
世界最大級の人材開発・組織開発の会員組織ATD
（Association for Talent Development）が創立75周年を
迎え、“Create a World That Works Better （よりよい世界
をつくる）”をビジョンに掲げた。そして社会や経営環境の
変化を受けて、そのミッションを“Empower Professionals 
to Develop Talent in the Workplace（人材開発プロ
フェッショナルを力づける）”と再定義した＊1。

この記念すべき年のATD国際会議（ATD International 
Conference & Exposition; ATD ICE）は、5月6日から4
日間、米国カリフォルニア州サンディエゴで開催された。
ATD ICEには、毎年、1万人以上の人材開発、組織開発の
プロフェッショナルが集う。今年は第44代米国大統領バラ
ク・オバマ氏を基調講演に迎え、300以上のセッションが行
われた。総参加者数は過去最高の1万3千名となり、日本か
らは269名が参加した（概要は次頁を参照）。

今大会では、デジタル・テクノロジーの影響に伴う人の
マネジメント、人材開発の変革が問われた。デジタル化、
自動化によって何百万もの仕事が変わる時代に、リーダー
や人材開発プロフェッショナルは、どのような未来図を描
き、何を基軸に行動すべきか。本稿では、デジタル変革時
代に求められるリーダーシップ、人材開発のあり方に焦点
を当てて、今大会を振り返る。

今、働く人の多くが、デジタル・テクノロジーの進化に直
面している。生産性向上を狙って製造やサービスの現場に
AIやロボットが導入され、2030年までに8億人が失業すると
いう予測もある＊2。ATD国際会議でも、機械が人の仕事を

奪う脅威を真剣に議論しようという声が上がっている。
人と機械が共に働く職場では、人の業務範囲、業務の

内容が再定義され、求められる知識、スキルが変わる。自
動化が進めば、人の仕事は自動化が難しい分野に集中す
るだろう。マッキンゼー・アンド・カンパニーの2016年の報
告＊3によると、予測可能で技術的な作業ほど機械に置き
換えやすい。同報告では、製造業の全活動（機械操作や肉
体作業を含む）の約59%、フードサービスや宿泊施設の作
業の約73%（調理、給仕、清掃中心）が自動化可能と推測
している。

一方、機械に置き換えづらいのは、知識労働の分野だ。
同報告によると、専門性を伴う意思決定、企画、創造的な
活動は約18%、人材のマネジメントと育成に至っては約9%
しか置き換えられない。また、前提条件が不確かな戦略意
思決定、人間の感動を呼び起こすエンターテインメントや
芸術といった領域は、現状のAI技術では対応が難しいだ
ろう。

仕事の自動化、デジタル化の波は、職場に希望と不安の
両方をもたらす。新たなビジネスの創出、業務変革の中で、
人々は失職への脅威、喪失感、変化への抵抗、役割適応
への焦りなど、ストレスと不安にさらされるだろう。このよ
うな変革期のリーダーシップのあり方を、前大統領バラク・
オバマ氏の基調講演、リーダーシップ論のレジェンド、ケン・
ブランチャード氏のセッションから考える。

オバマ氏の基調講演では、目的と意義（Purpose）を持つ
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1） ATDホームページ  →https://www.td.org/about
2） Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, McKinsey Global Institute, 2017
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こと、自らの価値観（Value）に基づいて行動することの重
要さが訴えられた。オバマ氏は、リーダーは「“何かになり
たい”だけでなく、 “何かをやりたい”、“他者のために何が
できるか”を考えることが大切だ」というメッセージを残し
た。氏の人生の目的と意義は、米国大統領というポジショ
ンを勝ち取ることではなく、そのポジションで、何かを成し
遂げることだった。

ビジネスの世界でも、自身の報酬、権力、地位、業績で
はなく、他者のために何かを成し遂げることを存在意義に
すると、自然と周囲に認められるようになる。オバマ氏は、
マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏を例に挙げ、「彼は
大富豪を目指したわけではない。コンピューターで世界を
変えることを目指した結果、大富豪になったのだ」と語っ
ていた。

さらに、オバマ氏は、自身の選挙キャンペーンやホワイト
ハウスでの経験を交え、価値観に基づいて生きることの大

切さを訴えた。価値観は、私たちの考えや行動に目的と意
義を与え、行動の原動力になる。氏は、誠実さ、親切心、
責任感、寛大さ、他者への敬意、人の役に立つ、といった
価値観を行動に移せば、物事は良い方向へ進むと語った。
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2018ATD国際会議の全体概要

