事例紹介

事例４

海外修羅場プログラム
社会課題の最前線の現場を体感し、
社会価値を構想し、
これからのリーダーのあり方を考える
会社名

日本電気株式会社
企業概要
1899年創業、世界各国の主要部に拠点を持つ電機メー
カー。ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ
持ち、IoT、AIの分野でも独自の技術を有する。主な事業とし
てパブリック事業、エンタープライズ事業、テレコムキャリア
事業、システムプラットフォーム事業がある。企業理念は
「NECはC＆Cをとおして、世界の人々が相互に理解を深め、
人間性を十分に発揮する豊かな社会の実現に貢献します。
」
※C&C＝The integration of Computers & Communications
／コンピュータと通信の融合

日本電気株式会社
人事部 シニアエキスパート

小西 勝巳様

ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社
人材開発サービス事業部
エキスパート

伊藤 洋一様

ーこの度、
御社の次世代経営者育成の一環として、
beyond global社の
「海外修羅場プログラム」
をご
利用いただいた背景について聞かせてください。
弊社では現在、
「 社会ソリューション事業」に注力し、
ICTを活用した様々な社会課題の解決を通してグロー
バルに貢献することを目標に掲げています。弊社はま

ず優れた製品をつくり、その後でそれをどうやって
売るかを考えるというパラダイムからいまだ抜け切
れていません。これからは、現実の社会課題を解決
するために我々がどう貢献していけるか、
といった発
想から今までにない新たなビジネスを生み出してい
かなくてはなりません。リーダーにも社会の課題を
どうすれば解決できるかといった視点から、社会の
仕組み自体を変えていくような大胆な発想が求め
られます。そのような発想ができる人材を育てるに
はどうすればよいのか。まずは今後の大きな市場と
なる新興国が抱えている課題を自分の目で見て、深
く認識してもらう必要があるのではないか。そのよ
うな問題意識を以前から持っておりました。そのよ
うな問題意識を元に、事業部長･部長クラスを対象
に、自分がNECのトップになったら会社をどう引っ
張っていくかを考えてもらう次世代経営者育成を
行っています。

意識のままビジネスを考えたところで、新しいアプ
ローチは出てこないのではと思います。何より大事
だと考えたのは、参加者が 現場にどっぷりとつか
り、自分で何かを深く感 じてもらうことです。まず
は参加者が現地で魂が揺さぶられるような体験
をし、何をすべきかを深く考えるきっかけを提供し
たい。そのような我々の考えを実現するうえで、海
外修羅場プログラムは打ってつけでした。

ー様々な研修があるなかで今回、
「海外修羅場プロ
グラム」を選んだのはなぜですか。

次世代経営者育成で、参加者に一番求めている
のは「本質を考え続ける」ことです。企業のトップ
には答えのない問題しかあがってきません。です
からトップになる人間には、答えのない問題の本質
を考え続ける訓練が必要だと考えています。この意
味で、今回の研修のテーマでもあるフィリピンの貧
困問題は、実に様々な要素が複雑に絡んでいて、真
に有効な解決策はそう簡単に見つかりそうにありま
せん。そのような答えのない現実のなかで悩み、考
え抜き、最終的には例え仮説でも「この方向で
行こう」と信念を固めて一歩踏み出す。
それこそが、これからのリーダーの役割です。従っ
て私たちとしては、この研修によって参加者がすぐ
に答えを見つけることは望んでいませんでした。むし
ろ参加者が今、すでに持っている思考の枠組みを揺
さぶり、いったん壊すことこそが目的でした。実際、
参加者は自分たちの想像を超えた現地の状況を知
り、この問題をどうすれば解決できるのか、またどう
自分たちのビジネスと結びつけることができるのか
で悩み、モヤモヤした気持ちを今も抱き続けていま
す。それが、今回の研修の最大の成果だと思います。

御社代表の森田さんとは以前から面識があり、
海外修羅場プログラムが「日本の人事部HRアワー
ド」の最優秀賞を受賞したことも知っていました。
今までの常識が通用しない海外での〝修羅場〟を
体験させるというこのプログラムには以前から興
味をもっており、いつか弊社でも取り入れたいと
思っていたんです。そして今回、弊社の次世代経営
者育成の企画を考えているなかで、
「 海外修羅場
プログラム」がコンセプトにぴったりだったため、
御社にお声がけさせていただきました。
ー他の研修とはどのような点が違うと考えていま
すか。
よくある海外視察型の研修では、参加者のお客
さん気分が抜けず、現地の課題を真に自分事とす
ることはできない気がします。また現地のアントレ
プレナーとディスカッションをしてビジネスモデル
を考えるといったような研修もありますが、現状の

ー今回のフィリピンでの１週間の研修の目標はどの
ようなところに置いていましたか。
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ーフィリピンでの研修をご覧になられて、印象に
残っていることはありますか。

