ビートオブサクセス

41

FCC REVIEW

December 2019

リズムで心の距 離 を 縮め る アクティビティー研 修

５分で一体感を生み、
分で強いチームをつくる

80

ビートオブサクセス

トレーニングビートRヘッドトレーナー
ミュージシャン兼プロデューサー
橋田 “ ペッカー ” 正人氏

特集 2

動く研修、感じる学習

トレーニングビートR
米国発祥のメソッド「ドラムサー

クル」に組織行動学領域のエッ
センスを加えた企業研修プログ

ラム。ビート（拍子）を刻むこ
とで、言葉なしに短時間で心の
距離を縮められる効果がある
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ビートオブサクセス
部門間のつながりが希薄になり、マンパワーを生かしきれな

い企業が多い昨今、打楽器を使って組織を活性化させる研
修プログラムが注目されている。

ドラムサークルを基にした
研修プログラム
音楽の世界から企業の人材育成

シリテーターを中心に全員が輪にな

テラス製薬のほか、国内大手企業や

り、アフリカンドラムやシェイカー（小

外資系企業を中心に 100 社以上が実

さな卵型のマラカスのような楽器）を

施している。

それぞれが持ち、一定のテンポで音

このプログラムの総合監修を務め

を出す。みんなのリズムがそろうとす

提供している研修プログラムがある。

るのは、ビートオブサクセスのトレー

ぐに一体感が得られ、参加者は自然

ビートオブサクセスが手掛ける、「ト

ニングビートRヘッドトレーナーであ

と笑顔になる。

レーニングビートR」だ。参加者全員

り、音楽業界で 40 年にわたって活

最大のメリットは、短時間で高い

が輪（サークル）になり、
ドラムやパー

躍 するミュージシャン兼プロデュー

効果が得られること。難しいルール

カッションなど打楽器のリズムを一緒

サーの橋田 “ ペッカー ” 正人氏（以降、

はなく、練習も必要ないため、楽器

に楽しむアクティビティー（活動）研

ペッカー氏）である。

や音楽が苦手な人も気軽に、簡単に

の世界に「越境」し、新鮮な学びを

日本パーカッション界の草分け的

修である。

参加できる。

コンセプトは「５分で一体感を生

存在で、レコーディングした楽曲は

み、80 分で強いチームをつくる」。ビー

２万 5000 曲超。日本初のサルサバ

と書かれても心は動きませんが、リズ

ト（拍子）を刻むことで、言葉なし

ンド「オルケスタ・デル・ソル」のリー

ムは心と体に直接響くもの。すぐに

に短時間で心の距離を縮められる効

ダーと言えば、ご存じの方もいるだろ

一体感が生まれます。みんなと一緒

果がある。チームビルディングやリー

う。数々のバンドを結成してきた経験

にやるとなんだかうれしい、安心する

ダーシップ研修、新人研修の他、新

から身に付けたチームビルディングや

というのは、人間が生まれながらに

規プロジェクト発足時のキックオフ

リーダーシップ、コミュニケーション

持っている感覚で、古代から伝わる

や、M&A（企業の合併・買収）後の

のノウハウがプログラムに生かされて

ギフトです。リズムは人の本能や情

チーム組成時などにも活用されてい

いる。

動などの中枢がある大脳の古皮質に

「ホワイトボードに『一体感の醸成』

こ

ひ しつ

「ドラムサークルは日本でも 10 年

訴えかけますから、あっという間に一

トレーニングビートRのプログラム

ほど前から、教育現場や 医療福祉

体感が生まれるのです。加えて、自

の基盤は、米国発祥のメソッド「ドラ

分野、国際交流や世代間交流といっ

分がやっていることが全体に影響を

ムサークル」。ファシリテーターの進

た各種コミュニティーなどを中心に

与えているという気付きももたらしま

行により、輪になった参加者たちが

広まってきました。ビジネス分野で

す」とペッカー氏は説明する。

るという。

打楽器でアンサンブル（重奏）を即

の実績はなかったのですが、『ドラム

全員が輪になることにも重要な意

興で作る参加型の音楽レクリエーショ

サークルは企業におけるチームビル

味がある。横並びだと必ず端になる

ンである。米国では企業研修として

ディングやメンタルヘルスケアの観点

人がいるが、円を描けば全員が一つ

活用されており、英国やオーストラリ

からも効果的だ』と考え、法人向け

につながる。これには、上下や優劣

ア、シンガポールなどの国々でも普及

の研修プログラムを開発したのです」

の意識をなくし、心理的障壁を取り

（ペッカー氏）

している。
このドラムサークルに、組織行動
学領域（心理学・社会学・社会心理学・
人類学・政治科学など）のエッセン
スを加え、企業研修プログラムとして
発展させたのがトレーニングビートR
だ。日立金属や大林組、大丸松坂屋
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打楽器のビートが
もたらす大きな効果

