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御し難い新型コロナウイルス・パンデミックと
これからの 【産訓】

はじめに

ままならぬ新型コロナウイルスの感染拡大中に、「変異した新型コロナウイルス」が新たに参列してきた

ことに加え、待望のワクチン実施が始まり、経済生活・社会生活上の「新しい日常（ニューノーマル）」に少

し緩みが出ているようです。三密回避自粛、国家の力による都市封鎖や国境管理、そして更なる助成措

置が改めて強化されつつありますが、新型コロナウイルスのパンデミックの制御には、個々人の自助努力

を励ますようなリーダーシップが求められています。

産訓の活動も、オンライン研修・訓練講座の導入で改善を試みていますが、2020年12月現在までの売

上額は、前年度の４割以下まで落ち込んでいます。このような時間当たりの生産性低下は、結果的には

「無駄な時間」、「苦しい暇な時間」に終わったと理解されるかも知れませんが、その苦い経験の中から改

めて事業の見直しと見通しを立てる出発点を探る努力を重ねることが今の【産訓】に必要だと考えます。

本稿は、パンデミックを自分なりに整理してみました。経営者達が気付いている変化を捉え、その上で

われわれの事業の価値を再定義しつつ、新規に設置される「産訓コロキュウム」について触れてみます。

Ｉ． 御し難い 「新型」 コロナウイルス

１． 科学者が協力して新型コロナウイルスを特定

科学者が協力して新型コロナウイルスを特定し、ゲノムの配列分析を行い、感染症の正体を特定する

検査方法を引き出すことに成功しました。新型コロナウイルス感染拡大規模はグローバルであり、その

速度は対数関数的ではなく、非線形的な指数関数的拡散を示しています。コロナウイルス側から見れば、

人の国籍、年齢、性別など一切眼中に無く、何処でも手当たり次第に攻撃を仕掛けてきます。

２. ウイルス感染症との戦いは

新型コロナウイルスと人間の直接の接点は人の何処かの細胞にあるとの認識が基本ですが、加えて、

地球上に住む人間の社会全体を危機に陥れるパンデミック対策に起因する経済活動の低迷と、それが

誘引する社会・政治の問題の噴出と、「共に暮らす地球という家」に起きている生態学的課題（「汚染と気

候変動」、「水の問題」、「生物多様性の喪失」、「生活の質的低下と社会の崩壊」、「地球規模の不平等」と

「人類側の鈍い反応」、「生態学的事象の総合的エコロジーの必要性」）と関連させて考察することがいま

求められているように見受けられます。

例えば、人は自然科学の法則を基にテクノロジーの世界・人工のシステムの世界を築き、それらをグロー

バルに展開し拡大し、地表を覆う程の力を発揮していますが、しかし、産業公害問題の顕在化から、

地球の「限られた自然」を「無限」のゴミ捨て場のように扱えるとの誤解・無知に支えられていることを今

や多くの人たちが理解するようになりました。この誤解と無知の時代を終わらせる必要があると考え、行動

すること、そのような意思を無気力にする「グローバルな格差社会の問題」を放置できるのかという

「問いかけ」が聞こえてきます。
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３． パンデミックの最中、われわれの文明はレントゲンに掛けられているのでは？

