ATD2015国際会議にみる
「学び」のグローバルトレンド
変わりゆく人材開発の視点と育成手法
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世界最大の人材開発・組織開発の非営利組織ASTD

けて、リーダーシップ開発の加速が求められている。

（American Society for Training Development: 米国人材

グローバルリーダー育成は、ATDの世界各国対象の最

開発機構）
が、組織名から
「米国」
「トレーニング」という言葉

新調査によると、企業トップ全体の8割が重んじているそう

をはずし、ATD
（Association for Talent Development）に

だ。グローバル企業では、部署横断のクロスファンクショナ

名称変更してから1年が経つ。企業のグローバル展開の進展

ル、文化・国籍を越えたクロスカルチュラル、物理的拠点を

で、人材開発の対象者や取り組みもグローバル規模となり、

またいでバーチャルでチームを組み、アクションラーニング

開発手法はトレーニングにとどまらなくなっている。2015年

形式で行うリーダーシップ開発が取り入れられている。グ

5月17日から20日までの4日間、米国フロリダ州オーランドで

ローバル展開に伴い、組織内のダイバーシティが高まって

開催されたATD2015国際会議
（ATD2015 International

いるため、リーダーシップ開発の取り組みでは、エンゲージ

Conference & Exposition）は、押し寄せる変化の波を体感

メント向上など、組織開発との連動も広がっている。2012

する機会となった。

年に、セッションのテーマに「グローバル人材開発」が登場
してから3年が経ち、欧米のグローバル企業本社の取り組

人材開発を取り巻く環境変化とATD2015国際会議：
グローバル化、世代交代、テクノロジーの進化

みに加え、各国の現地企業や海外拠点主導のリーダーシッ
プ開発にも焦点が当たり始めた印象がある。今回は、現代

ATD国際会議は、年1回のATD最大のイベントだ。今回

自動車の中国拠点の多文化リーダーシップ開発の事例、タ

は、全世界から92カ国、約9,600名の人材開発・組織開発

イの現地企業のリーダーシップパイプライン構築の事例な

のプロフェッショナルが参加した。日本での注目度も高まっ

どが発表されていた。

てきており、日本からの参加者数は、昨年より約3割増えて

ミレニアル世代
（1980年代〜2000年生まれ）は、2025年

172名となった。この人数は、米国以外の参加国中、第3位

には世界の労働人口の75%を占めると言われる。彼らは、

にあたる
（1位は韓国で291名、2位はカナダで211名）。

幼少時からデジタル社会に親しみ、ソーシャルネットワーク

この2年、ATD国際会議では、
「Content, Community,

文化で育った世代で、他者からの学び、互いの体験からの

Global Perspectives
（コンテンツ、コミュニティ、グローバ

学び合いを重んじ、職場を他者との協創、学習のコミュニ

ルな考え方）」の三つを開催テーマの基軸にしている。グ

ティと捉えている。この世代は、激しい環境変化を背景に、

ローバル視点で、学ぶ内容、学びのコミュニティの変革に

周囲の環境から自身で課題を見つけ、企業の教育研修に

取り組もう、ということだろう。

頼らず、インターネット上のコンテンツを活用して主体的に

人材開発を取り巻く環境変化には、主に、グローバル化

学ぶ。それ以前の世代とは学び方が異なるのだ。2013年の

の進展、ミレニアル世代の活躍、ICT
（情報通信技術）の

基調講演でも、ジョン・シーリー・ブラウン教授が、ミレニ

進化がある。グローバル事業展開を行う企業は、地球規模

アル世代の組織参入をふまえ、知識・コミュニケーション

での人材獲得競争にさらされるようになった。グローバル

型産業社会における学習のあり方は、企業が社員に対しス

化の進展により、ビジネス環境変化のスピード、不確実さ、

キルや知識を転移する形式から、自律した学習者が主体

複雑さの度合いが増し、変化への適応や変化の創出に向

的に学ぶ「学習者中心」の形式に移る、と述べていた。
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さらに、ICTの進化が「学習者中心」の学びを後押しして

