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人材／人材育成の視点

1．はじめに

我が国における地域経済活性化を推進する取り

組みは、地域発イノベーションの創出支援（「産

業クラスター計画」など）や産業集積への支援

（「企業立地促進法」に基づく各施策）など 1 の点

から進められている。

繊維関連産業が多く集まる北陸地方では、富

山・石川・福井の各県合同で「北陸 3 県繊維産業

クラスター」を設立し、企業立地促進法に基づく

支援を受けながら「新商品開発」「販路開拓」「人

材育成」の 3 つの各分野で取り組みを進めている。

そのうち、人材育成分野の一つの取り組みとし

て「経営マネジメント講座」という全 8 回シリー

ズの研修が約 5 カ月にわたって行われた。その中

で筆者は主査（講座全体のコーディネーター的役

割）を務めた。

どの分野も人材育成に異論を挟む余地はないだ

ろうが、その求められる状況や対象とする層に応

じて内容やコンセプトは当然それぞれ異なり、十

分に吟味されなければならない。

本稿では、筆者が関わった北陸 3 県繊維産業ク

ラスターの人材育成講座（経営マネジメント講座）

の内容紹介を交えて、産業クラスター（産業集積

地）において次代の経営を担うような人材に期待

される能力とその開発プログラムのあり方につい

て考察する。
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―北陸3県繊維産業クラスター「経営マネジメント講座」を通して―

福田 貴一（ふくだたかいち）
人材開発部

1995 年東レ株式会社入社。以降、人事・勤労分野を経て 2002 年 9 月から現
職。企業の人材開発及び組織開発に携わる。日本アクションラーニング協会
アクションラーニングコーチトレーナー、日本産業カウンセラー協会
産業カウンセラー。

Point
1 産業クラスターにおけるイノベーションは、人と人、組織と組織のつながりから生まれる。
2 そうした“つながりは”対話型コミュニケーションによってもたらされる。
3 対話型コミュニケーションの要点は以下の3つ

・率直に話し合い、聴き合うこと

・異なる経験や異分野の知識を自分の関心事にひもづけ、そこから学ぶこと

・相手の話をもう一歩突っ込んで聴くために質問をすること
4 この対話型コミュニケーションは、産業クラスターの発展に影響するキーコンセプトとなる。

1   詳しくは経済産業省 HP（http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/cluster/index.html）。