a ）望まれる「エコロジー的な知恵思考」

われわれの文明が抱えるいろいろな事実がレントゲン撮影で可視化されるならば、有り難いことですが、明

るみに出てくることは、医療の面、仕事の面、テレワークの継続が及ぼす子ども達の生活と将来の面、家計の

面、住居の面、都市生活の将来と世代間の関係面等の生活そのもの実態や、政治・経済の構造面、社会保障

の面、納税や教育等の社会・経済側面や、生活の自然環境側面等など、山ほど出てくるでしょう。しかし、これ

らを個々別々の分野別に解決を考えるのではなく、With Corona, After Coronaという文脈上で、自然と

いう広大な世界とその中で営まれる人間社会との関わり合い方について考える・話し合うという、或る意味で、

時代の「分岐点」で必要な「知恵のようなもの」についてのコミュニケーションです。古くて新しいテーマです。

b ）政府が緊急事態の名目で採用する大型の措置は後あとまで続く

政府によって採用される多くの緊急措置は、これからの市民生活の一部として引き継がれることになる

でしょう。緊急事態には歴史のプロセスを早送りする機能があり、時間軸を縮めます。そして、未熟なテク

ノロジーや危険なテクノロジーも実用化される可能性が普段のときよりも高いと考えられます。市民は、大

規模な社会実験のモルモットの役割を果たすことになりかねません。さらに小学校から大学までの教育を

一斉にオンライン化したらどうかの「問い」もそろそろ出てくるでしょう。平時ならば、纏まらない話ですが。

最も恐ろしい問題は、個々人の「皮下の監視」を可能にする健康管理用「ブレスレット」の公的機関による

有効利用という話です。体温、血圧、発汗…等々項目がデジタル化され、公的機関のどこかに情報として

保管され「市民を監視する手段」として利用されないかという「ありうる危険」です。緊急事態下では、いと

も簡単に採用されるからです。

Ｃ ）公的機関が準備する「海図」と、個々人が準備する「羅針盤」

国連が呼び掛ける持続可能な開発目標（SDG）として１７分野の「海図」が示されていますが、企業を含

めて市民側は現下の三密回避の自粛、ソーシャルディスタンス、国権による国境封鎖、都市封鎖に見られ

る非日常的時間割を「受け入れる理由」をもっと「考え貫く」必要が出ています。考え抜くことで、海図に見

合う「羅針盤」を市民一人ひとりが手にすることが出来るようになるでしょう。自分を知り、失敗を恐れない、

終わりのない目標に向かって努力する、そして、人に尽くす心を導く「自らの羅針盤」のことです。

「産訓コロキュウム」が大切に培うものは、換言すれば、産業訓練の奥行きは「深い」、そして「より良い問

いは、[より良い人の繋がり]から生まれる」というAfter Coronaの社会が要請する羅針盤（思考装置で

あり記録装置になるもの）を関係者の皆さんと共に育ててみようということです。

Ⅱ． 多くの経営者が気付きつつある大きな変化

１． DXの実際がすぐ傍に

スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、「レジ」という一箇所で、商品の売買から各種の公共料金

の払い込み、宅配便の窓口などの他、お店事態の業務一切が一気通貫で完結しています。バーコード起点

に端から端までプロセスが完全に「整流化と自動化」され、現金の入金・釣銭の扱いも札・硬貨各種別に計

算され、時間毎、分ごとに在庫・発注が管理されています。完結したＤＸ化のモデル例を見ることができます。

しかし人口のシステムは、人の生活を含む自然のシステムとどう折り合いをつけるのかの問題（一見何も

かもうまくいくかのようですが）があります。経済変動幅が大きい今の時代では、特に雇用が受ける影響の

大きさ、深刻さは社会問題になるからです。

２． 経営者側の目

a ）価値観の再定義

テレワークの導入で従業員が自宅で働くこと、家族との時間が増えたことで彼らの人生で最優先事項とし

ていた仕事と同じ程度に重要なものがあると考えるようになります。このような価値観の変化は、従来の「同

じ場所」、「同じ時間」に人を集めて仕事をする「高密結合の働く現場」が次第に「低密結合の現場」へと変質

するとして、業務の再定義を考え始めているようです。地方への人口の分散を考える政治日程は定かでは

ありませんが、分散化の流れに社会的実態の方が合流するのではないでしょうか。
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b ）時間軸の短縮

生産性は一人当たりの年間の付加価値額として今まで計測されていたのに対し、時間単位の生産性、

分単位の生産性の計測が可能且つ必要になって来ました。この傾向は、今まで企業のデジタル化が「お

飾り的であった」のが新型コロナの感染症拡大に伴う緊急事態宣言がテレワーク実施レベルを更に引き

上げるよう各企業に求めていることと連動しています。テレワーク実施上「業務のモバイル化」を図るため

にはデジタル化は「必須」のものになってきました。現下のグローバル化した市場では２４時間対応でス

ピード感に溢れた即決が常識化しています。

ｃ）「2025年の崖」が話題に

「崖」は、経産省のＤＸレポートの中で使われたキーワードで、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既

