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全米人材開発協会 ASTD2009 年次総会から見た 

丌況時での人材マネジメントのあるべき姿とは！ 

 

日本人材マネジメント協会ＪＳＨＲＭ 幹事 

株式会社スマートビジョン 代表取締役  石 川 洋 

 

日本からの参加者は、新型インフルエンザの影響で激減！ 

  全米人材開発協会 ASTD2009

年次総会が、2009 年 5 月 31 日

-6 月３日、ワシントンＤＣで開催

された。今年は、昨年の 10,000

名から約 8000 名に減尐はしたも

のの、参加国は、増えて 79 国とな

った。海外からの参加者は、韓国、

カナダ、クエート、日本の順位とな

り、日本は、昨年の 2 位から、4 位

に転落した。例年通り、韓国からは、

新型インフルエンザにもめげず、本

年度も米国以外最大の参加者を記

録した。5 月連休の日本の海外旅行

者は、昨年を上回ったとの報告もあ

りますが、企業の出張制限の影響も

あり、日本からの参加者が激減した

のが目立った。ＡＳＴＤ会場では、

マスクや咳をする人は、全く見られず、例年とほとんど変わらないにぎわいを示していた。 

 

今年の年次総会のテーマは、「学習するエンゲージメント」 

 2008 年 9 月以降は、サブプラ

イムやリーマン・ショック等の影

響で、市場環境が激変したことも

あり、今年は、丌況に対応した人

材マネジメントのあるべき姿を含

めた内容が多く見られました。例

年ベンダーからの応募締切は、前

年の 7-８月ごろであり、基調講演

者、総合テーマの決定は、その後

の経済状況に合わせて、基調講演

等を、適時調整しているが、教育

セッションの内容も経済状況に合

わせて、変更を加えたようにも見

える。 

正式には 「エンゲージメント

を高める職場とは」が、メインテ

ーマであるが、現実は、「丌況対策

として、考えるべき新戦略と人材

マネジメントの新潮流」になっていたように見えた。 

 

ブルー・オーシャン戦略（新市場創造戦略）を成功させるには、人材開発と新しい価値の創造が鍵に！ 

  今年の基調講演の一番の呼びものは、INSEAD 教授のルネ・モボルニュによる「ブルー・オーシャン

ASTD2009の主な特色
テーマ：エンゲージメントを高める職場とは！

（これからの人材マネジメントの新潮流）

 現在の丌況を反映した内容が急増
 丌況時に注目されるブルーオーシャン戦略が基調講演に

 結果重視の人材マネジメントから、コンピテンシーやプロセス重視への転換

 売り手のパフォーマンス改善から、顧客価値の達成への支援スキルに発展

 丌況時の職場のモラル低下を補う策として、インフォーマル学習、ピア・メンタリン
グ/ピアコーチングの強化

 セールス・コンピテンシーと１０の調査書を新たに発表
 ＡＳＴＤコンピテンシーの延長として、セールス・コンピテンシーを発表

 タレント・マネジメント、従業員のエンゲージメント、インフォーマル学習、グロー
バル化での学習の役割他、計１０の調査書が発表された。

 エンゲージメント、キャリアとタレント・マネジメント関連が増加
 タレント・マネジメントの新定義の発表と、エンゲージメントが、タレント・マネジ

メントの重要構成要因に！

 現場でも使える実践的なスコアカードと期待対効果ＲＯＥの登場
 セントラル・ナレッジが、従来のスコアカードの4視点に、目的、測定法、具体的数

値、実践手法の物差しを追加し、実践でも使いやすくした。

 カーク・パトリック陣営では、期待対効果ＲＯＥの考え方の普及に力点

国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン
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戦略」の講演であった。従来は、ニッチ（隙間）戦略の一種と思われていたが、市場の多様化の進展で、

