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１．	「チーム」が人材開発の新しい	
キーワードに

本欄でも何度か紹介しているが、最近、人材育
成担当者の関心を集めているテーマのひとつに、
チームビルディングやチームプロセスを有効に機
能させるための仕掛け、仕組みづくりがある。次
世代経営者育成のための早期選抜によるリーダー
シップ育成プログラムや自律的なキャリア開発を
促す教育、個別のスキル教育などがないがしろに

されているということではないが、「エンプロイア
ビリティ」1 が新しい時代の人材のキーワードと
して脚光を浴び、人材の「個人としての自立」が
重要視された一時期と比べると、雰囲気はかなり
変化したと言える。

卓越したリーダーの存在が組織に早い決断と強
い実行力をもたらし、競争力を高めるというモデ
ルとそれに沿った人材育成は、間違いではなかっ
たかもしれないが、並行して進む日本の雇用の劣
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化もあいまって ｢ 現場力 ｣ の低下を招き、必ずし
も描いたシナリオどおりには組織の総合力の強化
につながらなかった面があるのではないか。優れ
たリーダーの描いた優れたビジネスモデルも、そ
れを支える現場の士気が一定以上のレベルでない
とスピード感を持って現実のものとすることはで
きない。現場の士気を上げるのもリーダーの重要
な役割ではあるが、変化の激しいビジネス環境の
中で次から次へと対応を迫られるリーダーが、現
場の士気の維持・向上にも十分なエネルギーを傾
けるのは容易なことではない。優秀なリーダーが
疲弊し、孤立するようなことなくその力を発揮で
きるように、現場を構成するメンバーに対して
フォロワーシップや、ある程度自律的に動けるよ
うなチームプロセスを学ばせることも必要になっ
ている。

さらに、ビジネス環境変化の加速ということは
いつの時代にも言われることではあるが、新興国
が恐るべきスピードでキャッチアップしてきてい
る昨今の状況は、今まで以上に現場の情報が遅滞
なくリーダーの元にもたらされ、適切な対応が求
められるということであり、その意味でもチーム
のコミュニケーションは重要さを増しているとい
えるだろう。

弊社でも、多様な階層の研修プログラムにチー
ムでのコミュニケーションを高めるためのセッ
ションを採り入れている。問題発見や問題解決に
当たっていかに自らのフレームワークに捉われず
広い視野を持つことが重要か、そのために相互に
持っている情報を提供し合うことがどんなに有効
か、効果的に情報を共有するにはどんな「場」を
作れば良いか、その「場」に臨むときにはどんな
心構えが必要か ･･･。

こうしたセッションの経験は多くの参加者に新
鮮な驚きをもたらす。経験の少ない社員では視野
の狭さへの気づきや、セッションに参加して自ら
発言し、問題発見や解決に参画することの喜びを
もたらす。すでにリーダーとしてチームを率いる
層でも、日頃参加する会議において本当の意味で

のメンバーの「参加」が得られていないことや、
自らが主催する会議や打合せにおいても「いかに
自分がメンバーの意見を聞いていなかったか」に
気づく参加者は多い。そうしたリーダーたちは、
自らのチームメンバーに情報共有のメリットとそ
のノウハウを根付かせることが必要だと強く感じ
るようである。

２．チームによる「課題研究」の成功事例
全員がチームの中での自らの役割を意識しなが

ら対立を恐れず素直に関わり合える「質の高い関
係性」を作り上げることができれば、そこでは深
い議論がなされ、「思考の質」が高まる。そこから
生まれる「的確な行動」が「質の高い結果」をも
たらす。良い結果がさらにメンバーの関係性を向
上させる。これがＭＩＴのダニエル ･ キム教授の
描いた「成功の循環モデル」である。

弊社の手がける研修の中でも、こうした良い循
環を作り上げることに成功するチームが時々みら
れる。最近遭遇したケースは、次世代経営者育成
を目的にした半年にわたる研修で、同じ会社内で
担当する事業や職種もまったく違って普段はあま
り接点もない社員が集まり、経営やマーケティン
グの知識を学びつつ、数名のチームでひとつのビ
ジネスプランを作り上げる「課題研究」を最終ア
ウトプットとするもの。最初はお互いの持ち味が
分からず、共通言語もない状態からスタートした
チームは、前述のチーム・コミュニケーション理
解のセッションも体験した上で、チームの形成期
から意見の対立やあつれきの生まれる嵐期を経て
非常に充実した関係性を確立した。精力的に議論
を重ね、他社ヒアリングなどで豊富な情報を集め
た結果、極めて説得力の高いビジネスプランを完
成させたのだ。限られた時間の中で作り上げられ
るビジネスプランが、そのまま現経営者を納得さ
せ実行に移されるケースはまれであるが、この
ケースでは課題研究の最終報告会の場で、トップ
からの事業化検討指示が出た。その後の報告によ
れば間もなく部署横断の推進チームが立ち上がり、
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１年を待たずして製品化に結びついた。研修の成
果としては画期的なことである。

こうした成果が生み出される過程でチームの中
で何が起こっていたのか。このときには 2 チーム
が平行して研究活動を進めていたため、際立った
成果を生んだＡチームとともに対照群としてＢ
チームのメンバーに対しても、研修終了後にアン
ケートとヒアリングを実施して探ってみた。質問
項目は下記の通り。