2．イノベーションをもたらす対話型コミュニ

ケーション

マイケル・ポーターの定義を参考とするなら

ば、特定の産業分野において相互に関連する企業

やその他の機関から成る地理的に近接した集団の

ことを産業クラスター 2 という。

ただ企業等がある地域に群がっているだけでは

その効果は得がたい。各組織が保有する“自前の

知識”を活発に発信し交流するなかで“互いの知

恵”を生み出し、実際に協働してビジネスにつな

げていくプロセスが重要となる。

クラスターという枠組みがそうした「場」とし

て機能するには、互いが連携しながら創造的で協

調的な集団となることが不可欠で、それは“つな

がるコミュニケーション”（＝対話型コミュニ

ケーション）によってもたらされる。

多様な価値観や違った発想を持つもの同士がつ

ながることでイノベーションは起こる。それぞれ

が良さを持っていても、それらを活かす術を知ら

なければ実を結ばない。既存の枠組みの中だけで

止まっているのではなく、他者とのつながりを模

索しながら新たな価値を生み出すきっかけを得る

ことが期待されている。その可能性を秘めた「場」

が産業クラスター（産業集積地）であり、それを

実現するときの基盤はコミュニケーションの方法

にあるのではないだろうか。

こうした考えから、筆者が今回携わった繊維産

業クラスターにおける講座では、参加者同士の対

話を促し、そこからクラスターとしての連携や関

係構築の基盤となるコミュニケーションのあり方

について理解を深めながら、その実践力の向上を

図ることをプログラムコンセプトとした。

3．北陸3県繊維産業クラスター「経営マネジ

メント講座」

本講座の参加者は、北陸 3 県繊維産業クラス

ターの会員企業で次代の経営幹部候補と期待され

る主に部長以上の人たちだった。

全 8 回のシリーズで行うカリキュラムでは、実

務経験の豊かな多彩なゲストを招いた。企業経営

に関するトピックス（テーマ）を各ゲストから提

示してもらい、参加者同士で意見を交換させたり、

ゲストとの話し合いを深めるようなスタイルで進

めた。（図表 1）

シリーズの初回は皆よそよそしい雰囲気で集

まってきた。参加者同士の挨拶も形式的なもので、

隣の席に居合わせても口を開かない様子も一部見

受けられた。初対面の緊張感か、業種が近いため

の警戒心か、いずれにしても重々しい雰囲気の中

でスタートした。まさにそこへ風穴を空けること

が狙いであるとの思いで本講座を進めていった。

参加者のそうした様子をあらかじめ想定し、初

回は「よく話し、よく聴き、互いに学び、探求す

る場」という講座の土台となる部分として「対話

を通じたおとなの学習」というテーマを設定した。

対話型コミュニケーションのあり方は、産業クラ

スターという「場」が機能するときのプロセスそ

のものであるとの理解を深めるような演習を行っ

た。
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2   クラスター（cluster）とは、群れ、塊の意味。
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対話型コミュニケーションの要点は以下の 3 つ

である。

・基本中の基本だが、自分の考えや意見を率直

に話す一方で、他人の話をしっかり聴くこと

・異なる経験を持つ人（ゲストや参加者）の話

や異分野の知識を、自分の関心事にひもづけ

てそこから学ぶこと

・相手の話をもう一歩突っ込んで聴くために質問

をすること

各テーマに関連する知識を新たに得る狙いもあ

るが、それと同等に他者とのコミュニケーション

のあり方を学ぶところにこの講座の特徴がある。

シリーズの 2 回目以降は、ゲスト講演に関連す

る問いかけを、筆者から参加者へ行い（図表 2）、

メンバー同士の対話を促していった。結論づけた

り判断することを話し合いの目的とするのではな

No 日程  テーマ ゲスト 

1 筆者担当 

2 元専門商社社長 

3 機械系メーカー創業者 

4 大学教授 

5 新規事業開発コンサルタント 

7

8 メーカー系シンクタンク社長 

6

 

 

  

