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第５講 ＤＯＨＯＷ 
 

●ポイント 
  ・計画と結果だけが重要視またはクローズアップされ、実行（ＤＯＨＯＷ）は意外に見過ごさ 

   れやすいポイントです。 

  ・計画・目標が達成できなくて「絵に描いた餅」になりやすいのは、このＤＯＨＯＷの意識が 

   低く、徹底していないからなのです。 

  ・今回は、行動部分の実行効率を上げ、成果を確実にゲットするためのキーワードを学びます。 

 

５－１ 明確な目標～効果測定        （１５分） 

 

    5555----1111----1111    テーマテーマテーマテーマのののの目的目的目的目的をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり把握把握把握把握するするするする    
 

 ・実行の前にやはり、計画がしっかりしていないといけません。 

 ・目的、目標、主責任者、主担当者、チェック者、実行内容、行動計画、フォローなどは明確になって 

  いるかをまずチェックします。 

 ・これらの内容の詳細については、「第３講、ファシリテーション」や「第４講、問題解決と改善」で 

  学んだことを参考にして下さい。 

 ・注意ポイントとしては、目標だけを見るのではなく、常に目的を注視することです。 

 ・目的意識が徹底すれば、手段はいろいろと浮かんでくるものです。 

 

    5555----1111----2222    情報情報情報情報のののの共有共有共有共有とととと生生生生きたきたきたきた進行管理進行管理進行管理進行管理    
 

 ・計画は、メンバー全員に行き届いていないといけません。 

 ・この情報の徹底（共有）こそが、目標達成のための「初め 

  の一歩」です。 

 ・そして、行動計画表にて進行管理（プロセス管理）を徹底 

  します。 

 ・そのためには、主担当者がテーマの進行管理を逐次行い、 

  管理者に報告することです。 

 

    5555----1111----3333    チェックチェックチェックチェック者者者者によるによるによるによる忘忘忘忘れれれれ防止防止防止防止    
 

 ・行動計画作成の時点で、チェック者まで決めておくと忘れの防止になります。 

 ・担当者がすべき事を忘れたら全てその計画は「無」になります。 

 ・個人的なテーマだから忘れても・・・という人もあるでしょうが、会社内での計画をそんなに甘く考 

  えてはいけません。 

 ・最終的には管理者の責任ですが、各自チェック機能を作り、必ず防止しましょう。 

 

    5555----1111----4444    前回議事録前回議事録前回議事録前回議事録のののの宿題宿題宿題宿題チェックチェックチェックチェック    
 

 ・会議の先頭で必ず、前回の議事内容の振返りをして下さい。 

 ・「会議の３悪」を思い出し、決めたことは必ず実行すると 

  いう癖付けをします。 

 ・この習慣化が、実行効率アップに大きく貢献します。 

 

    5555----1111----5555    効果測定効果測定効果測定効果測定～～～～評価評価評価評価    
 

 ・効果の測定は、実績だけで評価してはいけません。目標との照らし合わせが必須です。 

 ・結果の評価とは、目標と実績の差を知る作業です。実績自体が物語るのは、結果のみです。 

 ・その結果を評価するには、対象となるしっかりした目標があってこそ明確になるのです。 

 ・評価に対しては、「共通のモノサシ」が必要です。 
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 ・共通でないモノサシの寸法では、意味をなさないばかりか、問題が生じます。 

 ・両者が納得し、しっかりした「共通のモノサシ」の上で評価されることになれば、モチベーションも 

  格段に上がり、成果も期待できるのです。（レッスン＝１０ｃｍの直線） 

 

