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「組織のコミュニケーションを変える」
AI BLOG:「アジア式組織運営」を考える

著者: 中村勝裕

AI Newsletter第⼋回⽬になりました。今回は組織やチームの中で必要とさ
れるコミュニケーションのあり⽅についてお話ししたいと思います。
組織のコミュニケーション
経営において、コミュニケーションが重要でないという⼈はいないでしょ
う。「経営者の役割」という名著を著した経営学者のC.バーナードによれ
ば、組織とは「共通の⽬的」と「協働する意思」が重要であり、そしてそれ
を繋ぐのが「コミュニケーション」だと⾔われています。

組織のコミュニケーションには
「公式コミュニケーション」と
「非公式コミュニケーション」が
あります。

Asian Identity の
チームビルディング
ワークショップ

つまり組織のコミュニケーションとは、まず「会社がどこに向かいたいのか
という⽬的（ビジョンや戦略）」を伝えるものでなくてはいけません。社⻑
メッセージ、⽅針発表、定例ミーティング、といったものによって企業はそ
れを実現します。そして同時に、「⼀⼈⼀⼈の協働する意思を引き出す」た
めに、より少⼈数でのミーティング、1対1の⾯談、部⾨をまたいだコミュ
ニケーション、などを⾏って個々のモチベーションを⾼めるわけです。
しかしながら、コミュニケーションは「伝えているのに伝わらない」といっ
た「すれ違い」が常に起こります。さらに、多様性組織では⽂化や⾔語が複
数存在するがゆえにコミュニケーションの精度が⼀気に下がります。そのた
め、東南アジアで仕事をしている我々のマネジメントはより難しいものと
なっているのです。
「会議」が変われば会社が変わる
コミュニケーションには「公式コミュニケーション (Formal

Communication)」「⾮公式コミュニケーション (Informal Communication)」
の2つがあります。公式コミュニケーションの代表的なものが、「会議」で
す。
会議には東洋的なスタイルと⻄洋的なスタイルがあります。東洋的会議スタ
イルでは、発⾔者の時間を尊重し、割り込むことはマナー違反とされます。
また年⻑者や位の⾼い⼈を中⼼として会話が進⾏し、それに異論をはさむこ
とはあまり良しとされません。これは⽇本⼈やタイ⼈が慣れ親しんでいるス
タイルです。
反対に⻄洋的スタイルの会議では、誰でもいつでも発⾔が可能で、異論をは
さむのはむしろ議論を活性させるために良いことである、と捉えられます。
こうした違いはその国の学校教育のスタイルから起因しています。アジア⼈
は⻄洋スタイルの会議に慣れていないので、⽇本⼈やタイ⼈がアメリカの会
議に参加すると、気後れしてしまって発⾔できないと⾔ったことがよく起こ
ります。