去る作用がある。
そうした体験を共有して一体感が生
まれると、“ 関係性の質 ” が向上す
る。瞬時にチーム力を高められるの
は、そのためだ。

トレーニングビートRのプログラム

ちなみに、トレーニングビートRは

の一つ「ドラムサークル」では、ファ

数人から数百人、数千人まで、参加

特集 2

動く研修、感じる学習

どの神経伝達物質を活性化し、自律
神経を整えてストレスに負けない体質
をつくると期待されており、その効果
は米国の研究で科学的に検証されて
いるという。
実際にトレーニングビートRを導入
した企業の研修担当者からは、「音
の一体感とともに参加者の一体感が
一気に高まり、絆が深まった」「『画
期的な内容だった』との感想が多く、
運営側にとっても新鮮だった」といっ
た声が聞かれ、実施後のアンケート
では 9 割が「満足」と答えている。
また参加者個人からも「立場も役割
高さの異なる音が出る塩化ビニール管
（ブームワッカー）
を使うプログラムもある

も関係なくフラットに参加できる良い
コンテンツだった」「課題解決のため

人数に制限はない。場所も小さな部

さまざまな人が参加すること。年齢や

の方策を皆で話し合い、実行し、そ

屋から屋外まで、どこでもできるのも

性別、役職や学歴も関係なく、誰も

の効果を実感できた」と好評だ。

特徴である。大きな音が出せない会

が意見を言ってよい場をつくることで

「リズムは、心臓の鼓動をはじめ生

場でも、それに適したプログラムが用

す。発言しにくい人も発言でき、普

活の全てにあり、誰でも刻んでいるも

意されている。

段は聞けない人の意見が聞ける。打

の。リズムを合わ せることは、一体

例えば、音が小さいシェイカーを使

楽器をたたくことやシェイカーを渡す

感や共感の醸成に最も早くて効果的

う「シェイカーテイク＆パス」という

ことではなく、意見を出し合える平等

な方法なのです。『音楽なんて仕事と

プログラムは、輪になった人々が各

で風通しの良い環境をつくることが目

関係ない』とか、
『太鼓をたたいて遊

自シェイカーを持ち、右隣に渡してい

的です」（ペッカー氏）

んでいるだけだ』といった先入観を

く。至って簡単だが、スピードを上げ
るにつれ、落としてしまう人も出てく
る。そこで、どうすれば落とさないよ
うにできるか、落とした場合にどう対
処すべきかといった意見をみんなで

“百社百様”にカスタマイズ
実施内容に９割が「満足」
トレーニングビート Rのプログラム

捨てて、社長さんも社員さんも一緒に
太鼓をたたいてみませんか？ 想像し
ているよりも体を使うので、翌日は筋
肉痛になるかもしれませんが（笑）」
とペッカー氏は話す。

は、クライアントの課題・要望や会

ロックやラテン音楽のドラム、和太

これは生産ラインやサプライチェー

場・設備の状況などによって自由に

鼓、よさこいの鳴子――。ジャンルや

ンマネジメントを疑似体験するための

カスタマイズが可能だ。どういった成

種類を問わず、リズムには人の心を

アクティビティーであり、課題設定や

果を得たいのかをヒアリングし、打ち

動かす力がある。その力を活用した

課題解決についての気付きを得るこ

合わせを重ねた上で実施するため、

ノンバーバル（非言語）コミュニケー

とができる。また、シェイカーを途切

100 社あれば 100 通りの方法がある。

ションで企業を活性化すべく、ビート

れなく渡すため休んだり考えたりして

座学の合間にトレーニングビートRを

オブサクセスは自らのリズムを刻み続

いる暇がなく、瞬時に対応する力も

取り入れることで、緊張感をほぐし、

ける。

鍛えられるという。

集中力を高めるといった使い方も効

出し合う。

また、高さの違う小さい音が出る

果的である。

塩化ビニール管（ブームワッカー）を

また、ストレスコントロールにも役

使って、音のアンサンブルを楽しむア

立つため、メンタルヘルスケアという

クティビティーを行うこともできる。

目的で活用することもできる。リズム

「どのプログラムでも重要なのは、

運動は、セロトニンやオキシトシンな

（同）
ビートオブサクセス
所在地：東京都新宿区下落合2-1-8
三栄ビル3F
設立：2010年
代表者：代表社員 CEO 松村 貴光
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