最も多い「学習テクノロジー」は、昨年と比べて10セッショ

いる。自己学習や相互学習を支援するインフラとして、バー

ン、昨年は「インストラクショナルデザイン」という一つの

チャルラーニング、モバイルラーニング、ソーシャルラーニン

テーマだった「トレーニングの実施」
「トレーニングの設計」

グ、
MOOCなど、ICTの活用が注目されている。最新の学習

は、合計で14セッション増加した。
「リーダーシップ開発」
「グ

テクノロジーの活用は、利便性やコストダウンの観点だけで

ローバル人材開発」は5セッション、脳科学の人材開発への

はなく、産業・経済・社会の変化に伴う働き方や組織運営

活用が主なテーマだった「学習の科学」は6セッション増え

の変化を反映している。今年の基調講演では、スガタ・ミト

ている。一方、
「キャリア開発」は11セッション減少した。
今年は、
「タレントマネジメント」
「ソーシャルラーニング」

ラ教授が、インドやイギリスにおける児童・生徒によるICT
技術を活用した主体的な学習の取り組み、School in the

「キュレーション」のような、新しい時代の到来を感じさせ

Cloudを紹介していた。セッションでは、Citiのバーチャル

るキーワードの発信は見受けられなかった。
「学習テクノロ

リーダーシップ研修のグローバル展開事例など、バーチャル

ジー」
「リーダーシップ開発」
「トレーニングの設計・実施」と

ラーニングの事例や方法論が複数取り上げられた。

いった、昨年に比べて増加傾向にあるテーマを見ても、こ
れまでの潮流をどのような内容、手法で具体化し、展開さ

ATD2015国際会議のセッション傾向：
学習の新たな内容・手法に注目が集まる

せていくかが、盛んに議論されていたように思う。そこで、
今年の会議を代表するトピックとして、
「リーダーシップ開
発アプローチの方向性」
「学習デザインの進化」
「学習テクノ

このような人材開発をめぐる背景のもと、今年の会期中は、
11個のテーマ別分野、3個の産業別分野で、300以上のセッ

ロジーの活用」について、いくつかのセッション内容を取り

ションが行われた。今年の傾向を俯瞰するために、テーマ

上げたい。

別分野で、セッションの実施数および昨年との対比を見てみ

リーダーシップ開発アプローチの方向性：
リーダーの自己変革を増幅させる実践経験

よう。

学習テクノロジー

(Learning Technologies)

リーダーシップ開発

(Leadership Development)

トレーニングの実施
(Training Delivery)

44セッション

人材開発のアプローチでは、
「70/20/10の法則」という考

(+10)

え方がよく取り上げられる。米国の調査によると、リーダー

37セッション

が「自身の成功に役立った」と思う学習機会の構成比率は、

(+5)

「70%が仕事上の実務経験、20%が他者との交流から受け

31セッション

た教えや支援、10%が教育研修などの勉強」だそうだ。米

トレーニングの
実施・設計を
合わせて

(+14)

国の人材開発コンサルタントで常連の発表者の一人、マー

(Instructional Design)

31セッション

ク・ローゼンバーグ氏は、この法則を絡めて、人材開発支

人的資源

28セッション

援の実態とパラダイムシフトについて述べていた i)。氏によ

トレーニングの設計

(Human Capital)

キャリア開発

(Career Development)

グローバル人材開発

(Global Human Resource Development)

学習効果の測定・分析

(Learning Measurement & Analytics)

学習の科学

(The Science of Learning)
セールスの効果向上
(Sales Enablement)
マネジメント
(Management)

(-1)

ると、多くの企業は、仕事上の実務経験、他者との交流が

27セッション

学習機会の9割を占めるにもかかわらず、人材開発投資の9

(-11)