【会期】 2018年5月6日（日）～9日（水）（4日間）

【開催地】 米国カリフォルニア州サンディエゴ 

【参加者数】 13,000名 うち米国以外の参加者数:93カ国2,450名（全参加者の19%）

【基調講演の概要】

〈テーマ〉 リーダーシップ、変化への対応、強みを生かす
〈講演者〉 バラク・オバマ氏（第44代米国大統領）
 マーカス・バッキンガム氏（研究者、著述家）
 コニー・ポデスタ氏（人間関係分野の専門家、著述家、コメディエンヌ）

【テーマ別セッションのテーマ、実施数】 
・リーダーシップ開発(Leadership Development): 49 ・学習テクノロジー(Learning Technologies): 45
・トレーニングの設計(Instructional Design): 40 ・トレーニングの実施(Training Delivery): 34
・タレントマネジメント(Talent Management): 29 ・学習の科学(Science of Learning): 28

・キャリア開発(Career Development): 20 ・グローバル人材開発(Global Human Resource Development): 17
・学習効果の測定・分析(Learning Measurement & Analytics): 16 ・マネジメント(Management): 13
*実施数の多い順　　*セッション数はATD2018国際会議のウェブサイトでの検索結果による

2018ATD国際会議の全体概要

2 0 18  ATD 年次大会レポート

2018 ATD 年次大会レポート2

バラク・オバマ氏（出典：ATD）



また、優れた意思決定には、事実だけでなく、心の根底に
ある善良な価値観が必要で、その価値観を捨ててまで目
的達成にまい進するのは望ましくない、とも述べていた。
オバマ氏自身は、祖父母から受け継いだ善良な価値観を、
自分の娘たちやチームスタッフにも培ってもらい、実践し
てもらえるように働きかけてきたそうだ。

講演の最後に、オバマ氏は「世の中はより良い方向に進
化している。50年前は白人ではない自分が米国大統領にな
ることは想像すらできなかった」と未来への希望を語った。
一方で、「人に優しく、人の役に立つ」といった家族や社会
から受け継いだ大切な価値観を、一人ひとりが責任を持っ
て実践しなければ、さらなる進歩はやってこない、とも訴
えた。人としての目的と意義、善良な価値観がより良い世
界をつくる礎になるという「人間性尊重」のメッセージが強
く打ち出された講演だった。

変革においては、「心理的安全＊4」「相互信頼」の二つが
不可欠だ。「心理的安全」が高い環境では、メンバーは互
いに信頼、尊重し合っており、それが安心感につながる。
社員が不安を拭い、変革に向けて積極的に学習するには、
人間らしい価値観に基づき、信頼や支え合いを感じる職
場環境が必要だ。そのような環境を整えるのがサーバント・
リーダーシップである。

サーバント・リーダーシップ＊5とは、リーダーがメンバー
に対して明確なミッション、ビジョンを示した上で、メンバー
を後方支援するリーダーシップのあり方だ。リーダーは、メ
ンバーが、自身や組織にとって価値ある成果を出すため
に、環境を整え、彼らの活動を支える。組織階層のピラミッ

ドを上下逆さまにとらえ、最終的に顧客に接するメンバー
のために奉仕する。

ATD国際会議のレジェンド・スピーカーとして有名な米
国のリーダーシップ開発の大家、ケン・ブランチャード氏は、
2018年3月から、サイモン・シネック氏、マーシャル・ゴール
ドスミス氏、ステファン・コビー氏ら専門家44名と、サーバ
ント・リーダーシップを社会に伝播し、根付かせる活動を
立ち上げた。

ブランチャード氏が唱えるサーバント・リーダーの行動
（Serveモデル）とは、①ビジョンの明示、②他者の育成、
③継続学習、④人と業績の両方の重視、⑤価値観の実践、
の五つである。サーバント・リーダーシップが根付いた組
織は、存在意義に基づいた運営、社内外のすべての人への
価値提供、権力でなく奉仕による動機づけ、信頼の文化
の構築、の四つを特徴に持つ。

セッションでは、サンディエゴに本社を置く潤滑剤メー
カーのWD-40社の成果が紹介されていた。同社は、サー
バント・リーダーシップの実践で、2010年から2012年まで、
厳しい経済環境の中で史上最高の業績を収めた。さらに、
2016年の従業員意識調査では、企業価値観の浸透、組織
目標の明確さ、仕事満足、期待役割の認識について、9割
以上の社員が肯定的に回答している。