今回のプログラムは従来型の研修のように、
あらか
じめシナリオを想定し、
最終的なゴールを決めておく
ようなものではありません。
そこで何を感じ、
何を考え
るかは参加者一人ひとり異なります。
その分、
ファシリ
テーターには力量が必要で、
難しい面もあったように
思います。とくに印象に残っているのは、現地のメン
バーとある程度の関係が構築でき、
課題解決に向け
ての議論に入り始めたとき、
ファシリテーターの森田
さんが
「あなたたちは課題の当事者であるバディーと
きちんと向き合えていますか？」
と問いかけた瞬間で
す。実はその時、現地のメンバーと参加者との間に少
し心の距離が生まれつつあったのですが、
その問いか
けで場の空気が一変しました。
その問いを自問自答す
ることで、参加者はこの研修の意味を理解し、その
後、目に見えて意識や行動が変わっていきました。そ
こから、
現場にどっぷり浸かろうという覚悟が決まり、
研修が自分事になったように思います。
ー研修が終わった今、効果として感じていることは
ありますか。
研修に参加した人の周囲から、
「あの人は研修の
前と後でものの見方や語ることが変わった」との声
がいくつかあがっています。現地の研修を体験した
ことで、逆に部下に対して安易に「現地にソリュー
ションを提供しよう」などと言えなくなったという人
もいます。もし部下がそのような提案をしてきても、
「あなたは本当に現場を見て来たのか？と言いたく
なる」
というのです。
また研修後、
日本で起きる事件

や身の回りのことに対しても、
自分に何かできること
があるのではないかと自分事としてとらえ、実際に
行動を始める人も現れ始めました。海外での修羅場
を１週間ともに体験するなかで、様々な部門から来
た参加者同士の深い絆も生まれています。
ー今後はどのような取り組みを進めていきたいですか。
グローバル人材の育成ということで言えば、
日本人
をグローバル人材に育てることと同時に、
海外現地法
人のナショナルスタッフを育成することも重要な課題
です。
次のステップとしては、
この二つの合同プログラ
ム化をすすめられればと思います。
また、
参加者から
は
「とても役に立ったので部下にもぜひ同じような研
修をさせたい」
といった声があがっています。
今後は参
加対象を広げ、
若い社員にももっと今回のプログラム
のような海外での体験を積ませたいと思っています。
最近は自分なりにボランティアなどで社会課題に対す
る活動をしていたり、
グローバルに働くことを希望して
いたりする若者が増えています。
そのような若者の意
欲や能力を活かし、
会社のなかでどう活躍してもらう
か。
そのために仕事のなかでどう育成の場をつくってい
くかも今後の重要なテーマです。
これから伸びていく
新興国は日本企業の知見を欲していますし、
日系企業
が貢献できることはまだまだ沢山あります。
現地を知
ることで、
自分たちが当たり前だと思っていたことの価
値に気づき、
逆に海外の国々から学ぶべきことがある
こともわかります。
今後も海外研修などを通し、
それ
ぞれの国の良さを大切にしながら、
世界の社会課題を
解決するための新たな事業を生み出していける人材育
成に力をいれていきたいと思います。

人と組 織の可能性を拓く
組 織・人事コンサルティング、人事制度、グローバル人材育成
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現 地学 習
（Global Learning Journey）
の 全体 概 要
プロセス

期間

日本
事前学習

内容
●

ソーシャルイノベー
ション事例、
現地視
察先、
インタビュー
手法、
異文化理解手
法等

●

現地体験に向けた
インプットと アウ
トプット 学習

●

現地フィリピン人・
現地フィリピン人
講師・メンバーとの
チームビルディング

●

チームビルディング
異文化理解

政府系、
NGO、
社会
起業家などと交流を
することで、
視点移
動し視野を広げる
リフレクション

●

チーム毎プロジェクト活動
インタビュー、
リサーチ
● 他チーム活動シェア
● 最終報告プレゼンテーション
● 相互フィードバック
● リフレクション

●

現地人と一体となった
チームでの現地課題に
取り組み、
現地視点に
どっぷりつかる
co-creation

●

日常業務と得た気
付きを 社会価値
創造へ繋ぐ

1ヶ月
計8回

フィリピン
チーム
0.5
ビルディング 日間

●

視野を
広げる

1日間
●

●

プロジェクト 2.5
活動
日間

mail

info@beyond-g.com

URL

http://www.beyond-g.com

1日間

●

●

●

●

Next
Action

狙い

●

社会課題をどう捉
えるか
今後、
どんな貢献が
できるか

視野を広げる
非日常世界を観る

※日本で最も権威のある人事関連の
賞「HRアワード2013」
（主催：日本
の人事部 後援：厚生労働省）
の教
育・研修部門で最優秀賞受賞。