割以上を研修のつくり込みと実施に割いているそうだ。研

23セッション

修で学んだ知識を使わずにいると1年で消えてしまうため、

(+5)

職場での学習内容の定着支援に力を注ぎ、学習の歩留まり

21セッション

を上げなければ、研修への投資は無駄になってしまう。学

(+2)

習の歩留まり向上には、具体的に、日常のコーチング・メン

17セッション
(+6)

タリング、実践コミュニティ（あるテーマに関心を持ち、相互

14セッション

学習を通じて知識・スキルを深める共同体）
、ソーシャルラー

(+2)

ニング、ナレッジマネジメント、パフォーマンス向上支援など

9セッション

の活用が求められる。とりわけ、豊富な経験を持つ社員層

（比較する分野なし）

（
* ）
内は昨年のセッション数からの増減
* セッション数は開催前のATD2015国際会議の公式ウェブサイトでの
検索結果による

i）セッション：SU209 “Beyond Competence: The Journey From Novice

to Master” / スピーカー： Marc Rosenberg, Principal at Marc Rosenberg
and Associates
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は、培った知識・スキルを変化する状況に合わせて発揮す
ることが求められるため、座学による知識伝達よりも、ソー
シャルメディア等を利用し、他者と実践のコツを分かち合
う、相互学習の方が効果的だ。
別のセッションでは、研修以外の9割の学習機会を意図
的につくり込んだ、短期集中のクロスファンクショナル、ク
ロスカルチュラルのグローバルリーダーシップ開発プログラ
ムが紹介されていたii)。Global pro bonoというこのプログ
ラムでは、参加者が専門家ボランティアとして途上国に一
定期間滞在し、現地のNPOとともに課題解決プロジェクト
に取り組む。グローバル企業の経営層に求められる課題
出典：ASTD

解決力、組織変革力、異文化対応力、関係構築、社会対
応力、チームビルディング、コミュニケーションスキルといっ

帰国後、参加者は、コーチングによる内省のプロセスを

た力を、短期間で効果的、効率的に鍛えるのだ。2008年

通じて、経験をどう活用するのか、一人ひとりが個人目標

以降、26の企業が、8千名以上の社員を80カ国に派遣して

を立て、職場における「自身の変化」を見据えて、実務で

おり、IBM、SAPといったグローバル企業が活用している

発展させる機会を持つ。この発表では、参加者が自身の

そうだ。

自己変革について語る動画
（英語）も公開された。ウェブ

事例発表では、SAPのプログラムの成果が発表された。

上でも視聴できるので、ぜひ訪れてほしい
（https://www.