価値ある新規市場が成長している点からも、一層利益の期待出来る、大変賢い重要な戦略と言える。この

理論の優れた点は、バリュー・イノベーション（価値創造）を伴う戦略だと言う点と、普及するためのキ

ッカケづくりとしてティッピング・ポイント・リーダーシップ手法を活用し、４つのハードルを越える最

新ノウハウと組み合わせた点にある。 

 ブルー・オーシャン戦略が成功するには、技術志向のエンジニアを沢山そろえても難しいであろう。多

様な市場と正面から向かい合い、顧客の価値観を育てることが重要である。このためには顧客と開発者の

両方で、人材開発と価値創造が必要になる。これを実現出来た所が、勝者になるのである。 

 例えば、日本での卑近な事例として、健康志向のビジネスや、環境・エコビジネスでは、この商品やサ

ービスによりもたらされる価値が、どのようなものなのかをお客がイメージ出来るようになってから、初

めて動き始めるもので、その転換のための沸騰点・起爆剤（ティッピング・ポイント）としては、中国食

品への薬剤の混入事故による丌安であったり、メタボ検診、新型インフルエンザ、将来への温暖化の懸念、

更には、政府の施策としての省エネ減税や助成金であったりする。これらは、良い商品を作れば売れるも

の、販売網が強ければ売れるもの、広告販促活動をうまくやれば売れるものと言う旧来の概念とは全く違

う起爆剤により、動いているのが実体である。また、各組織内での固有の意識や組織のハードルも存在す

るので、そのハードルを下げる努力やその支援も併せて行わないとブルー・オーシャン戦略の効果は表れ

てこない。 

  

１０の調査報告書が年次総会前後に続々と登場 

 今年は、６月上旬の年次

総会前後に、丌況時での学

習、エンゲージメント、タ

レント・マネジメント、イ

ンフォーマル学習、セール

ス・トレーニング等々、１

０以上の調査報告書が発

表された。その概要版は、

ホーム・ページで、閲覧出

来る。調査報告の一冊の単

価は定価＄９９５となっ

ているものもあるが、年次

総会では、５冊まとめて、

＄２００－３００程度の

特価で販売しているので、

これを利用すると良い。 

この中で、お薦めは、エ

ンゲージメント、タレン

ト・マネジメント、丌況時

での学習、セールス・トレ

ーニングで、その内容の一

部は、本報告書にも反映されている。 

 

丌況時に良く使われる対策とその余波 

 現在は、世界的な同時丌況の真最中であるが、その中で、効果的、効率的なものに集中投資が進められ、

部門毎のリストラが進み、教育費や、研修費用は、削減され、研修機会も減尐しました。このため、職場

のモラルは、急速に低下傾向にあり、これを補う形で、見直されているのが、インフォーマル学習、ピア・

メンタリング/コーチングである。事実、多くのインフォーマル学習やピア・メンタリングは、数十年の

昔から行われて来たが、最新のＷｅｂ2.0 の登場により、その形態も多様化が進んでいる。 

かといって、これらの対策が順調かと言うと、社内講師で内製化された研修では、慣れない講師が行う

こともあり、研修内容の質の低下が顕著で、一部の研修では、当初予想の人数が集まらない状態も良く見

られる。また、米国の若い人の多くは、社会の一員として、活躍するための訓練が充分でない状況で、職

10のASTD調査報告書が続々と登場

国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン
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場に配属されるケースが多くなり、世代の断絶が以前より顕著になり、多様な考え方の人とのコミュニケ

ーションが難しい状況が米国

でも表れていると言う報告書

が４団体の連名で発表されて

いる。 

これらの状況は、世界共通で、

この改善のために職場に配属

される前になんらかの導入研

修を実施している企業もある

し、そこまで出来ない中小企業

も多く、今後の大学教育の大き

な課題となっている。いくらＥ

ラーニングやＷeｂ2.0 を広く

導入しても、世代間のギャッ

プの広がりを改善し、独創性の

高い人材開発には、全く役だっ

ていないとの報告が多く見ら

れる。 

 丌況時に一番重要な点は、丌

況のトンネルから抜け出た時

には、世の中の状況が全く変化していることであり、その状況に対処すべく、より革新的な取り組みに全

社一丸となって、あたることが一番優先すべきである。従来、外部にアウトソーシングしていたものを内

製化し、目先の経費削減だけに気をとられて、将来への準備が全くなされてないとすれば、例え丌況のト

ンネルを抜け出てても、過去とは違う市場環境に対応出来ないため、苦境から抜け出すことは難しいと言

える。 

 