５－２ Ａ→Ｄ変換           （３０分） 
 

    5555----2222----1111    ＡＡＡＡ→→→→ＤＤＤＤ変換変換変換変換とはとはとはとは？？？？    
 

 ・Ａ→Ｄ変換とは、テーマを実行レベルに落とす時のアナログ表現をデジタル表現に変える作業のこと 

  です。 

 ・「頑張ります」という行動計画を示されても、何をどのように頑張るのか分からないですよね。 

 ・これをデジタル表現にするには、「毎日、新聞を読み、朝礼の時に２分間のコメントを伝えます。」と 

  いうようにデジタル表現に代えれば、実行したかどうかが評価・ 

  判定できます。 

 ・つまり、必ず数字を入れた表現や、効果測定できる表現にするの 

  がポイントです。 

 ・結果が伴わず、中途半端にしかやれない人は、計画時点において 

  まさにこの部分で悩んでいるのです。 

 ・だから、上司は「そのためには何をするの？」という質問をしつ 

  こいくらいにして下さい。 

 ・それが訓練になり、段々できる様になってきます。 

 ・このＡ→Ｄ変換が簡単に出来る様になれば、実行の確率はグンと 

  アップします。 

 ・どうしてもデジタル化出来ない場合は、次の方法もあります。 

 ・「周囲で観察してもらった意見を言ってもらう」「アンケートを取 

  って評価を得る」「レポートを提出する」「チェックリストを作成 

  し、出来たかどうかセルフチェックする」等々 

 

    5555----2222----2222    ＡＡＡＡ→→→→ＤＤＤＤ変換変換変換変換／／／／習得習得習得習得のためののためののためののためのワークワークワークワーク    
 

 ・別紙「①Ａ→Ｄ変換レッスンシート」を参照してＡ→Ｄ変換のレッスンを行います。 

 ・シート記入             （15 分） 

  ①「例題（Ａ）」欄はアナログ表現で行動内容を記入します。 

  ②「上司質問」欄は、自分が上司だったらどんな質問をしたら相手はデジタル表現に 

   変えて表現してくれるのかを考えて質問を記入します。 

  ③「回答（Ｄ）」欄は、上司の質問を考えた上で、デジタル表現に変えて記入します。 

 ・各グループで披露            （10 分） 

  ・各テーブルのアドバイザーがチェックして、修正を入れます。 

 

５－３ リスクマネジメント         （１０分） 
 

    5555----3333----1111    リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントとはとはとはとは？？？？    
 

 ・トラブルは付き物と考えて、あらかじめ対応策を考えておくことを 

  「リスクマネジメント」といいます。その代表例が「保険」です。 

 ・なにかあったら補償するという考え方です。 

 ・仕事上において、トラブルがあれば、作業者はすぐに主担当者に報 

  告・連絡・相談して対応し、トラブルを回避し、遅れを取り戻す対 

  策を実行しなければなりません。 

 ・トラブルにおいて、報告遅れは致命傷になりかねません。 

 ・一般的に、リスクマネジメントは、事後処理の傾向があります。 

 ・これに対して、事前にリスクを回避するために次の方法があります。 
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    5555----3333----2222    コンテコンテコンテコンティィィィンジェンシーンジェンシーンジェンシーンジェンシー・・・・プランニングプランニングプランニングプランニング    
 

 ・日常において、気候、天候などの対策は普通にやっています。 

 ・雨が降りそうなら雨具を用意する、風が吹きそうならウインドブレーカーを準備する、寒くなりそう 

  だったらセーターを持参する・・・ 

 ・コンティンジェンシー・プランニング（contingency planning）とは、「あらかじめトラブルを想定 

  して、その対策を日常の判断の中に設定しておき、有事（その物事が発生した時）にその指令を発動し、 

  リスクを事前に回避、または最小限にする」という考え方をいいます。 

 （例１）作業遅延に対するプランニングを作業に考えておく場合 

  ・２日の遅れが生じた場合、１名本部より人員を追加して行程を正常化する。 

 （例２）集客が予定より少ないというケース 

  ・１０日目に客数をチェックして、マイナス１０名以上だったら、終業後２０００枚のポステ 

   ィングを実施する。 

 （例３）単価が低い場合 

  ・１５日目で、目標の単価に届いていない場合、トリートメントを３０％ＯＦＦしてお勧めする。 

 ・このように目標必達を考えた場合、こういう作戦も事前に準備しておく必要があるわけです。 

 