同社では、企業内MBAエグゼクティブプログラムの一環

youtube.com/watch?v=z54qnvWNMSo）
。このセッ

として、1コースにつき、部門と国を越えた12名編成のチー

ションに登壇した関係者たちは、リーダーシップ開発では、

ムが、約1カ月、途上国で活動する。目的は、教育・社会起

知識・スキルの学習だけでなく、他者との交流を通じた信

業の分野で、現地のクライアントから依頼された課題を解

頼感、楽しさ、多様性への気づきといった感情面の要素を

決してSAPの評判を高め、参加者のリーダーシップコンピ

組み込むことが重要だと述べていた。参加者の感情面の

テンシー、産業分野を越えたノウハウ、異文化に対する感

内省と気づきは、彼らの自己変革の努力を持続し、大きな

性を磨くことだ。発表者で南米コロンビアで農業ビジネス

壁を克服する原動力となるのだろう。

拡大に携わったライナー・スターン氏は、価値観が大きく
異なる現地の人たちと交流し、チーム一丸となって難題に

学習デザインの進化：教師が存在しない学びの場

取り組む体験を通じて、メンバー間の信頼の大切さに気づ

近年、組織学習の分野では、
「学習者中心」の学習デザ

き、他者理解、他者とのコミュニケーションについての意

インが本格的に導入され始めている。過去に蓄積した知

識・行動が劇的に変わった、と語った。活動を通じて、実に、

識・スキルを未熟な学習者に教え込む学校教育式手法は、

参加者の83%が「信頼性構築力」を、77%が「成果達成力」

経験を積んだ学習者が、他者との交流、仕事の経験から

を、67%が「顧客フォーカスのイノベーション実践力」が向

自律的に学べるように支援する「学習者中心」式手法に

上したと感じたそうだ。また、参加者の78%の「チームワー

移っている。変化の激しい環境下では、蓄積した知識・ス

ク・協働のスキル」
、76%の「異文化対応力」
、64%の「課題

キルは5年も経つと陳腐化する運命にあり、今の実務での

解決力」が伸長したという。さらに、参加者同士の絆が高

活用機会は減る。私たちには、誰かに教わるのではなく、

まった結果、9割以上の参加者の組織エンゲージメント、働

自分自身で周囲の環境変化から学習ニーズを読み取り、主

くモチベーションが上がった。そして、SAPが創出した成

体的に学ぶことが求められているのだ。

果に対しては、クライアントの98%が満足している。

2013年のTEDアワード受賞者で今年の基調講演者の一

ii）セッション： TU404 “Change Your Leaders From the Inside Out: SAP’s Social Sabbatical”
スピーカー： Susan Camberis, VP, Learning & OD at Executive Coaching Connections

Madeleine Homan-Blanchard, CoFounder, Blanchard Online Learning & Coaching Services at The Ken Blanchard Companies
Laura Asiala, Vice President, Public Affairs at PYXERA Global
Rainer Stern, Global Vice President, Sales Acceleration and Leadership Programs at SAP
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人、英国ニューカッスル大学で学習テクノロジーを研究する

授の一連の研究成果に関するスピーチは、TEDの動画
（日

スガタ・ミトラ教授は、自身の研究成果を通じて学習の未来

本語字幕あり）でも見ることができる
（http://www.ted.

の姿を示し、多くの参加者を感銘させたiii)。教授が主導し

com/talks/sugata̲mitra̲the̲child̲driven̲education

た「壁の穴」プロジェクトでは、インドのスラム街の壁にコン

?language=ja）
。

ピューターを埋め込み、街に住む子供たちに自由に使わせ

「学習者中心」の学習デザインが主流になれば、企業の

る。それがコンピューターだとは知らず、操作方法も教わっ

組織学習は、人材開発部門が用意した一律の教材を、集

ていない子供たちは、数時間後にはインターネットが使える

合研修やe-ラーニングで社員に学ばせる形式から、社員自

ようになり、数カ月程度で、欧米の平均的な秘書と同じレベ

身の学習ニーズにもとづく自発的な参加型の学習に移る

ルまで自己学習することが明らかになった。子供たちは、社

だろう。ソーシャルラーニングやインフォーマルラーニング

会的インパクトが大きなテーマが大好きで、インターネットで

といった社員主導の知識・経験の共有、相互学習の比重

のリサーチに没頭する。インド全域で実験を始めて2年も経

も高まる。フェイスブック社やグーグル社の事例発表でも、

つと、小さなグループで相互に教え合いながら、検索エンジ

教えと学びの役割を固定せず、周囲のすべての人から学ぶ

ンを使って宿題を行うようになり、英語力や考察力も目覚ま

ことを重視し、学習コミュニティなどを使った相互学習を

しく伸びた。その4年後には、インターネット上で教材を自分

推進していることが披露された。前述のジョン・シーリー・

で見つけられることがわかったという。

ブラウン教授が、 21世紀は、周りに起こる変化から自分で
学ぶ「起業家精神の学習者
（Entrepreneurial Learner）」
が学習文化の主役となる、と述べていたが、その変化は着
実に広がっているように感じる。
学習テクノロジーの活用：効率性から効果性へ
インターネットの進化は、学びと教えの可能性を格段に
拡げている。教材のデジタル化、ウェブ上での公開は、時
間、地域、組織、費用といった制約を減らし、意欲の高
い学習者が、自身の興味やキャリア形成意識にもとづい
て、自由に学ぶことを可能にする。ATDのトニー・ビンガ
ムCEOは、スマートフォンやタブレットの爆発的な普及は、
組織学習の分野でも無視できない潮流だと基調講演で強