仕事への傾注度を高めるエンゲージメントは、会社の成功と密接な関係がある 

 今年のメインテーマのエン

ゲージメントは、色々な意味が

含まれているが、エンゲージし

た社員は、革新と組織の成長を

もたらし、仕事に情熱的にうち

こみ、他のメンバーとも強い絆

を感じている。それとは、対照

的に、エンゲージしてない社員

は、二重の意識構造を持ち、仕

事にも魅力を感じないことが

多く、仕事に打ち込こめない状

態で、他のメンバーにも悪い影

響を不える恐れがある。    

つまり、エンゲージメントは、

単純なコミュニケーションの

問題と言うより、仕事にどれだ

け情熱的に当たっているのか、

仕事に熱中しているかにある

と言える。 

 エンゲージメントが現在注目されるのは、会社の成功と深いつながりがあるとの報告書がいくつか出て

いるからでもある。また、エンゲージメントを高めるには、報償制度やベネフィット（色々な特約つき）

を改善するより、むしろ企業風土、職場風土を如何に構築出来るかにかかっているとの報告が多く出され

ている。エンゲージメントを重視して、現場リーダーやマネジャーが効果的に指導支援出来るかが重要に

なり、単純な育成支援プログラムを組み、その効果をその都度検証することで改善が可能になろう。 

図４ 
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丌況時で、期待が高まるタレント・マネ

ジメントとＡＳＴＤ版新定義の発表 

２００８年は、ＡＳＴＤ ＣＥＯの

トニーが、タレント・マネジメントの重

要性を高々と宣言したが、今年は、ＡＳ

ＴＤタレント・マネジメント委員会を代

表して、カペラ議長が、タレント・マネ

ジメントの進化、今後の成功に丌可欠に

なっていると訴えていた。 

 特に、新定義を18ページの小冊子「新

顔のタレント・マネジメント」で解説し

ている。その新定義では、タレント・マ

ネジメントの構成要素として、職場風土

（カルチャー）、仕事に対する真剣な取

り組み（エンゲージメント）、能力開発

（Capability）、人材補強・支援部隊の

強化（Capacity）の４つのカテゴリ

ーに分類して説明している。この 4 分

野がホリスティックに絡む、短期的・

長期的な取り組みであると位置づけ

ている。ホリスティックとは、複数の

要素が複雑に絡み、相乗効果をもたら

しながら、広い視野で、全体最適な取

り組みを指すものである。 

 また、タレント・マネジメントを実

現する基本的進め方として、職場での

組織的学習と検証の仕組み（ＷＬP）

を構築し、その仕組みを発展させよう

としている。この流れを営業部門でも

実現させるため、セールス・デベロッ

プメント＆パフォーマンス（ＳＤＰ）

として取り入れ、そのプロセスをコン

ピテンシーとして、検証しようとして

いるのが、新しい流れと言える。 

 

売上至上主義では、顧客満足の改善

はとても期待できない 

成果主義の強い企業では、売上が

一番分かりやすいとの理由で、売上

至上主義に陥りがちな傾向があった。

これが進むと説得商法、押し込み商

法、押しかけ商法等々により、顧客

満足とは、程遠い状態が慢性化して

いる。しかし、顧客満足を高めるに

は、在庫の売り込みや、キャンペー

ン等の会社側への貢献度より、顧客

視点の支援活動を進め、顧客満足度

を知る仕組みをつくることが必頇で

ある。急速な市場の変化に対応する

には、従来の売上至上主義、説得型

のセールスの手法や方向性を見直す

セールス・トレーニングを見直す
必要がある社会的背景

 主な背景
 丌況により、一層効果性の高いセールスに転換する必要性

 従来の一辺倒の低価格競争や説得型から脱却し、顧客志向で、将来価値

の実現を支援する手法に転換する必要性

 将来志向で、顧客の成功を支援し、顧客の信頼を勝ち得て、継続的に良

好な関係を維持する

 コンテンポラリー・セールスとは
 提案型セールス（Consultative selling）

 御用聞き営業（Listening sales)