５－４ ＯＪＴ            （３０分） 
 

    5555----4444----1111    ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴ／ＯＦＦＪＴ／ＯＦＦＪＴ／ＯＦＦＪＴ／ＯＦＦＪＴ    
 

 ・ＯＪＴ（オージェイティ）は、オン・ザ・ジョブ・トレーニング 

  （on the job training）で、仕事中の指導訓練を意味します。 

 ・これに対し、ＯＦＦＪＴ（オフジェイティ）は、オフ・ザ・ジョ 

  ブ・トレーニング（ｏff the job training）のことで、集合講 

  習等、仕事外で集まってする研修・講習・訓練などを言います。 

 ・ＯＪＴは、管理者や先輩が、職務遂行を通して 

  ①組織メンバーとして成長するための布石 

  ②仕事に必要な知識や技能、取り組み姿勢 

  ③仕事をすることの価値や達成感等を部下や後輩にどう効果的にかつ有効に身に付けさせるか 

  など、意識的に取り組む育成・指導の活動です。 

 ・このように、仕事上における日常の教育指導が実行効率を上げるために重要であることはお分かりで 

  しょう。 

 

    5555----4444----2222    ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴののののケースワークケースワークケースワークケースワーク／／／／感想感想感想感想ワークワークワークワーク 

 

 ・ではここで、ＯＪＴを前提としたＡ店長と小林君、およびＢ店長のやり取りを考えてみましょう。 

  ・実演あり（Ａ店長役？、Ｂ店長役？、小林君役？） 

 ・参加者の皆さんは、気付いたこと、感想を手元にメモして下さい。後で発表して頂きます。 

  ＜シーン１＞ 

 ・Ａ店長がスタッフの小林君をＢ店にヘルプに出す。 

  Ａ店長「小林君、Ｂ店が忙しいのでヘルプに行って欲しいんだけど？」 

   小林「はい、かしこまりました。」 

  Ａ店長「小林君、折角他店にヘルプに行くのだから、何かテーマを持って行った方がいいね。」 

   小林「そうですね。でも、僕まだアシスタントだから何もできないし・・・」 

  Ａ店長「アシスタントでも出来ることがあるよね。・・と考えるとテーマは見つかるよ。」 

   小林「そうですね。笑顔と挨拶はできますもんね。だったら、お客様 

   全員に挨拶します。」 

  Ａ店長「それはいいね。で、どんな風に挨拶する？」 

   小林「どんな風にって？」 

  Ａ店長「挨拶で大切なことは？」 

   小林「笑顔で、元気良くです。」 

  Ａ店長「そうだよね。それをやってみよう。じゃ、一度やってみて！」 

   小林「今やるんですか？ ちょっと恥ずかしいなあ！」 
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  Ａ店長「仕事だからね。だからやってみて！」 