サーバント・リーダーシップの概念自体は目新しいもの
ではない。しかし、ブランチャード氏は、今日求められる
リーダーの行動とは、他者に焦点を当てて愛情を注ぎ、他
者の役に立つことであり、それが組織成果につながる、と
再考を訴える。人が防衛的行動を取らずに、未来志向で
創造的な行動を取るには、周囲との信頼関係、安心感が
欠かせない。「利他」を根幹とするこのリーダーシップのあ
り方が、人々に誇りを持たせ、目標に向けてチームの協力
を促し、「心理的安全」と「相互信頼」を組織にもたらすと
考えられるのだ。

一方、今大会では、優れたリーダーシップのあり方だけ
でなく、リーダーシップ行動のダークサイドを扱うセッショ
ンが複数登場している。セクシャルハラスメント告発運動

（#MeToo）の世界的な広がりも後押しし、有害なリーダー
シップ行動をどのように是正するかに参加者の関心が集
まった。

2 0 18  ATD 年次大会レポート

2018 ATD 年次大会レポート3

4）  『チームが機能するとはどういうことか』エイミー・C・エドモンドソン、英治出版、2015年
5） （セッションM104）Servant Leadership in Action

いまこそ「利他」の精神を～サーバント・リーダーシップ再考

リーダーシップ行動のダークサイドにも注目



マインドジム社のメアリー・クレア・レイス氏は、職場に
おける有害なリーダーシップ行動の影響、構造、対策を
テーマにセッションを行った＊6。他者への尊重を欠くリー
ダーの行動は、組織に大きなダメージを与えている。しか
し、リーダー当人や経営者はそれを深刻にとらえているだ
ろうか？

例えば、社員の75%は、上司との関係にストレスを感じて
いる。退職の50%は上司が原因だ。しかも、社員の73%は、
上司との関係悪化で健康を損ないそうになったという。ま
た、社員の70%は、上司にエンゲージメントを左右される。
上司のせいでエンゲージメントが下がった結果、4億ドルが
消えている。部下に対し嫌がらせや罵倒を繰り返す機能不
全（Dysfunctional）のリーダーは、なんと組織に3割から6
割も存在する。英国では、職場の嫌がらせやいじめによる
社員の欠勤、退職、生産性の低下による損失が、年間180
億ポンドに上り、見過ごせない問題となっている。

嫌がらせ、いじめが横行する職場には有害なトライアン
グルがある。機能不全のリーダー、疑心暗鬼の部下、嫌が
らせやいじめを黙認する環境だ。レイス氏は様々な対策を
示したが、その核となるのは、職場に他者を尊重する文化
を築くことだ。そのためには、①嫌がらせやいじめを封じ
込める状態をつくること、②権力の乱用を管理すること、
③職場の誰もが声を上げられるようにすること、が必要だ。
すなわち、職場全体で「心理的安全」を高め、嫌がらせや
いじめを周囲がけん制できるようにする。機能不全のリー
ダー個人には、誤った権力の使い方を理解させ、他者への
共感が足りないことを自己認識させる。そして、嫌がらせや
いじめの対象者が自分を責めない環境をつくり、声を上げ
ることを奨励する。目撃者には、積極的に問題解決に関わ
る意識変革が求められる。

他者に奉仕するサーバント・リーダーの対極が、他者を
自身の目標達成の道具と考える自己欺瞞（Self-Deception）
のリーダーだ。スピーカーのジム・フェレル氏は、日本にお
いて累計20万部超、世界で150万部のベストセラー「自分
の小さな『箱』から脱出する方法」の著者である。今回は、
リーダーの自分優先の行動を、他者支援の行動へと切り
替える手法について話した＊7。

自己欺瞞のリーダーは、傲慢で自分の利益しか考えない

人物である。他者に関心を示さず、必要な時だけ他者を手
段として使い倒す、自己中心の「内向きのマインドセット」
の持ち主だ。自分を正当化して相手を一方的に責めるた
め、衝突や対立を生みやすい。協働を通じて組織全体の
成果をあげるには、他者を尊重し、他者から学ぶ「外向き
のマインドセット」への転換が求められる。