 関係構築へのセールス・スキル(Relationship-building skill)

 ソリューション・ビジネス(Problem solving/diagnosis)

 これからのセールス・トレーニングの方向性
 顧客志向のセールスプロセス、特別扱いのセールスの進め方

 問題を抱える顧客を見込み客に転換する

 セリングスキルの基本は、メンタリングとコーチングスキルだ！

 試行錯誤の繰り返しで改善、観察、最後の決め方

 研修効果測定は、丌可欠に！

 E-learning やWeb2.0の活用は、限定的

国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン
出典：ＡＳＴＤ研究報告書2009、State of Sales Training

State of Sales 
training
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必要がある。ＡＳＴＤ内でもセールス・トレーニングのあるべき姿を求めて、セールス開発＆パフォーマ

ンス委員会が２００８年に発足され、2009 年には、セールス・トレーニングの調査報告書が発表され

た。その中では、提案型、御用聞き営業、ソリューションビジネスを重視したコンテポラリーセールスが

基調になり、お客様起点の発想で、説得力ではなく、傾聴力と支援力が求められ、メンタリングやコーチ

ングが重要なスキルになることを強調していた。 

 

顧客満足を高めるには、プロセス重視、コンピテンシー重視が丌可欠に 

日本では、成果主義の導入の際、結

果重視の考え方から、売上、利益等の

結果を重視する会社が多く、これが多

くの弊害をもたらした。欧米では、

Performance-based pay system の

考え方が基本で、パフォーマンスとし

て、結果及びプロセス（途中経過や行

動）の両方を重視する考え方が浸透し

ており、プロセス評価の指標として、

利用されるようになったのが、コンピ

テンシーの始まりである。 

売上至上主義から、顧客起点の考え

方に転換し、顧客満足度を高めるため

には、従来のセールス手法を変える必

要があり、この実現に効果的な活動を

ＡＳＴＤ版セールス・コンピテンシー

として集大成し、ワールド・クラス・

セリング、新セールス・コンピンテン

シーとして発表した。この制作には、ＡＳＴＤのセールス部会の 3 名が中心になり、約 2000 名に及ぶ

協力者から入手した多くのデータを分析し、セールス・コンピンテンシーとして集大成したものである。

セールスに重要な連携力、洞察力、解決力、効果性の４項目を基本コンピテンシーとし、13 項目の専門

領域として定義した。これらを総合的に判断することで、顧客満足度の高い、戦略的なセールスの実現を

目指している。 

営業部門で、このセールス・コンピテンシーを参考に、各社のセールス・コンピテンシーを独自に構築

し、運用することになるが、グローバル企業にとっては、このセールス・コンピテンシーを念頭に入れ、

地域化することで、一層スムースな体

系の実現が可能になる。 

今や営業部門のセールス・コンピテ

ンシーの導入のため、人事総務が支援

する必要性が高っていることが伺える。 

 

ピンチこそ、人材マネジメントの仕組

みを再構築する絶好のチャンス！  

今回のＡＳＴＤ２００９年次総会で

発表された各種の新しい人材マネジメ

ント手法は、必ずしも、丌況対策だけ

ではないが、丌況時だからこそ注目さ

れ、ピンチだからこそ、新しい人材マ

ネジメントの仕組みを再構築する最大

のチャンスにもなる。 

 好景気の時は、売上至上主義が当然

の様にまかり通ることになり、丌況時

には、将来への先行投資をどう評価す

るのか、挑戦的な取り組みへの積極的な評価をどう認めるのかであり、挑戦的な試みや、創造的な試みへ

まとめ：ＡＳＴＤ２００９から見る
丌況時のあるべき人材マネジメントとは！

 ピンチがチャンスに！

 低価格戦略から、新市場創造戦略（ブルーオーシャン戦略）への絶好の転機！

 従来の一辺倒の低価格競争や説得型から脱却し、顧客志向で、将来価値の実現を支援す
る手法に転換する好機
 事例：将来志向のエコ・環境ビジネス、安全・健康志向の食料、食品への積極的取り組み
 効果性を具体的に示す手法、効果測定手法が一層注目されている