組織の活性化、メンバー間のコ
ミュニケーションの活性化を⽬
的とし、「組織のメンバーがビ
ジョンを共有して⼀丸となって
動けるようにしたい」「メン
バー同⼠のコミュニケーション
をより良くしたい」「部⾨間の
壁をなくし、部⾨同⼠で連携し
ていける体制を作りたい」など
クライアントの希望に合わせカ
スタマイズしたチームビルディ
ングワークショップを提供して
います。
半⽇から⼀⽇をかけてメンバー
同⼠の相互理解を通じ、⼀体感
を醸成していきます。
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タイの組織でタイ⼈と⽇本⼈が⼀緒に仕事をする場合、どちらも東洋的スタイルですから、偉い⼈ばかりが話して他
の⼈は黙って聞いているというスタイルになりがちです。本来もっとメンバーから意⾒を出してほしいのですが、⽂
化的になかなかそれをすることが出来ません。そこで重要なのが「ファシリテーション（進⾏）」です。
⼀般に、会議には「20:80の法則」と呼ばれる、「2割の⼈が8割の会話を⽀配する」という法則があります。このよう
に会議で発⾔する⼈はだいたい毎回同じになる傾向がありますが、メンバーの成⻑や関与（エンゲージメント）の観
点から、それはあまり良いことではありません。ファシリテーター（進⾏役）は、発⾔の機会をなるべく均等にする
ことが重要な仕事となります。
意⾒やアイデアを求めるような場⾯では、⾃主的
な挙⼿を待っていても出てきません。また、いき
なり「●●さんはどう思いますか︖」と発⾔を促
すのもあまり効果的ではありません。そういう場
合は「全員均等にコメントをしてもらう」という
スタイルをとることが有効です。事前に「このト
ピックについて、⼀⼈⼀つずつコメントをお願い
する予定です」とアナウンスしておいて、均等に
意⾒をシェアする、といった⽅法や、その場で⽩
紙を配って 3 分で全員に書かせ、それを 1 ⼈ 1 分で
シェアするといった進⾏⼿法も発⾔の量を分散さ
せる有効な⼿法です。
また、効果的な会議は「ゴール」と「アジェンダ」、そして「時間配分」が明確です。ファシリテーターは、会議の
開始時に、かならずホワイトボードの端に「達成したいゴール」と、それに対する「アジェンダ」を書きましょう。
そして、「終了予定時間」も書きます。それを⾒ながら議論を進めて⾏くことによって、特定のトピックに時間を使
いすぎたり、話題が⼤きくそれてしまうことを避けることが出来ます。こうした基本的なことは誰もが知っているこ
とですが、ほとんどの場合は実際に⾏われていません。
さらには定例会議であれば「フォーマット化」してしまうことをお勧めします。例えば1時間の⽉例会議であれば、今
⽉の振り返り（20分）、好事例の共有（10分）、相談・議論（20分）、連絡事項（10分）、といった形で⽬安の時間
配分を決めてしまいます。なるべく同じフォーマットにすることで議論の漏れを防ぐことができますし、また、
フォーマットを固めておくことで、「○○さんがいないと会議ができない」という上司依存の状態から「みんなでア
ジェンダに従って進めよう」という⾃主運営の姿勢に転換していくことが出来ます。
さらに、会議は⼈材育成を兼ねることもできます。お勧めする⼿法は、「会議の進⾏役を次世代のリーダーでロー
テーションする」ということです。会議の進⾏をするというのはリーダーを疑似体験するという意味で良いトレーニ
ングになりますし、また発⾔者の顔ぶれが変わることは組織のコミュニケーションの流れを変えるきっかけになりま
す。
非公式コミュニケーションで需要なのは「質」
⾮公式のコミュニケーション施策には様々な⽅法があり
ます。社内セレモニー、クリスマスパーティー、定例⾷
事会・・・など社内イベントに類するものがそれにあた
ります。タイの組織ではこうした活動はとても重視され
ていますが、効果を⽣んでいるかどうかは会社によって
かなり差があります。ある会社さんでは、⾷事会を⾏っ
ていたがスタッフが嫌々参加していたので、辞めてし
まったと⾔っていました。ここで注意しておきたいの
は、どういう「イベント（機会）」を⽤意するかという