   小林「分かりました。じゃあやります。“いらっしゃいませ”“おはようございます”“こんに 

   ちは”」 

  Ａ店長「いけるやん。じゃあ、頑張ってね。」 

   小林「行ってきま～～す。」 

  ＜シーン２＞ 

 ・Ａ店長からＢ店長に小林君の教育を依頼する。 

  Ａ店長「Ｂ店長、今日小林をヘルプに出したので、教育よろしくお願いします。」 

  Ｂ店長「了解しました。で、小林君のポイントは？」 

  Ａ店長「そうですね、ちょっとシャイな感じがあるので、そのあたり 

   挨拶のテーマでちょっと教育して欲しいかな？」 

  Ｂ店長「ＯＫ、ＯＫ、任して下さい。」 

  Ａ店長「よろしくお願いします。」 

  ＜シーン３＞ 

 ・Ａ店長がＢ店長に様子を確認する。 

  Ｂ店長「今、小林君、帰りましたよ。」 

  Ａ店長「ありがとう。様子はどうでしたか？」 

  Ｂ店長「やっぱり、元気が少し足りないかな？それと積極性。」 

  Ａ店長「そうですか。それで、何か指導してくれましたか？」 

  Ｂ店長「まず、到着時に今日のテーマを確認して、それを頑張るように言いました。」 

  Ａ店長「そう、それで・・・」 

  Ｂ店長「“頑張ります”ってしっかり言ってました。それで様子を見ていたんですが・・・」 

  Ａ店長「うんうん」 

  Ｂ店長「やっぱり、どうしても手元の仕事に気が行って、お客様全員に挨拶に行くということ 

   を忘れがちになりましたね。それから、挨拶の次の会話がつながらなかったかな？」 

  Ａ店長「はい、はい」 

  Ｂ店長「で、アイサツの意味を教えました。ア＝相手を見て、イ＝いつも、サ＝先に、ツ＝続 

   けて一言いうこと。この「ツ」の意味をしっかり認識しないと挨拶の言葉だけで終わっ 

   てしまうので次が続かない、ということを説明し、積極性を促しておきました。」 

  Ａ店長「そうですか。ありがとうございます。」 

  Ｂ店長「で、相談ですが、明日も来させてもらえませんか？ちょっとヒントをつかんだみたい 

   なので、同じ環境で続ける方が良いように思いますので・・・どうですか？」 

  Ａ店長「そうですか。願ってもないことです。ではまた明日よろしくお願いします。ありがと 

   うございます。」 

  ＜シーン４＞ 

 ・小林君がＡ店に戻ってきた。 

   小林「只今！」 

  Ａ店長「お帰り、ご苦労様でした。で、どうでしたか？」 

   小林「まあまあでした。」 

  Ａ店長「そう。まあまあだったの。自分では何点くらい？」 

   小林「７０点くらいかな？」 

  Ａ店長「そう。７０点ね。どこが良かったの。」 

   小林「朝のうちは出来たんですが・・・・全員には出来ませんでした。」 

  Ａ店長「そう。忙しくなるとなかなか行き届かないよね。笑顔はできたかな？」 

   小林「初めは店の雰囲気にもなじめなくて緊張しましたが，徐々に笑顔で出来ました。」 

  Ａ店長「そうか。それからＢ店の店長が明日また小林君を指名でヘルプを依頼してきたんだけど、 

   どうする？」 

   小林「僕、行きます！」 

  Ａ店長「そうか。じゃあ、今日出来なかったことを明日きっちりやれるように考えてみて！」 

   小林「はい。今晩考えて、また明日頑張ります。」 

  Ａ店長「そうだね。期待しているよ。また、報告お願いするね。」 

   小林「はい、わかりました。ありがとうございました。」 

  ＜感想交換＞ 

 ・気付いたこと、感想はまとまりましたか？        （２０分） 

  ・では、そのメモを参考にして「上手なＯＪＴ」について話し合い、発表して下さい。 
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    5555----4444----3333    ワークワークワークワークまとめまとめまとめまとめ    
 

 ・Ａ店長→小林君にはコーチングテクニックを使っての自発性を促す指導トーク、店長間では本人の育 

  成に関して細かくフォローする上司間のチームワーク（店間共同作業）など、ＯＪＴには欠かせない 

  要素が入っていましたね。 

 ・上記のような要素を入れたＯＪＴを行なうには、教育指導する側のレベルが相当高くないと、本当に 

  有効なＯＪＴは実践できないということです。 

 ・勉強不足な上司が部下を育成できるわけがありません。 

 ・また、ＯＪＴを受ける側としては、“自分のレベルを超えて欲しくない”などと思っている上司から 

  教育を受けたくもありません。 

 ・ということで、結局はＯＪＴを指導する側のスキルレベルが問われるということです。 

 ・だから、ＯＪＴを考える時は安易な指導ではなく、会社レベルの取り組みがなされて初めて、しっかり 

  した育成指導が出来るということなので、そのあたりを踏まえてＯＪＴに取り組んで下さい。 

 

