど前から「現場での学び」に焦点が
当てられ始めました。やはり「仕事で必要な能力は、
仕事の中で学ばれる」と考える人が多いですし、
実際もそうなのでしょう。この「現場での学び」
についての研究は、経験内容を把握し分析する「経
験軸」と、上司や同僚などとの人間関係の中で得
られるサポートを分析する「ピープル軸」での2
軸で把握すると、より分かりやすいかと思います。
現場での人材開発を考えるときには、常にこの2
軸で考えるのです。得られた経験、受けたサポー
トが、どのように成長に影響したかを研究するの
が最近の流れです。

吉田：上司に任せて自然に育っていくのがOJTだ
とする捉え方もあり、本当に効果的なOJTがなさ
れているのか、現場に任せっきりで良いのかなど
の問題意識は90年代から出始めました。

中原：新人研修が終了したら職場に配属され仕事
をする。ところが特に意識されない場合、OJTは
結局仕事です。仕事を覚えてきたら、「OJTがう
まくいってるね」となります。「OJTとはなんで
すか」と100人に質問すると、今でも、「同行の
こと」「一緒に何か作ること」「目標管理を回すこと」
など、その人の意識によってバラバラであるのが
現状です。やはり、もう少し組み立てていく必要
があると感じました。それが90年代後半です。

吉田：東レではそれ以前の時代から、人材育成の
ための仕組みとして、入社初期に製造業の原点で
ある工場での経験をさせていました。1カ月弱の
新入社員導入研修をした後、例えば営業配属者で
すと、そこで扱う製品を生産する工場に配属して、
生産現場の実務を経験させ、8カ月ほど生産と営
業の連携の重要性を認識させた上で、営業部署に

配属しています。そしてその後はOJTになります
が、いくつかのマイルストーンを設けて育成状況
をフォローしています。

中原：OJTは強力で、先輩に恵まれて長い間仕事
をしていれば、やはり人は育ちます。ただ、偶然
性に任せたOJTは脆弱性を持っています。まず、
師に依存する。上司の忙しさにも大きく影響され
る。さらに、師の能力を超えたことは学べません。
インターネット関連のビジネスですと、若い人の
方が多くの技術を持っているケースは普通です。
そうなると、経営の感覚や事業化の能力が優れて
いる先輩が、技術を得意としている人をOJTする
ことになる。教える人と教わる人で得意分野が違
うのです。これらの脆弱性に対し2000年ごろか
ら関心が高まりました。目標を明確にして、育成
期間を短縮する、成果主義的な動きです。

人材開発の危機
吉田：ピープル軸について、職場の人間関係が、
人が育つ上で重要なことは分かるのですが、具体
的にはどのように考えればよろしいでしょうか。

中原：業務的支援（業務における助言指導）、精神
的支援（励まし・承認など）、そしてフィードバッ
ク（耳の痛いことを含めた現状の通知と内省の支
援）といった関わりの重要性です。ここがしっか
りしていないと、経験だけを投げられても今の若
い人は成長感を持てません。ところが実際は、経
験軸の点では、既に市場は相当成長しており、新
たな、背伸びの経験とか、ストレッチの経験とか
は入ってこない。ピープル軸については働き方改
革で労働時間が抑制されていますから、皆暇がな
い。「お前に構っている暇はない。俺は帰る」とい
うふうになる。今の日本企業ではどちらも難しく
なってきています。働き方改革は必要なことだと
思いますが、人材開発面からすると苦しい状況で
す。
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吉田：苦しいとは具体的にはどのようなことで
しょうか。

中原：時間がないのです。まず、土日の研修はめっ
きりなくなりました。また、自己啓発という命令
もできなくなりました。研修の時間的制約もきつ
い。従来半日で実施していたものが2～ 3時間で
やったりしています。そうなると一方通行で教え
られることは「eラーニング」で済ませてしまう
とか、簡略化してしまいます。また、移動時間の
節約のため、テレビ会議を使う研修も増えました。
それぞれの拠点に受講生が100人いて、全部で
600人という感じです。グループディスカッショ
ンは各拠点で配置されたファシリテーターが行い
ます。
　教えるべき内容は減っていないのに、教える時
間を減らすのは難しいです。この結果失われるの
は自分で考える時間と、やりとりをする時間です。

吉田：研修ではグループディスカッションとか、
ワークセッションといった時間が研修効果の面で
は非常に重要になりますよね。

中原：ところが、インタラクティブ、つまり双方
向なやりとりは効果は高いですがコストもかかる
ので「紆余曲折しないで早く教えてよ」になって
きます。人材開発の危機と思っています。