「外向きのマインドセット」の行動パターンとは、①他者
を手段ではなく人ととらえ、②傾聴、問いかけ、アドバイス
などを通じて他者を支援し、③自身が他者にどのように影
響を与えたかを見定める、というものだ。お互いの優劣を
主張し続けるよりは、他者の話をよく聞き、組織全体のた
めに何ができるかを一緒に考える方が、優れた解決策にた
どりつきやすい、とファレル氏は訴える。ある債権回収会
社では、組織を挙げて「外向きのマインドセット」への転換
に取り組んだ結果、職場の協働関係が改善して課題解決
のアイデアが増え、債権回収率が2倍になったとのことだ。

テクノロジー導入による職場の生産性向上は、機能不全
のリーダー、自己中心的なリーダーの下では、人件費削減
のための手段にしかならない危険をはらんでいる。一方、
社員は、自分たちを道具のように扱うリーダーには心を閉
ざし、組織への貢献にも関心を失う。社員の感情への対
処が疎かになれば、職場の自動化は進んでもデジタル変
革は生産性向上にはつながらないだろう。

人と機械が共存する職場で、人々の仕事が変わると、新
たな能力開発（Reskill）が必要となる。基調講演の冒頭、
ATDのタラ・ディーキン会長は、「私たちは2030年までに

6） （セッションSU204）Buddy, Bully, or Boss: The Dark Side of Leadership Behavior
7） （セッションSU305）The Self-Deception Trap: Saving New Leaders From Themselves
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（出典：ATD）

自己都合優先のマインドセットを変える

人材開発への科学的アプローチが進歩



新しいスキルを身につけなければならない」と危機感をもっ
て訴えた。2030年の人材開発プロフェッショナルの役割
は、新たに求められる能力を明らかにし、人材開発のあり
方、手法を再構築することだ。ディーキン氏は、「AIを恐れ
るのではなく、デジタル・テクノロジーを学び、AIを使って
人材開発の可能性を広げ、ビジネスの成果創出に貢献しよ
う」と将来への指針を示していた。

デジタル変革に向けた人材開発の方向性についても、今
大会の内容を取り上げてみたい。一つ目は、脳科学、行動
科学、臨床心理学などを通じた、人の行動変容への科学
的アプローチの活用だ。人の学習やパフォーマンスを左右
する科学的根拠が明らかになれば、より効果的な育成手
法やマネジメント手法の開発が可能になる。

ATD ICEのカテゴリーに、「学習の科学」が登場して5年
になる。その間、脳科学の進歩は目覚ましかった。脳の働
きの解明から始まり、今では、学習、採用、評価、チームビ
ルディング、パフォーマンスなど、人と組織のマネジメント
全般に活用されている。今大会は、目的と意義（Purpose）、
信頼（Trust）、コンフリクト、バイアスなど、より具体的な
テーマに絞り込んだ脳科学関連のセッションが増えた。

例えば、ブリット・アンドレアッタ氏の「Purposeの脳科
学」では、仕事の目的と意義（Purpose）の効果を、脳科学
の観点から解き明かしていた。近年、仕事に人生の目的と
意義を求める人が増えている。セッションでは、「89%の社
員が、個人的な関心にかかわる仕事や、社会に影響を与え
る仕事をしたがっている」というデータも紹介された。

アンドレアッタ氏によると、組織や個人が持つ目的と意
義は、人の能力を最大限に引き出すための強力な動機づ
けとなる。人を束ね、変革を持続させ、“私たち（We）”とい
う意識を高めて素晴らしいチームをつくる。目的と意義を
感じられる仕事は、社員の生産性、エンゲージメント、パ
フォーマンスを高め、心身の健康、コミュニティの健全性も
維持する。また、目的と意義を持つ人は、脳卒中、認知症、
うつ、心血管疾患、心臓発作などのリスクが下がる。さら
に、コミュニティにおいては、多様性の受容の向上、困難
への抵抗感の減少などに加え、ステレオタイプやバイアス
が引き起こす組織不全を防ぐ。

アンドレアッタ氏は、参加者に向けて、個人の成長のた
めには仕事の目的と意義の探索を、組織の成果向上には
チームに対する適切な目的と意義の設定を支援しよう、と
訴える。そのために、インパクト（どのような影響を与えた
いか）、関係性（どのような仲間と働きたいか）、成長（どの
ように成長したいか）の三つを明確にすることを勧めてい