５－５ 報連相の徹底          （１５分） 
 

    5555----5555----1111    報連相報連相報連相報連相とはとはとはとは？？？？    
 

 ・報連相は、「報告」「連絡」「相談」の頭文字を続けた言葉で、これってビジネス用語の一つです。 

  ・「報告」・・・広辞苑によると「ある任務を与えられたものが、その遂行の情況・結果について 

    述べること。また、その内容。」 

  ・「連絡」・・・「相手に通報すること。相互に意思を通じ合うこと。」 

  ・「相談」・・・「互いに意見を出して話し合うこと。また、他人に意見を求めること。」 

 ・要するに、自分から何らかのアクションを起こさないと報連相にはならないということです。 

 ・連絡と報告は大差がないので、ここでは「報告」という言葉でまとめて考えます。 

 

    5555----5555----2222    報告報告報告報告についてについてについてについて    
 

 ・「報連相は苦手で！」ということをよく聞くことがあります。 

 ・なぜでしょう？ 

 ・ではまず「報告」について、その苦手理由を考えてみましょう。 

 ・仕事ですから、任務（ミッション）には必ずテーマと期限があります。 

 ・実績がその期限に間に合っていないとしたら、誰しも報告はしたくな 

  いですよね。 

 ・注意される、怒られる、文句を言われる・・・ということで、どんど 

  ん自分の気持ちが萎縮していき、ストレスでふさぎこむ状態になる人 

  もいるようです。 

 ・また、自分のペースでやりたい。だから報告より結果だろう！と自分 

  勝手に解釈して、報告しないというケースもあります。 

 ・しかし、そんなことを上司が見逃すわけがありません。こっぴどく叱 

  られます。そうすると、またその嫌な体験が積み重なって、気持ちは 

  どんどんヘヴィーになってしまいます。 

 

 ・これを改善するには、まずミッションの全体像をよく理解することです。 

 ・この把握がおろそかになると、全体がボヤけて、何を・いつ・どうしたら良いのかを見失ってしまい 

  ます。 

 ・それを防止するためには、指示された時にそれを復唱すること、メモを取ることが大切です。 

 ・また不明な点・疑問な点は必ず質問し、その時点で“１００％理解”を心掛けます。中間での報告義 

  務についても質問すべきです。 

 ・それが掴めたら、スケジューリングの中に報告日程を入れます。この時、無理をしないことです。無 

  理は必ず遅れとなって表れます。 

 ・報告内容には強弱を付けます。軽く報告する、きっちり報告する、口頭で報告する、文章で報告する 

  などに区分すれば、毎回の内容が明確になりフットワークが軽く報告できます。 

 ・上司が報連相させたい内容・知りたい項目は「現状の進行状況、問題点、今後の展開、そして期限通 
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  りに仕上がるか？」ということです。 

 ・つまり報告は、その結果が見える判断材料となるネタが提供できているかということに尽きます。 

 ・こう考えると、遅れている部分についても、包み隠さず明確に報告しなければならないことが分かる 

  でしょう。 

 ・遅れている理由は理由として、とにかく明確に現状を知らせることが報告業務の最大のポイントです。 

 ・ここまでは中間報告ですが、最終報告もあります。 

 ・最終報告では、「目的を達したか？」「目標達成はどうだったのか？」「プロセスで学んだことは何か？」 

  「全体を通しての成果は何か？」「効果を波及することは出来るか？」「ノウハウの共有はできるか？」 

  等について言及されていれば、なかなか立派な報告と言えるでしょう。 

 