① 活動が「うまくいっている」および「うまく 
いっていない」と感じたときのチーム内の様
子について

②メンバー各人の行動計画を決めるプロセス
　 （集合研修の合間での情報収集や資料作成な

ど「誰がいつまでに何をするのか」の計画決
定プロセス）

③ メンバー間で意見の相違があったときの話し
合いの様子

④ チーム活動を成功させるために大切だと感じ
たこと

３．チームプロセスの大きな違い
まず、アンケート（一部ヒアリング）から、両

チームの取り組み（チームプロセス）には違いが
あることが分かった。（図表１）

Ａチームの活動からは、メンバーの総力を結集
し、「独力では得られないアウトプット」を生み出
す様子を振り返ることができた。一方、Ｂチーム
の活動ではメンバーの持っていた力が十分に発揮
されたとは言えず、プロセスにおいては「不完全
燃焼」で終わった観は否めない。

両者とも検討の方向付けには苦戦していたが、
「独力では得られないアウトプット」に到達したチー
ムと「不完全燃焼」のチームとを分けたのは、チー
ムプロセスによるところが大きいと考えられる。

このモデルに当てはめてＡ・Ｂ両チームのアン

図表 1　メンバーからのアンケート・ヒアリング回答（概要）
着眼点 Aチーム Bチーム

メンバーの相互作用 ［関係の質］
・相互に敬意を持って関わっていた。
・意見の対立を受け入れる心構えがあった。
［思考の質］
・�意見の対立場面では、それぞれの意味を確
認し、納得するまで話し合った。

・互いを理解しようと話し合った。
　（相手の意見に耳を傾けた）
・�合意形成しながら、次回までの行動計画を
決めた。

［関係の質］
・メンバー間に遠慮があった。
・対立を避けていた。
［思考の質］
・�多様な意見はあっても、それらの相違点を
明確にしてこなかった。
・�互いの話を聞き、意見を言い合うだけで議
論を避けていた。
・�次回までの行動計画は（メンバーの合意や
確認によるよりも）自然と決まることが多
かった。

メンバーの参画 ［行動の質］
・�各自の持っているもの（スキル・時間など）
を出し惜しまなかった。

・�For� the�Team の発想でチームで決めたこ
とは守っていた。

・�期待を上回る自主的な行動が良い結果を生
むとチームの雰囲気が良くなっていった。

［行動の質］
・�「誰かがやってくれるだろう」という意識
が蔓延し、率先した行動があまり見られな
かった。
・�決められたことを守らない“サボり”もあり、
それが指摘され是正されることはなかっ
た。
・このやり方で問題ない　という意識。

途中段階のアウトプット ［結果の質］
・�独力では果たせないアウトプットを実感し
ていた。

・�期待を超える水準で各自の役割を仕上げて
きたことが高揚感、やる気につながった。

［結果の質］
・�行動が伴わないので、途中途中のアウト
プットもしっくり来ていなかった。
・�メンバーが納得したり合意する場面（ス
テップ）は少なかった。

スケジュール意識 ・�適度な焦燥感があり、期日と分担を決めて
取り組んだ。（特に後半）

・�最後までスケジュール管理することができ
ず、ズルズルと時間が経過していた。
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ケートの回答内容を図式化すると（図表２）のよ
うになる。

４．より効果的なチーム支援に向けて
両チームのアクティビティの差とその結果とし

てのアウトプットの差は、報告した両チームのメ
ンバーが誰よりも痛感したに違いない。その後の
アンケートやヒアリングを受けて、恐らくどちら
のチームのメンバーも効果的なチームプロセスづ
くりがこうしたプロジェクトの成否を決めるとい
うことに気づき、そこから多くのことを学んだと
思う。念のために付け加えれば、メンバー構成と
してＡチームのメンバーが特に優秀だったとか強
力なリーダーシップを発揮する人物がいたとか、
Ｂチームのメンバーにやる気がなかったとか議論
の邪魔をする人物がいたとかいう、特定の個人の
パフォーマンスが成否を分けたという見方もあろ

うが、少なくとも指導いただいた先生や事務局の
観察からはそうした個人の資質がチームの成果の
有意な差に直接結びついたという印象はなかった
と言える。意見の対立を受け入れ、互いに納得す
るまで話し合おうという自由闊達な空気をチーム
の中に吹き込ませるちょっとしたきっかけ、それ
をつかめるかどうかが成否を分ける大きな要素
だったと考える。

同じ指導を受け、ほぼ同等の時間をかけて課題
に取り組んでもチームプロセスによってこれだけ
の差が生じたというのは興味深い事実ではあった
が、運営側としてはいかにチームプロセスが大事
であるかを今まで以上に全員に理解させ、すべて
のメンバーが「独力では得られないアウトプット」
を手にした充実感をもって課題研究を終えてもら
えるよう、より積極的にプロセスに介入していく
ことの必要性を感じている。

図表 2　「成功の循環モデル」による各チームのサイクル（仮説）

【Aチームのサイクル】（仮説）

・場面場面でのチーム内の「合意」
　というある種の到達点（途中結果）が、
　一体感を醸成。
・期待を上回る個人の活動（結果）が
　更にチームのモチベーションとなった。

・率直にモノを言い合える関係
・互いを尊重する関係

・決めたことは守り、チームに
　貢献しようと“For the Team”に努めた。

・自らの意見を保留して相手の
　意見に耳を傾け、妥協せず考え合う。

関係の質

【Bチームのサイクル】（仮説）

行動の質

結果の質 思考の質

・行動が伴っていないので、
　当然アウトプットレベル（結果）も
　思わしくなく、メンバー間の良好な
　関係構築にはつながらない。

・遠慮
・本音を言い合えていない関係

・誰かがやってくれるだろう。
・自分事になっていない（議論が腹落ちしていない）から
　行動にも意識が向かない。

・本音を言ったとしても、
　互いに遠慮があるため多様な意見が、
　検討に活かされない。
・そもそも本音が言えていないので、
　自分事として考えられていない。

関係の質

行動の質

結果の質 思考の質

出所：マサチューセッツ工科大学 ダニエル・キム教授「成功の循環」モデルにあてはめて作成
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