生き急ぐ新人
吉田：最近の新入社員は、早く一人前になりたい
という人が多いと感じます。「コツは何か」「大事
なところは何か」「どうすれば良いのか」などと。
管理職から見ると、「焦るな。3年、5年のスパン
で考えろ」となりますが、やはり時間軸のギャッ
プは大きい。外国人社員となるとさらに顕著な傾
向があります。特に製造業の場合は、長期的スパ
ンで育成を考えるのでさらにギャップを強く感じ
るかもしれません。

中原：やはり生き急いでいると思いますよ。しか
し、それもやむを得ないところがあります。実は
今の若い人は日本企業がうまくいっているのを見
たことがありません。“Japan as No.1” の時代を知
らないのです。彼らは自分の武器を早く持ちたい
と思っています。また、ここでどのような経験が
得られるのかとの意識も強い。組織に頼る人もい
ますが、会社は自己実現の場と割り切る人も多く
見られます。それと最近、大学でよく、「フィード
バックをください」と言われます。

吉田：それはもう、普通のフレーズになってきて
いますね。素直な気持ちなのでしょうが、昔はな
かったセリフです。

中原：成長志向が高いのだと思います。また、試
行錯誤したくない、合理的にやりたいという気持
ちも強い。新人教育の場では、教育と仕事の関係
の全体像を早く見せた方が良いでしょう。先が見
えないと極端に不安になる傾向がありますし、意
味の分からないことをするのが大嫌いだと思いま
す。先ほどの工場配属のことで言えば、東レとは
別の会社の例ですが、入社後の工場勤務が1年あ
る会社で、その間の退職率が1～ 2割でした。外
国人社員の退職率はさらに激しいです。工場勤務
の意味を徹底的に教え込んだら、退職者はほとん
どなくなったと聞いています。やはり若い人は変
わってきているので、会社として応えていったり、

特別企画／新春対談



2018.1・2　経営センサー
99

会社としては「こうなんだ」と説明したりするこ
とをしっかりやらないと、どんどん辞めていくと
思います。

吉田：男女での意識の差はどうでしょうか。

中原：働く意識は女性の方が高いかもしれませ
ん。少なくとも学生時代の間は。ところが、会社
に入社して1年経つと、女性のモチベーションは
大きくダウンします。出産の局面を考えた時、「こ
の企業では一生は働けないのでは」と思うからで
す。今の40代、50代の男性で、大企業で働いて
いる方の奥さんは専業主婦の方がやはり多い。と
ころが今は共働きが圧倒的。同じ会社内で二つの
部族がいるわけです。どちらに対し優しい会社に
なるべきかは、明確です。共働き世帯が8割を占
める中で、「働き方改革」と言えば、私は「経営を
成り立たせるために、人材流出防止に取り組むこ
と」と考えています。

吉田：同じ流れかもしれませんが、大学教育では
アクティブラーニング（能動的学習）が取り入れ
られています。昔を振り返ると、中学校や高校時
代は、全く目的を知らされずに勉強させられたよ
うに思います。一体これが何の役に立つのか、そ
れがなかなか見えない中で長く過ごしました。

中原：小学校はインタラクティブ（双方向の学習）
です。児童たちは一生懸命手を挙げて発言しよう
とします。これが中学校、高校では全くなくなっ
てしまう。大学では、90年代以降アクティブラー
ニングが取り入れられ始め、インタラクティブな
面が出てきました。大学入試が変わってきていま
すから、中学校、高校もいずれ変わってくると思
います。「何で学ぶの？」という子どもたちの問い
かけに対し、これまで何も対処せずやってきたの
は正にその通りです。学校の歴史を考えていくと、
社会とは隔絶した空間を作ってそこで努力した人
を評価してきた。つまり、学ぶことの意味を不明

にしたまま勉強させてきたのです。ただ、キャリ
ア教育とか、職業教育と言われているものが小中
学校でも取り入れられてきています。「君は、将来
何がしたいの？」、と小学校の時から言われ続けて
いるのです。この点も若い人たちが、生き急ぐ思
考になっている原因の一つかもしれません。おじ
さんたちは「まあまあ、ゆっくりと」となるわけ
ですが、世代間のギャップは大きいです。どちら
が良いのかは、正直分かりません。

コミュニケーションの大切さ
吉田：組織固有の知識、価値観を共有するために
はコミュニケーションが欠かせません。日本企業
がグローバル競争に勝ち残っていくためにも、コ
ミュニケーション強化は大変重要だと思いますが、
アドバイスをいただけますでしょうか。