    5555----5555----3333    相談相談相談相談についてについてについてについて    
 

 ・「相談」は、なかなか適切に答えてくれる先輩・上司がいない。いたとしても時間が取れない、タイミ 

  ングが合わない、二人で話していると変な目で見られる、などの理由で、なかなかうまく相談に乗って 

  もらえないのが現状でしょう。それでまたどんどん自分だけで悩んでしまうことになります。 

 ・この様にどんどん辛い方向に行くことを「悪魔のサイクル」と言います。 

 ・悪魔のサイクルと逆の動きが天使のサイクルです。 

 ・少し工夫するだけで、どんどん仕事が楽しくなります。 

 ・では次に、そんな天使のサイクルになる方法を考えてみましょう。 

 

 ・「予定通りに行かない、不具合が出た、しかし、自分にはどうしたら良 

  いのか分からない」といった時の対処方法として、まずは身近な人に相 

  談したり、思い切って上司に相談するという手段を使います。 

 ・相談して返ってくるのはアドバイスと相手からの思いやりです。 

 ・事後では駄目です。事前にその問題について相談するということは、相 

  談された相手も頼りにされていると感じてくれて気持ちの良いものです。 

 ・ここだけの話、この手を使うと上司はイチコロです。「おっ、珍しいな、 

  谷口！悩んでるんか？ よしよし教えてやろう！」となる訳です。 

 

 ・相談については、こんなエピソードがあります 

 ・お父さんが、大人でしか動かせない様な大きな石の塊を前に、息子に言いました。「どんな手段を使っ 

  ても良いからこの石を動かしてごらん。」 

 ・そうすると息子はそれを動かそうと、いろいろと手を尽くします。 

 ・素手や肩で押したり、足で蹴ったり、棒をテコにしたり・・・でも、まったく石は動きません。 

 ・そして息子は疲れ果ててお父さんに言います。「こんな大きくて重い石は僕には動かせないよ！」 

 ・そこでお父さんが言います。「息子よ、初めにお父さんは言っただろう！。どんな手段を使っても良い 

  からって！それはね、お父さんに相談して、一緒に動かして欲しいって言うことも、立派な手段の一つ 

  なんだよ！」と教えます。 

 ・どうですか？ 

 ・「相談」って、意外に盲点だったりするんです。 

 ・使えると思ったらどんどん近くの人に相談して、バンバン知恵をもらっちゃいましょう。 

 

    5555----5555----4444    報告報告報告報告するするするする側側側側からからからから見見見見たたたた報連相報連相報連相報連相    
 

 ・報告する側にとっては、報連相は成果、結果を高めるためのツールです。 

 ・それを義務と考えるのは狭い考え方です。 

 ・目標を達成するために与えられた「公的な武器」な訳です。 

 ・だから、それをどんどん活用しましょう。 

 ・要するに、そのミッションをいかにやり遂げるか、その目的・目標を達 

  成しようとする気持ちが強ければ強いほど、報連相は必要になり、自然 

  と使うようになると言うことです。 

 ・この『『『『報連相報連相報連相報連相ははははツールツールツールツールであるであるであるである』という発想をもっと現場に浸透させる様にして下さい。 

 ・これが定着、活用されるようになれば会社の中は大変活性化されます。 

 ・そりゃそうですよね。常に報告・連絡・相談が絶え間なくされているということは、サラサラの血が身 

  体中を巡っているって感じですものね。 
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 ・この報連相だけ取ってみても、全社運動としてのテーマに挙げれば、素晴らしい集団になること請け合 

  いです。では、次に管理者側から見た報連相について考えます。 

 