た。また意義ある仕事は、自分自身、仕事、仕事と人生の
バランス、の三つの要素でつながりがあり、そのような仕
事をつくる重要性についても強調していた。

人材開発の方向性の二つ目は、人々が仕事を愛し、自身
の才能を開花させるために、人材開発のスタンスを再構築
することだ。『さあ、才能（じぶん）に目覚めよう―あなたの
5つの強みを見出し、活かす』（日本経済新聞社刊）などで
著名なマーカス・バッキンガム氏は、「個人が持つ強みを発
見し、活かし、伸ばす」ことを一貫して主張している。今大
会の基調講演では、「Well-rounded people （バランスが取
れた人材）は本当に望ましいのか?」と人材開発の常識を
疑う問題提起を行った。体格では劣るアルゼンチン代表の
サッカー選手メッシが、左足の卓越したボール捌きで頂点
を極めた例を挙げ、部下や自分の“左足（卓越した特長）”
を見つけて伸ばそう、と訴えた。

人材開発の焦点は、弱みの克服に当てられる傾向が根
強い。バッキンガム氏によると、強みに焦点を当てた開発
は、米国では41%、日本では24%しか行われていない。氏
は、弱みではなく強みに焦点を当てる理由をいくつか挙げ
ている。まず、人はみな失敗に対して恐れがあるため、弱
みの克服につい着目するが、“失敗”の対極は、“卓越”では
ない。悪いケースを学んでも、優れた状態を実現できるわ
けではない。また、否定的なフィードバックを継続すると、
人の学びは停滞する。脳は否定的なフィードバックを攻撃と
とらえ、生存本能によってシャットダウンしてしまう。一方、
強みに焦点を当てた学びでは、ドーパミンやオキシトシン
が分泌され、脳が学びを促す開かれた状態になるようだ。

バッキンガム氏は、参加者に向け、人は自身の強みに気
づかないことが多いため、個人の中にある才能を引き出す
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タラ・ディーキン会長（出典：ATD）

人材開発のスタンス～個人の才能を引き出す



8）  「ニュースでよく見る『バーチャルリアリティ』ってどんなもの?」、THE PAGE、2016年4月9日
→https://thepage.jp/detail/20160408-00000011-wordleaf
9） What’s Your Reality? AR and VR for Learning, Jane Bozarth, David Kelly, 2018
10） （セッションSU405） From Immersion to Presence: How Virtual and Augmented Reality Are Revolutionizing Learning
　　（セッションTU405）What’s really Happening in Virtual Reality?
11） ATD2017国際会議でのトニー・ビンガムCEOのプレゼンによる
12） （セッションTU206）Microlearning: What? Why? How?
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支援をしてほしい、と訴えていた。強みが見えた時に本人
に直接伝えると、それを受けて才能が伸びていくようだ。
フィードバックの際は、強みと弱みの説明の割合を5:1くら
いにした方がよい、という具体的なアドバイスも示された。

ATDでは、組織学習支援のインフラとして、バーチャル
ラーニング、モバイルラーニング、ソーシャルラーニングなど、
学習テクノロジーの活用を推奨してきた。デジタル・ネイティ
ブの社員が増えたことで、最新技術を利用した学習テクノロ
ジーへの関心はさらに高まり、三つ目の方向性として、人材
開発プロフェッショナルにも知識が求められている。

ここでは、学習ツール・手法として注目度の高いバーチャ
ルリアリティ（仮想現実、以下VR）と、マイクロラーニング
の最新事情を紹介する。あたかも現実のような空間で即
時の反応を体験できるVRは、2016年以降、ゲーム機やパ
ソコンで使えるデバイスが発売され、消費者市場で拡大し
ている＊8。VRの活用で、いま最も注目されているのが教
育分野だ。熟練度の高さが求められる一方、実習の機会
が限られる医療・軍事分野のトレーニングには、いち早く
取り入れられている。学習テクノロジーの専門家のデイビッ
ト・ケリー氏によると＊9、VRを社内教育に取り入れている
企業は約2割であり、その8割は、直近2年以内に導入して
いる。そして、将来導入を考えている企業は6割強に上る。

また、導入に向けた主な課題は、コンテンツ開発、ヘッドセッ
トなど機器にかかる費用が挙げられている。

VRは、テクニカルスキルの訓練ツールとして注目されて
いるが、専門家は、ヒューマンスキル強化の側面も強調す
る。VR導入支援の経験豊富なアンダース・グロンステッド
氏＊10によると、VRは、世代、人種、宗教などが異なる人、
顧客や取引先のように立場が異なる人の気持ちについて
疑似体験ができる。そのため、他者理解、共感性向上の
訓練に役立つ。多様性の理解、顧客の心情理解などに効
果的とのことだ。