スガタ・ミトラ教授
（出典：ATD）

調していた。ATDが行った2015年2月の調査では、回答企
業の34%が、
すでにモバイルラーニングのプログラムを持っ

教授は、このようにインターネットを使い自分自身で学

ているそうだ。

ぶ学習アプローチを 自己組織化による学習環境（Self-

グローバル化の進展、インターネット技術の進化により、

organized learning）
: SOLE と名付けた。現在は、SOLE
を具体化した School in the Cloud
（クラウド上の学校）

オンライン学習の取り組みは加速しており、今年は、多数の

の実証研究に注力している。この学校は事実上無人で、教

拠点を世界中に持つグローバル企業を中心に、バーチャル

材の提供から教室の管理まですべてクラウド上で行う。子

トレーニングの事例発表が増えていた。すでにグローバル

供たちは提示された問いかけをきっかけに、インターネット

でバーチャルトレーニングを提供しているヘイグループは、

を使って好奇心の赴くままにグループで学習する。そこに

バーチャルトレーニングの実態をふまえ、そのメリット、デメ

は、知識を伝達する「教師」という存在も言葉もない。学

リットを整理していたiv)。メリットとしては、コストの効率化、

習を支援するのは、インターネット上でオープンになってい

多忙な受講者の学習に対応する柔軟性、受講者のカバー範

る膨大な教材と、協働しながら学ぶ仲間、彼らをスカイプ

囲の広さ・学習スピード、相互学習や知識共有機会の提供、

で励ます大人であり、未知の世界への探究心なのだ。教

国や地域を越えたネットワーク構築などが挙げられた。一

iii）基調講演： “The future of learning” / スピーカー： Sugata Mitra, Professor of Educational Technology at Newcastle University
iv）セッション： W115 “Citi Case Study: Creating Global Virtual Training (vILT) Programs” / スピーカー： Becky Sanderson, Principal at Hay Group

Charles Miller, SVP, Global Leadership & Management Development at Citi
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方で、オンライン学習に対して退屈さや受講者同士のつな