    5555----5555----5555    報告報告報告報告されるされるされるされる側側側側からからからから見見見見たたたた報連相報連相報連相報連相    
 

 ・「報連相が出来ていない」とばかり現場の者を叱っても、それはそういう環境を与えていない管理者の 

  責任です。 

 ・報連相ができているかどうかは、伝統に負うところが多いようです。 

 ・どうしても新人は先輩を見習う習慣があり、初めは意気込んでやらねばと思っていても、こんなもんで 

  いいんだと妥協するからです。 

 ・ではどうするか？ 

 ・管理者が報連相を勉強しなければなりません。さらに、報連相には上記で書いたような特性があること 

  を知り、徹底指導を行うことです。 

 ・そして、報連相を徹底させることにより、仕事の把握力を向上させ、成果を出させるという教育的側面 

  を利用して、スタッフの成長を促します。 

 ・ＯＪＴ、ＯＦＦＪＴの項目でも書きましたが、仕事を通して実践指導していくことが最短のトレーニン 

  グになり、会社・スタッフの成長への近道でもあります。 

 ・要するに、報連相はプロセス管理なわけです。 

 ・物事は、インプット、アウトプットだけでは成果はありません。 

 ・プロセスを管理することで、結果・成果は格段に違ってきます。 

 ・いかにそういった体質を作れるかに挑戦してみて下さい。 

 

    5555----5555----6666    ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴヒントヒントヒントヒント作作作作りりりり／／／／ワークショワークショワークショワークショップップップップ （２０分）    
 

 ・テーマ「ＯＪＴできる場面のリストアップとヒント作り」 

  ・各チームで１５分検討して下さい。 

   ・テーマ例＝「会議準備」「飲み会の場」「会社のイベント」等々 

  ・代表で２名、発表して頂きます。 

 

５－６ ステージング          （１５分） 
 

    5555----6666----1111    ステージステージステージステージをををを与与与与えればえればえればえれば人人人人はははは自主的自主的自主的自主的にににに動動動動くくくく    
 

 ・モチベーションを高く保てている社員は目標達成率も当然高い 

  わけです。 

 ・モチベーションの維持は、人材育成では最大のテーマです。 

 ・ここでは、細かい指示、指導をしなくても自主的に動く社員作 

  りについて考えます。 

 ・場場場場（（（（ステージステージステージステージ））））ののののパワーパワーパワーパワーをもっと活用すべきです。 

 ・一般的に、目的・目標は設定しますが、場の設定が足りていません。 

 ・その人にマッチしたステージを与えることによって、自発性が発揮され、強制されなくても自ら結果を 

  出そうとして行動を開始し、結果、その人は飛躍的に成長します。 

 ・それは、そのステージで良いところを見せたい、期待に応えたい、自慢したいなどという深層心理が 

  働き、さらにそれは自分でするしかないということに気付いて、自主的行動が促されるという心の働 

  きが促進されるからです。 

 ・だから、もっと「場」を研究し、結果から手順を作るという手法を開発して、現場に生かす方法を考 

  えるべきなわけです。 

 ・この場の作り方を「ステージング」（谷口造語）と言います。 

 ・では、効果的にその場を与えるにはどうすればよいのかについて考えてみましょう。 

 

 5555----6666----2222    ステージステージステージステージのののの作作作作りりりり方方方方    
 

  ＜アウトプットの効果＞ 

 ・アウトプットすることにより、インプットがより効率的にノウハウとして身に付きます。 
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 ・人に言ったり、教えたりすると格段にその内容は、スピーディー 

  に自分のものになるのです。 

 ・このことは多分皆さんも実感されていると思います。 

 ・ということで、先にアウトプットする場（ステージ）を設定しよ 

  うとするのがこの「場」の考え方の基本です。 

 

 ・では次の６つの「場」の活用について考えてみましょう。 

    Ａ．意見・発表の場 

    Ｂ．提案・企画の場 

    Ｃ．計画の場 

    Ｄ．実践の場 

    Ｅ．結果発表の場 

    Ｆ．交流の場 

 

  ＜Ａ．意見・発表の場＞ 

 ・意見を求める時に、発表しやすい場がないと、特に下の人は意見を言いにくいものです。 

 ・これが、きっちりした発表しやすい「場」を作ってあげると、じゃんじゃん意見を言うようになります。 

 ・この差は大変大きいです。 

 ・意見を言うことによって、自分もそこに参画したという意識が働きます。 

 ・つまり、そこで決定される内容について自分の意見も含まれている、一緒にやっているという実感が 

  得られるということです。 

 ・この感覚は、「参加意識」といいますが、参加意識が自主活性に直結しているのです。 

 ・だから、意見を言える場、より言いやすい場、言わせられる場の作りが必要であるということです。 

 ・これについては、ファシリテーション（議事進行）をもっと勉強して、実践できるようにしましょう。 

 