!3

NOVEMBER 1, 2560 BE

ASIAN IDENTITY CO.,LTD

こと以上に、その「やり⽅」が重要だということです。
例えば恋愛に例えると、「⼀緒に⾷事をする」というデートをしたからと⾔って必ず「相⼿を好きになる」とは限り
ません。デートで⼤切なのは、そこで相⼿とどんな会話をするか、どんな気持ちで臨むか、どんな振る舞いをする
か、という我々の気持ちや姿勢に表されるその場の「コミュニケーションの質」です。
社内イベント⼀つを企画するにしても、イベントをやるという事実よりその「やり⽅」の⽅が⼤切です。「企画者の
⽬的や想いがこもっているか︖」「進⾏役が話してばかりいないか︖」「遅れてくる⼈はいないか︖」「パソコンを
開いて場に参加していない⼈はいないか︖」「参加者の表情は笑顔か︖」「⾯⽩味のない内容になっていないか︖」
など、みんなの気持ちを惹きつけるために気を付けるべきポイントはたくさんあります。
また社内イベントは業務都合で参加できない⽅も多いとは思いますが、本当に熱意を持って参加を呼びかければ、予
定を調整して参加度を⾼めることは可能だと思います。せっかくのイベントなのに、パソコンを開いている⼈がいる
と、皆が⽩けてしまいます。「このイベントはとても⼤切なので、どうかパソコンを開かないで集中して参加してく
ださい」と進⾏役が⾔えるだけの本気度はあるでしょうか。イベントの⽋席者が多かったり、形式的に実施するだけ
になっている会社は、こうしたコミュニケーションの「質」に課題があることが多いです。
また、こうしたイベントは「組織の⼈間関係を強化する」という狙いがありますから、「楽しい」ことはもちろん⼤
事ですが、「互いの⼈となりがわかる」要素を⼊れられると良いでしょう。⼈間はお互いのことを知れば知るほど、
その⼈に「好意」を抱きます。そして好意を持っている相⼿とは仕事がしやすくなります。こうした効果を、社内イ
ベントでも狙って、普段かかわりのない社員同⼠がお互いの仕事や趣味、家族について知ることができる、といった
内容を混ぜることが出来ると良いでしょう。社内イベントは毎回ビンゴゲーム、といったお決まりのパターンを⼀度
⾒直してみるのも、組織活性のために経営者や⼈事ができる⼀つの仕事です。
次号ではコミュニケーションを「⾔語」という側⾯からも⾒ていきます。
MORE INTERESTING ARTICLES FROM ASIAN IDENTITY AT www.facebook.com/asian.identity

⾃分の⼈⽣の軸を⾒つける 「IDENTITY
LEADERSHIP WORKSHOP (IDL)」
アイデンティティ・リーダーシップ・ワークショップ

-12⽉14⽇（⽊）-16⽇（⼟）＊⽇本語＆タイ語

3⽇間、深く⾃分と向き合い、⾃分⾃⾝のリーダーとしての在り⽅を明確にしていく内省型のワークショップ。経営
者、マネジャーなど強いリーダーシップを必要とするポジションの⽅にお勧めのプログラムです。毎年、多くの参加
者から「⼀⽣忘れられない経験になった」とお声を頂きます。今回は、⽇本から数万⼈以上の管理職研修のご経験を
持つ（株）ザイン社の鶴⽥社⻑をお招きして実施致します。
⼀年に⼀度の貴重な機会となりますので、是⾮参加をご検討ください。
⽇時︓

12⽉1４⽇（⽊）・１５⽇（⾦）・１６⽇（⼟）9時〜17時

場所︓

Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10）

料⾦︓

２８、０００THB （VAT別）
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コンテンツ (9:00~17:00）

講師:

1⽇⽬: Understand Yourself
⼼理テストや深い⾃⼰内省で⾃分⾃⾝を⾒
つめる
２⽇⽬: Understand Others
他者を動かすためのメカニズムを体感し、
学ぶ
３⽇⽬: Visioning (ビジョンを描く）
⾃⾝のパッションにマッチしたビジョン・
⽬標を描き、コミットをする
※⽇本語とタイ語で実施

鶴⽥哲⽣（Tsuruta Tetsuo）
CEO&Founder, Sein Organization
Development Institute

ザイン組織開発研究所代表。
NTTグループをはじめとする
⼤企業の管理職向け研修を通
算で数万⼈以上に対し実施。
参加者を深い内省に導くユ
ニークなトレーニング⼿法と
ファシリテーション技術を持
つ。