中原：キーパーソンは現場のマネージャーです。
人事や評価を主導していく立場にありますし、昨
今はコミュニケーションを通じて人を育てる主体
はマネージャーなんだという方向にさらに舵を
切っています。実際、企業においてはマネージャー
層の強化に力点が置かれており、その点は正しい
と思います。ただ、今の現場のマネージャーが増
大する負荷に耐えられるか、このままもつのかな
といった点が疑問です。10年、20年のスパンで
見ると、やるべきことがものすごく増えています。
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吉田：組織の構成にも余裕がなくなっています。
以前は、部長の下に次長がいて、課長の下に課長
代理がいました。2000年代に入り、これは私も東
レ人事部にいた頃、仕事でやってきたことですが、
組織のフラット化を進め、ポストを削減してきま
した。それでも管理職にはパフォーマンスマネジ
メントやヒューマンマネジメントが求められ、プ
レイヤーとして自分の仕事もある。CSRやコンプ
ライアンスの要素も加わってきました。さらに今
は働き方改革の波です。

中原：実は残業の意識なく働いている人も多い。
その部分が働き方改革でクローズアップされ、ど
こまでが業務なのか明確にする必要が出てきまし
た。曖昧にはできなくなったのです。これからは
特に若い人から「どこまでが業務ですか」と突き
つけられていくと思います。そのような中で、マ
ネージャーは今や、プレイングマネージャーから
さらにマネージングプレイヤーに進んできてい
る。マネジメント機能を持ったプレイヤーです。
果たしてこのままで組織が保てるのか、本当に心
配しています。事業部門の人事労務問題などは
BP（ビジネスパートナー）とよばれる事業部門人
事担当者がかなり引き受けていることもあります
が、これも仕事量が多すぎてパンク寸前です。企
業の人事・労務の方のお話を聞くとすごく頑張っ
ておられるけど、いわゆるトラブルシューティン
グで疲れ切っていますよね。

吉田：そんな中でもラインの管理職が部下とどの
ようにコミュニケーションに取り組むべきか。例
えば、組織固有の価値観・理念をどう伝えていく
かは難しい問題です。

中原：理念がなぜ伝わらないのか、やはりコミュ
ニケーション、「伝達」でも「会話」でもない「対
話」（ダイアログ）の問題だと思います。上から下
に一方的に情報を流し込む「導管モデル」（写真）
ではだめなのです。上の立場の人が意味を付与し

て伝えなければならない。例えば、ヤマト運輸だっ
たら、「ヤマトは人なり」とありますが、これをポ
ンと伝えても効果がありません。その意味を上司
と部下で話し合う必要があるのです。

出所：中原准教授提供資料

写真　導管モデル

吉田：経営理念を伝えるにも、腑に落ちるような
ストーリー性が必要ということでしょうか。

中原：理念と実際の仕事との結びつきが必要で
す。「ヤマトは人なり」を仕事で実践するとこうな
る、その関連付けが重要です。そしてこれは現場
でやるしかありません。毎朝唱和して暗記するだ
けでは実行に結びつかないのです。その役割を担
う課長職の教育は、なる前となった後のそれぞれ
の1年間が極めて大事です。このトランジション
（役割の移行）の時が一番効果的で、鉄は熱いうち
に打たねばなりません。新任マネージャーになる
時に、「理念ってどうやって体現するのか」「OJT
のポイントは？」「人を巻き込むやり方は？」とい
う基礎的なことをもう1回徹底的に学ぶ時間を
持ってほしいと思います。ポイントはやはり現場
です。ところがそこに十分な資源がつけられてい
ない。現場のマネージャーに番頭役のようなサポー
トをつけてあげてほしい。私の切なる願いです。
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イノベーションや新規事業を生み出す
人材育成とは
吉田：イノベーションや新しい事業をゼロから生
み出すための人材育成や組織風土の醸成も直近の
先生の研究テーマということですが、先生がさま
ざまな組織事例や人材に接して、これがポイント
と感じられるような事例があればお聞かせくださ
い。

中原：人や組織の面から見ますと、イノベーショ
ンや新規事業における課題は、組織の中でその事
業を継続していけるかどうかの問題だと思ってい
ます。日本人がイノベーティブでないとは全く思っ
ていません。創造的なアイデアを思いついても組
織の中では実行できないのです。日本では、失敗
すると「彼はやっぱりダメだったか」と見られ、
はしごを外されるようなこともあり、リスクが高
い。だから挑戦しない。そのような事例が多いと
感じています。多くの会社では、新規事業と既存
事業を分け、新規事業は新規事業部でやる。既存
事業部から金食い虫と呼ばれながら頑張っても、
新規事業なんて10本やって 1本成功するかどう
か。失敗したことがネガティブに評価されるから
挑戦しなくなる。この悪循環です。