  ＜Ｂ．提案・企画の場＞ 

 ・次は提案・企画の場について説明します。 

 ・これは意見の場の変形です。資料による意見も同じと考えて下さい。 

 ・自分の提案・企画が通ったら、凄く嬉しいですよね。 

 ・この感じを多く体験させて、自主性を引き出すということです。 

 ・提案するということは考えるということです。 

 ・提案がどんどん出てくる会社環境があれば、個人も組織も素晴らしく 

  発展します。 

 ・そういう場があるということは、積極的に考え、会社を良くしようと 

  する意識が高いので、是非提案制度の勉強等をしてみて下さい。 

 

  ＜Ｃ．計画の場＞ 

 ・計画の場と言うのは、年度計画などで、計画した内容を、全員および対外の方をお呼びして発表させる 

  という状況を作るということです。 

 ・だから、年度計画発表会の日程を先に決めるというところから始めます。 

 ・この「日程を決める」という作業が締切をつくるので、追い込みが始まります。 

 ・計画発表会では、各人に抱負を発表してもらうことにより、参画意識がしっかり生まれます。 

 ・発表の時に前に立つことは大変緊張を伴います。この感覚（ステージ感）を数多く与えることにより 

  成長スピードはグンと早まります。 

 ・また、これを継続的に実践することにより、良い伝統が培われます。 

 

  ＜Ｄ．実践の場＞ 

 ・実践の場では、報連相でしょう。 

 ・仕事の状況やＯＪＴの中間報告、緊急連絡、困った時の相談などの 

  報連相がしやすいように、常に門を開けておく必要があります。 

 ・これはリーダー側の姿勢が問われます。 

 ・言ってもらえないのは、言い難いオーラを出しているからです。 

 ・リーダーは、「言ってもらいやすい雰囲気とはどんなものか」につ 

  いて勉強しなければなりません。 

 ・セミナー受講などの外部講習を受ける時は、報告書の提出を求めることを事前に伝えておきます。 
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 ・そうすることによって、「報告しなければ！」という意識が働き、数段吸収率が向上します。 

 ・会議の中でもこの方法は使えます。 

 ・後で、「～～さん、これについて感想を言ってもらいますから！」と事前に伝えておけば、注意して聞 

  き、メモも自然に取るようになります。 

 

  ＜Ｅ．結果発表の場＞ 

 ・長期計画や年度計画の結果発表、外部勉強してきた内容の現場スタッフへの落とし込み報告などの場は、 

  事前に計画することが出来ます。 

 ・出来れば、年度計画そのものに発表報告会の日程を入れておくことです。 

 ・そうすると、決まっているものには間に合わさないといけないというＣ型カーブ（直前仕上げ）の取り 

  組みが始まり、なんとか出来ます。 

 ・本来は事前に準備して余裕を持ってやっていくことがいいのですが、それが出来ない状況は多くありま 

  す。 

 ・だから、その心理を逆利用して、Ｃ型カーブを多く設定しておくというのがこの裏技なわけです。 

 ・要するに、細かく報告・発表を求めることによって、実践効率を上げ、吸収率を向上させようと言うの 

  が、この「場」の狙いだということです。 

 

  ＜Ｆ．交流の場＞ 

 ・レクレーションは定期的に準備します。 

 ・レクレーションの場を上手く設定することが出来れば、仕事の効率は素晴らしく向上します。 

 ・３ヶ月に１度程度の定例レクレーションと、臨時のイベントを組み合わせます。 

 ・意志の疎通が出来ている職場は、効率も品質も良くなります。 

 ・そういうことを意識して、明るい会社、意見の通りが良い会社、打てば響く会社を作りましょう 
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