マイクロラーニングは、短く細分化したコンテンツを、個
人別の学習ニーズに応じて提供する学習アプローチだ。知
識を詰め込まず、認知の負荷を下げて、学びやすく記憶に
残るようにすることで、学習の定着を図る。eラーニングに
馴染みやすく、デジタル・ネイティブの学習者が手軽に学
習できるため、導入済と導入予定の企業は8割に上る＊11。 

マイクロラーニングの実務家4名によるパネルディスカッ
ション＊12には、約400名が参加した上に、170件もの質問
が寄せられ、関心の高さが感じられた。質問には、既存の
トレーニングをマイクロラーニングに変換できるか、マイク
ロラーニングに適したトピックは何か、といった運営を想定
した内容が多く、導入が進んでいることがうかがわれた。
パネラーからは、既存の長いコンテンツを切り刻んでも機
能しないこと、内容を「必須知識」に絞ること、検索エンジ
ンでサーチできるレベルのトピックにすること、などがアド
バイスされた。また、日常業務に役立ち、仕事で使いやす
い内容・仕様にして、社員の自発的で継続的な学習を促す
ことも推奨された。例えば、コールセンターでは、クレーム
対応のケースビデオを、通話の合間に視聴できるくらいの
短時間で、共通のプラットフォームに用意する、といった具
合だ。

VR、マイクロラーニングの実務家が共通して訴えたの
は、VRもマイクロラーニングも学習手段であり、目指すゴー
ル、理念、戦略、ニーズがないと成功しないということだ。

新しい学習テクノロジーの探索（2）～
マイクロラーニング

マーカス・バッキンガム氏（出典：ATD）

新しい学習テクノロジーの探索（1）～
バーチャルリアリティ

https://thepage.jp/detail/20160408-00000011-wordleaf
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永禮 弘之（ながれ・ひろゆき） 
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。幅広い業界の企業や官公庁に対し、約1万5千人の経営者、経営幹部、若手リー
ダーの育成を支援。立教大学、早稲田大学のリーダーシッププログラム講師も務める。

著訳書に『ホワイト企業 創造的学習をする「個人」を育てる「組織」』『リーダーシップ開発の基本（ATDグローバル・ベーシック・シリーズ）』
『マネジャーになってしまったら読む本』『強い会社は社員が偉い』『問題発見力と解決力』ほか。

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/

同 リーダーシップ開発委員会 委員長

長尾 朋子（ながお・ともこ） 
流通・小売業で、全社能力開発・研修体系の構築、次世代リーダー選抜、階層別研修プログラムの企画開発、運営管理を行った後、教育事
業会社の立ち上げ、組織変革コンサルティング会社での人材育成支援事業に携わる。現在は、研修プログラム、アセスメントなどの企画開発、
マーケティングをはじめ、事業会社の教育体系構築支援などを通じ、リーダー人材開発支援に取り組む。

訳書に『リーダーシップ開発の基本（ATDグローバル・ベーシック・シリーズ）』、寄稿に「IIBCグローバル人材育成プログラム」連載「今だから
知りたいビジネスパートナーHR入門」「グローバルHRが知っておきたい人材育成の実践理論」ほか。

株式会社エレクセ・パートナーズ クライアントパートナー

技術の目新しさにかかわらず、経営課題の解決に向けて、
対象者の知識向上、行動変容を効果的に支援する手法・
ツールを選ぶ、という基本原則に立ち返らせるセッション
だった。

本稿の最後に、最終日のコニー・ポデスタ氏の基調講演
の言葉を紹介したい。ポデスタ氏は、トレーナーの経験が
あり、作家、コメディエンヌ、カウンセラーと多彩な才能を
発揮する人物だ。人材開発に携わる参加者に対し、人々
が自ら変わろうとする力に期待しよう、と明るく力強く投げ

かけた。「私たちは、変化できないという思い込みにとらわ
れている。経営方針が変わるたびに、組織をあげて変化
対応ワークショップをやっている」「でも、私たちはこれま
で変化の時を通り抜け、変化に対応してきた。だから、もっ
と社員に期待していいんです」。

今大会では、信頼や価値観といった人間の本質に焦点
が当てられた一方、デジタル変革に伴う新たな能力開発

（Reskill）という重要な課題も提起された。変化の激しさ
に足がすくむような感覚にとらわれるが、コニー・ポデスタ
氏の言葉を胸に、「人は変われる」と信じて本稿を締めくく
りたい。

人は変化に適応できる

展示会 (Expo)

（出典：ATD）