吉田：一方で米国的な経営だと株主資本主義的な
面が強く、短期志向に陥りがちで、例えば東レの
炭素繊維事業のような、粘り強く長く事業を育て
ていく経営が、しにくくなる面もありますね。

中原：新規事業は不確実性が高く予測不能だと思
います。新規事業を当て続けるためには挑戦する
人を増やすしかありません。その中で、挑戦して
失敗するケースがもともと多いにもかかわらず、
失敗すると悪い評価を受ける。また、日本企業の
特徴として、撤退ラインが明確でない。赤字を垂
れ流していても簡単にはやめられない。新規事業
に携わった人が損する構造になっており、IT企業
やサービス企業では特にその傾向が強いように感

じます。東レのような素材型企業は研究開発型で
すから、もともと長期のスパンで思考する文化が
あり、新規事業を皆で力を結集して実行する体制
ができていると思います。

吉田：会社に入って手に汗握るような経験をした
い、ドラマチックな経験をしたいという人も本当
は少なくないはずです。

中原：感覚的には2：8ぐらいで、挑戦志向の人
が少ない印象ですが、この少数派の挑戦志向の人
の処遇をしっかりしていかないと、イノベーショ
ン、新規事業は、思うようには生まれてきません。
この問題について、「人と組織」を焦点にした研究
は少ないです。もちろん、事業戦略や製品が原因
で失敗することもありますが、組織の中で潰され
たり、人の問題でだめになったりすることも相当
あるはずなので、新規事業創出については、もう
少し人と組織の切り口で考えるべきです。

ワーク・ライフ・バランスと
ダイバーシティについて
吉田：先ほど働き方改革の話が出ました。また、
ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティは昨
今のキーワードですが、企業での取り組みについ
てどのようにお考えですか。

中原：人手不足の時代ですから、優秀な人が長く
働ける体制を整えるべきです。今の日本では、育
児の役割は相当な部分を女性が担っているのが現
状です。育児があっても女性がフレキシブルに働
ける仕組みづくりはまだまだ十分とは言えませ
ん。さらに介護の問題、これは本丸の大問題です。
この先、介護に関わらなければならない人は増え
続けます。仕事生活のすべての時期でフルタイム
の上に残業して働けるという時代ではなくなりま
した。企業としてはそのような時期を迎えた人材
を引き留め続けなければなりません。女性管理職
の比率を引き上げろとか、そのような数値目標的
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な視点ではなく、会社で長く働き続けられるよう、
環境を整えることが重要です。

吉田：介護については、今までは転勤の話などが
出た時に、「実は親が…」ということで顕在化する
ことが多かったですが、これからはもっと表面に
出てくるでしょうね。

中原：そうです。もしかすると転勤どころか、日々
の仕事に支障が出るぐらいになってくるでしょ
う。個人にとっても企業にとっても、介護離職は
良いことは何もありません。人によっては年収が
大きく下がりますし、しかも親の問題です。優秀
な人であっても、本人の責任ではないにもかかわ
らず、そのような状況に置かれてしまうのです。
その点に配慮できる企業が選ばれる時代ではない
でしょうか。今は企業が人を選んでいるつもりで
すが、逆に選ばれる立場になっていくと思います。

吉田：ここ数年全国的に内定辞退率が高まってい
ます。

中原：とにかく人がいません。18歳人口は、今は
120万人ですが、2050年には 69万人と予想され
ています。AIが人の仕事を置き換えていくとの観
測もありますが、最近の研究ですと、実際には
10％程度しか代替できないという見解もありま
す。人は複数のタスクをこなしていますから、一

部だけをAIに置き換えても、要員減にはダイレ
クトには結びつかない。結局は人が必要なわけで
すが今後さらに採用が難しくなる。人をどう確保
していくかが経営課題になっていくと思います。
どうやって人を確保するかという視点で「働き方
改革」を捉え、「柔軟に働ける仕組みづくり」をし
ていくべきです。

吉田：「女性活躍推進」では単なるリテンション（社
員の引き留め）ではなく、管理職登用、さらには
役員にまで育てることも考えるべきとの方向性も
ありますが。

中原：私は女性や外国人の育成の問題ではなくて、
労働力が圧倒的に不足する問題と見ています。だ
から多様な人が継続して働いていける環境づくり
こそが「待ったなし」の状況です。日本の人口構
造の問題ですから、確実に予測できます。120万
人が 69万人に減るなら、50万人を外国人労働者
で埋めれば良い、という議論は、あまりにも非現
実的です。家族の方も一緒に来日するわけで、日
本を変質するに等しく、簡単に頼れる話ではあり
ません。

吉田：大企業でも、人の確保に四苦八苦する時代
になっていくのでしょうね。本日はどうもありが
とうございました。

特別企画／新春対談