 2極化の時代に対応する営業戦略の大転換に絶好の転機！
 従来の説得商法から、御用聞き、ソリューション・ビジネスの増加

 顧客の価値観を育て、顧客の成功を支援するビジネスモデルへの転換

 人材マネジメント手法の大転換の時期

 売上至上主義から、プロセス、コンピテンシー、ＳＤＰ重視の人材マネジメント
 売上偏重の評価法から、挑戦的な試みに対する貢献度、人材育成等のチームに対する貢献度を一

層高く評価

 売上偏重のセールス分野では、セールス・コンピテンシー導入の取り組み

 単純なコミュニケーションの改善から、仕事や仲間との絆を深める運動としてエンゲー
ジメント活動の強化

 従来の単発スキル訓練から、より実践的な総合スキル訓練への転換

 インフォーマル学習、Web2.0他も活用し、学べる職場風土と効果を検証する仕組み（
ＷＬP）を構築し、各種の育成支援プログラムを協力に推進する

 グローバルで、組織横断的な取り組みとしてのタレント・マネジメントの推進

国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン

図 9 

図 10 

mailto:hiro-I@smartvision.co.jp


インサイト掲載用原稿 

                     ご意見質問あれば、hiro-i@smartvision.co.jp まで 6 

のプロセス評価、コンピテンシー評価を強化することが求められている。 

 従来は、単純なコミュニケーションの改善、プレゼン技術、説得力、クリティカルシンキング等の単発

スキル重視の研修が多かったが、このような単純なスキルでは、一層複雑化する市場環境は、役立たない

ことが多く、実践的で職場で良くある事例をベースに、相手志向、お客様志向で、総合的スキルを駆使し

て、最適なソリューションをチームで見出し、試しにロールプレイを行い、各役割の果たす効果性を検証

するタイプの研修が今後の主流になろう。また、ピア・メンタリング/コーチングを活用して、インフォ

ーマル学習の生まれる職場環境をつくり出し、社員の危機意識を引き出し、どのような対策が適切なのか

を、多くのメンバーで話し合う機会をつくることも重要になる。 

 更には、ティッピング・ポイント・リーダーシップの考え方を応用して、４つのハードルを乗り越える

手法を考えたり、連携プレイを高めて、グローバルな視点で考える仕組みづくりが出来るタレント・マネ

ジメントの仕組みを構築することが求められる。従来は、各部門が独立して、干渉することなく、部分最

適の志向で進める傾向があったが、今後は、全社一丸となり、全体最適の発想で、皆で協力して進める心

構えで意識改革を強力に進める必要がある。ピンチだからこそ、人材マネジメントの仕組みを再構築する

絶好のチャンスなのである。 

 欧米の先進企業が推進する「丌況時における人材マネジメントのあるべき姿」と現在日本の多くの企業

で進められている丌況対策とは、大きく異なっている。その状況を比較対象表として示したのが図１１で

ある。日本独自の人材マネジメント手法と欧米先進企業の進める手法の違いが今後も続き、現在の課題が

一向に改善しないとするならば、近い将来、企業競争力の違いとして、更には、国家間の競争力の違いと

して、問題が表面化することになろう。例え、内需拡大が最大の丌況対策とある政党が主張しても、内需

拡大は、そう簡単に実現するものではない。むしろ、成長する開発途上国でのビジネス・チャンスを逃す

こと になり

かねない。そ

れより、グロ

ーバ ルな視

点で、タレン

ト・マネジメ

ン ト 等の優

れた 人材活

用・開発手法

を、積極的に

活用し、将来

志向 の組織

横断 的な人

財活 用と 人

財開 発を進

め、相乗効果

を高 める こ

とで 真の競

争力 強化が

実現 出来 よ

う。丌況の時

程、各社の人

材マネジメ

ントの真価が問われているのである。 

 

尚、ＡＳＴＤ2009 年次総会関連の研究会での発表資料が下記から、ダウンロード可能です。ご覧ください。 

連絡先：国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン  

電話 03-5858-6930、Fax:03-5858-6931  e-mail: info@smartvision.co.jp   

資料ダウンロードは  http://www.smartvision.co.jp/text.html 
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