材開発で上手く活用することも、人材開発担当者の役割と

がりの希薄さを感じ、対面トレーニングを望む受講者は少な

なってきている。

くない。ミレニアル以前の世代は、不慣れなオンライン学習

■ ■ ■ ■ ■

を敬遠しがちだ。また、トレーニングのファシリテーターも、
ハイタッチな学習環境を創り出しづらく、受講者が学習に打

本稿では、グローバル化、世代交代、テクノロジーの進化

ち込めないのではないかと感じているようだ。

といった人材開発を取り巻く環境変化をふまえ、ATD2015

マイクロソフト社は、フランスのビジネススクールINSEAD

国際会議のセッションにおける人材開発・学習アプローチ

とともに、大規模公開オンライン講座
（MOOC）
による営業

のトピックを紹介した。組織学習の変化に応じて、人材開

部門向けの企業内MBAコースを立ち上げたv)。2014年10

発部門の役割も大きく変化している。個々の社員が、創造

月から12月の8週間で、世界中の拠点の約1,000名が受講

力を発揮し、他者と協働して自発的に学習するためには、

し、そのうち85%が修了。コース評価では、受講者の95%

人材開発部門には、学習環境の整備、職場全体が学習の

が仕事に役立っている、99%が総合的に満足していると答

場となる組織づくりが求められる。そのため、個々の教材

えたそうだ。2カ月で、850名もの受講者がグローバル規模

作成や研修運営よりも、組織目標の達成に向けた効果的

でプログラムを修了する、バーチャルトレーニングのスケー

な学習のあり方や社員の学習目標の見極め、学習目標到

ルとスピードを感じる事例だ。同社においても、以前は、e-

達に向けた教材の選択、到達度合の把握などに職務の力

ラーニングの効果に対する印象は芳しくなかったらしい。

点が移るだろう。また、学習を奨励する組織文化は、人材

そのため、INSEADの協力の下、教材を自社用にカスタ

開発には最も重要な要素だ。時間、費用、人を投入し、懸

マイズし、細かい事例を組み込むなど、教材の質を高める

命に学習環境を整えたとしても、組織文化が学習を奨励し

と同時に、SNSでのネットワーキングを好む受講者の性

ていなければ、社員もしくみも効果的には動かない。した

質に合わせ、個人の情報を公開し、受講者同士につなが

がって、人材開発部門には、学習を奨励する組織文化の

りの機会を持たせた。また、進捗度合をポイントランキン

構築、促進に取り組む チェンジエージェント の役割も求

グにして公開するなど、ゲーム性を付加して、競争好きな

められている。筆者は、この大きな変化を追うために、ひ

受講者の学習意欲を上げる仕掛けも取り入れたそうだ。

きつづき、ATD国際会議が発信する人材開発・学習の潮
流を捉えていきたいと考える。

ミレニアル世代の組織への参入により、オンライン学習、
個人の学習状況がわかる学習管理システムといった、学習
テクノロジーの導入、活用がますます求められるだろう。

v）セッション： SU311 “A Strategy for High Impact Corporate MOOCs”

対面から得られる共感・内省、リアルなネットワーク構築

スピーカー： Sam Herring, CEO at Intrepid Learning

といった点で、集合研修の学習効果は否定されるもので

Peter Zemsky, Deputy Dean at INSEAD
Christopher Pirie, General Manager, Marketing &
Services Group Readiness at Microsoft

はないが、学習テクノロジーによる学習効果を理解し、人

永禮 弘之（ながれ・ひろゆき）

株式会社エレクセ・パートナーズ 代表取締役／
ATDインターナショナルメンバーネットワーク ジャパン 理事

これまで、化学会社の営業・営業企画・経営企画、外資系コンサルティング会社のコンサルタント、衛星放送会社の経営企
画部長・事業開発部長、組織変革コンサルティング会社の取締役などを経て現在に至る。建設、化学、医薬品、食品、自動車、
電機、情報通信、小売、外食、ホテル、教育出版、文具など幅広い業界の企業および官公庁に対して、約12,000人の経営幹部、
若手リーダーの育成を支援。ATD日本支部理事、リーダーシップ開発委員会委員長。
著書・雑誌寄稿:

、マネジャーになってしまったら読
『
『ASTDベーシックシリーズ リーダーシップ開発の基本』ヒューマンバリュー（日本語版監修）
、IIBC
『
（共著）
『ポケットMBA 問題発見力と解決力』日経ビジネス人文庫
『強い会社は社員が偉い』日経BP社、
む本』ダイヤモンド社、
「ゼロから始めるグローバルリーダー育成
「グローバルHRが知っておきたい人材育成の実践理論」
グローバル人材育成プロジェクト』
、日経ビジネスオンライン』の「野々村人事部長
『
「イノベーションを生む組織 1人のリーダーに頼る限界」
、日経ビジネス』
『
プログラム」
「ASTD2011 International Conference & Expo
『人材教育』
『日経ビジネスアソシエ』の「MBA講座」連載、
の歳時記」シリーズ、
、Web労
『
「グローバルリーダー育成の最新事情」
、労政時報』
『
レポート リーダーシップ開発は個人の内面と向き合うアプローチへ」
「グローバル人材マネジメントへのリーダーシップ」連載 など
「ASTD国際会議から読み取る人材開発の最新動向」
政時報』
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