9/16  
（水） 

10/ 7  
（水） 

11/ 4  
（水） 

12/ 2  
（水） 

1/ 27  
（水） 

2010年 
1/ 13  
（水） 

10/21  
（水） 

11/18  
（水） 

学びの場を作る 
コミュニケーション 

対話を通じたおとなの学習 

（ （ 
経営実務家から学ぶ① 
「経営者のリーダー 
シップ」 

経営実務家から学ぶ② 
「事業展開」 

経営実務家から学ぶ③ 
「経営理念とその展開」 

元消費財メーカー営業 
マーケティングマネジャー 

経営実務家から学ぶ⑤ 
「企業経営と 
　   ワークライフバランス」 

経営実務家から学ぶ④ 
「ものづくり経営」 

元化学系メーカー取締役 
（新規事業開発責任者） 

経営を担う 
戦略型リーダー 

新事業開発の 
マネジメント 

図表 1 「経営マネジメント講座」概要

出所：筆者作成



く、互いの考えや意見、その背景を聴き合う中で、

発想を広げ気づきを得るような場づくりをして

いった。

そうして回を重ねていくと、当初見受けられた

堅苦しい様子は少しずつ変わっていった。「この

場は何を言っても大丈夫なんだ」「いろいろな発

想や見方があるんだ」「他の人の意見や考えを聞

いて気づくことは意外と多いんだ」など、他者と

交流することで得られる安心感や互いを尊重する

信頼の気持ち、対話型コミュニケーションの効果

などを感じ始める姿があった。

特にシリーズの半分を超えた 5 回目の講座の時

には、互いの異なる視点や着想を受け入れて新し

いアイデアを自ら考えるというコミュニケーショ

ンレベル（創造的レベル）へも到達するようになっ

ていた。一部ではあるが、参加者同士の対話が、

場の質的な成長をもたらしたのを筆者は感じた。

4．イノベーションをもたらす対話型コミュニ

ケーション

その第 5 回は「新事業開発のマネジメント」と

いうテーマだった。

「自社の得意や不得意を認識すること」「それら

を補い合える技術やノウハウを持つ他者（他社）

を求めそこに積極的にアプローチすること」など

は頭ではわかっているが、参加者にその実践知は

少ない。

その回の後半では 3 ～ 4 名からなるチームをつ

くり、即興で、各会社の資源を活かし合って何か

新しい製品やサービスを考える時間を設けた。話

し合ったのはわずか 30 分程度。

正解がない手探りのような話し合いの中で、互

いの知識を共有しつなぎ合わせるところにこの

ワークのポイントがある。その話し合いのプロセ

スにこそ重要な意味が込められていることを筆者

は指摘した。
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出所：筆者作成

第2回講座 
・過去の様々な経験は今のあなたの「仕事の進め方」「判断の仕方」「考え方・価値観」な
どに、どんな影響を与えていますか？ 

・「新しい分野」や「初めて直面する問題」など、経験が乏しい中で取り組まざるを得ない仕
事に就いたとき、何を頼りにそれを乗り越えてきましたか？ 

第3回講座 

・会社として目指しているものは何ですか？ 
・その実現に向けて、あなたが取り組んでいることは何ですか？ 
・その中で、あなたが解決しなければならない問題（こと）は何ですか？ 
・社内で、社員の意識や向かうべき方向性を合わせるために、工夫していること、取り組んで
いることはありますか？ 

第4回講座 

・身近にいる（いた）優れたリーダーはどんな人でしたか？　どんな点が優れている（た）のです
か？　その人と一緒にいるとどんな気持ちになるのですか？ 

第5回講座 

・今、あなたの会社に新規事業は必要ですか？　それはなぜですか？ 
・一般的に新規事業の開発は難しいと言われています。なぜだと思いますか？ 

第6回講座 

・社内のベクトルを合わせるためにどのような活動をしていますか？　どういうことをすれば社内
でベクトルは合うのでしょうか？ 

・“うりものづくり”のために必要な視点（こと）は何だと思いますか？ 

第7回講座 

・“イノベーション”という言葉を別の言い方にするならば、あなたはどう表現しますか？　それ
は、どんなプロセスで起こると思いますか？ 

図表 2 講座の中で行った参加者への問いかけ（例）
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自前主義に陥らず「自分たちの得意なこと」「そ

れを活かすために不足しているもの」をそれぞれ

が言語化して人に伝えることは意外と難しい。

「～しかできない」ではなく「～と～が一緒に

なれば可能かも知れない」「どうしたらできるの

だろうか？」というポジティブな発想や異なるも

のを関連付けて考えたり、互いの強みを活かし合

う尊重意識と柔軟さが、クラスター形成の基盤と

なる。

また「～という分野のことならば･･･（誰々）

が詳しい」とか「～というノウハウは･･･（どこ

どこの組織）が持っている」というような、前提

や条件に応じた多様な選択肢や自分にはない情報

網の共有も、コミュニケーションレベルが発達し

た効果と言える。

互いを知りそこから学び合い、既存の知識から

新たな知恵を生み出すという協働のプロセスに、

産業クラスター（産業集積地）としてのポテン

シャルは眠っている。

特に、そうした中で経営を担い組織をマネジメ

ントする立場にある人には、組織間の連携をもた

らす対話型コミュニケーションへの理解を深め、

まずは自らがその実践者となることが期待されて

いるのだと考える。

5．ネットワークをつくる対話型コミュニケー

ション

産業が集積する地域からイノベーションが起こ

るきっかけは、人と人、組織と組織の交流の中に

ある。

他者との対話の中でアイデアが育まれ、実現の

可能性が見えてくる。試行錯誤で取り組む中から

互いの持ち味と限界を知り、それを補うための検

討も進む。

困難に直面したときには、当事者が持ち合わせ

ている知識や経験だけで乗り越えようとしていて

はいけない。もちろん「灯台下暗し」ということも

あろうが、その範囲に固執してはこれまでの延長線

上での発想に陥り、イノベーションは起こらない。

大切なのは、既存の枠組み以外のところにある

異質な知識に素早く、気楽に手を伸ばす（接触す

る）ことができるような環境であろう。ありとあ

らゆる知識をあらかじめ共有することが現実的で

ないとすれば、前述のとおり、どの組織（もしく

は人）がどんな知識を持っていそうかという情報

網（ネットワーク）が貴重となる。それは、記述

可能な知識（形式知）ではなく、経験と実践の中

に練りこまれた暗黙知を扱う情報のネットワーク

が意味をもつ。こうしたレベルの知識が交流でき

る環境で、組織や人同士の接触頻度を高めること

は産業クラスター（産業集積地）の活性化におい

ては重要な意味を持ってくる。

そういったネットワークづくりやその活用場面

でも、人と人とのコミュニケーション、とりわけ

対話型のコミュニケーションが有効となるだろ

う。こうした観点から、対話型コミュニケーショ

ンは産業クラスター（産業集積地）の発展に影響

を及ぼすキーコンセプトであると考える。
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