より詳しい情報・申込登録: http://asian-identity.com/idl/

【無料セミナー】スタッフの成⻑⽀援を促す
能⼒アセスメントの考え⽅と実践事例
ID MAP Seminar: スタッフの成⻑⽀援を促す能⼒アセスメントの考え⽅と実践事例（11⽉9⽇）*⽇本語＆タイ語
スタッフを採⽤、育成、配置する上で能⼒アセスメントは必要不可⽋なものとなりつつあります。しかし多くの場
合、性格やパーソナリティーの評価に終始してしまい、組織開発や⼈材開発に有効に活⽤できているか疑問が残りま
す。本セミナーにて紹介するID MAPはそれぞれの⼈材が持つコンピテンシー(成果につながる⾏動)を明らかにし、コ
ンピテンシーを通した適切な⼈材の採⽤、配置はもちろんより最適な⼈材育成のPDCAを構築するうえで必要な考え
⽅を明らかにします。
⽇時︓

11⽉9⽇（⽊）10.00-12.30（タイ語）

14.00-16.30（⽇本語）

場所︓

Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10）

料⾦︓

無料

より詳しい情報・申込登録: http://www.facebook.com/asian.identity/
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HR College⼈事の学校 〜評価・報酬編〜
HR College Module B: 評価・報酬編（12⽉1⽇・2⽇）＊⽇本語＆タイ語
⼈事制度を体系的に学べるセミナーの評価・報酬編、2⽇間コースです。⼈事制度とは何か、という点から等級、評価
制度の設計、運⽤⽅法、報酬制度の設計⽅法などを主なトピックとし⽇本から⼈事のプロフェッショナルをお招きし
て知⾒・経験を元にセッションを実施します。
⽇本⼈管理者とタイ⼈HRと⼀緒に学んでいただけるよう、2⾔語での運営となっています。
⽇時︓

12⽉1⽇（⾦）2⽇（⼟）9時〜17時

場所︓

Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10）

料⾦︓

12,000THB （VAT別）

コンテンツ (9:00~17:00）
1⽇⽬ AM: 事制度とは何か
⼈事戦略と⼈事制度、⼈事ポリシー
1⽇⽬ PM: ⼈事等級・評価・報酬制度
⼈事等級、昇格昇進、評価の仕組み
2⽇⽬ AM: ⼈事等級・評価・報酬制度
評価⾯談、フィードバック、報酬設計
2⽇⽬ PM: ⼈事のキャリア、能⼒開発
HRのキャリアの積み⽅、HRに求められ
るスキルセット
※⽇本語とタイ語で実施

講師: 曽和利光
株式会社⼈材研究所代表取締役社⻑
京都⼤学で学んだ⼼理学とリクルート⼈事部
GMとして培った営業スキル・２万⼈の⾯接
経験を融合しワンランク上の⼈材を採⽤する
⼿法を確⽴。リクルート、ライフネット⽣
命、オープンハウスで⼀貫として⼈事畑を進
み、株式会社⼈材研究所設⽴。

講師: 中村勝裕
Asian Identity Co. Ltd. CEO & Founder
バンコクを起点にアジアに特化した⼈事・コ
ンサルティングファームAsian Identityを経
営。ネスレ、リンク＆モチベーション、グ
ロービスを経て現職。

より詳しい情報・申込登録: http://asian-identity.com/hrcb/

Contact Our Team
このEメールマガジンは、タイで活躍する様々な⽅に読んでもらえるよう、⽇本語・タイ語で発信します。⼤切な友⼈である⽇本⼈とタイ⼈
がより良い関係になるように、弊社Asian Identity チームから毎⽉お送りする予定です。ご興味があれば是⾮お読みください。

タイ語版 (ฉบับภาษาไทย)・Back Numbers : http://asian-identity.com/newsletters/
配信を希望される⽅、また配信が不要な⽅は、お⼿数ではございますが info@a-identity.asia までその旨お送りください。
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