存のシステムが残存した場合に想定される国際競争への遅れ、日本経済の停滞を指す用語です。ＤＸ化

が進まないと業務効率低下が避けられず、競争力低下により起こり得る2025年以降の年間損失額を最

大で１２兆円に上るとの試算も付いています。この巨大な経済損失リスクが「崖」の正体ですが、そのメッ

セージは、この課題に取り組むに当たって時間が余り残っていないとの認識を促す点と、これは経営者だ

けの問題ではなく、働き方や業務効率に大きく影響することを考えれば、全社員も取り組むべき課題で

あるとの指摘の二点です。デジタル技術を活用して競争力優位性向上の取り組みと考えるべき優先順

位を経営者にしめしています。

ｄ ）急激な市場変化は、企業活動の根幹（雇用関係にある人達の扱い方）を揺さぶる

経営は生き物と言われていますが、経営者を含め働く人達全員は、社会秩序の連帯性原理と補完性の

原理が忘れられないよう、共に話し合う拠り所になる企業文化を必要としています。誰のための会社企

業の存続かが問われるわけですから、労使の合意が必要です。しかし、このテーマは、With Coronaの

時期とAfter Coronaの時期とで異なる結果を出すかも知れません。世界中の経営者達の見解は、

だいたい次のようなものだからです。（ＩＬＯという政労使三者構成の国際労働基準設定の議論の経験か

ら）

現下の経営の成長にはそれなりのシステムが構築されている。更なる成長を望むなら（成長は経営者に

とって基本的願望）、もっと長時間働かなければならない。 しかし労働時間短縮を望むとは「成長自体の

放棄」を意味することであって、経営者にとって基本的に受け入れられるものではない。時短拒否の態度

を堅持するのが常識ということだ。

e ）With Corona, After Coronaの「ニューノーマル」の問題

パンデミックの緊急事態に於いて、大きな規模の社会的・政治的実験が行われています。そうして、加

速する時の流れ気付かないうちに過ぎ去っていきます。教育のオンライン化の実験、仕事の細分化、イン

ターネットを通じて単発の仕事の発注・受注システムや、それが成り立たつ経済の形態の中で働く人たち

が増加しています。注意すべきは、そこで働く人たちは今のところ何の社会保障を受けられず、労働組合

も不在という事実です。経済変動の加速化で、この様な若手の社会的弱者が放置されていてよいのか。

この「問い」を真摯に取り上げるのは誰でしょうか。この「問い」がわれわれの間に出てもいい、出してもい

いのではないでしょうか。After Coronaでは、ＭＴＰやＴＷＩの先生方もこの様な問いにどのような対応

を考えますか。受講者の立場に立つ魅力ある講師の一側面を形成する可能性をみてとれるからです。

３． 教育・訓練担当者のつとめ

政治情勢に対する関心をメディアも一般国民も持たなければならない時代です。政治家たちは、緊

急事態という名目で超多額の給付金を注ぎ込んでいるとともに重要な決定をおこなっています。この様

な過程では、市民参加の監視が必要であり、政治システムはそれを容認するところです。パンデミックの

危険と経済・社会生活の停滞が不安を生み、二重・三重の困難下の課題は、強力なリーダーを望み、何

もかも決めてもらい、面倒を見てもらいたいと望む依存的な人が多くなることです。社会の補完性の原

理と連帯性の原理が交差するところにある課題です。そのような場で働く多くの人が他者の手段として

ではなく、自らの「主体性」を働かせるチャンスを発見できるよう補佐し伴走する産訓インストラクター・ト

レーナーの支援が必要です。それは、光りを輝かすでしょう。
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Ⅲ． 産訓の教育訓練は、「より良い質問はより良い繋がりから生まれる」を大切に

１． 産訓メソッドの特色

①「双方向コミュニケーション・メソッド」のなかで受講者自らが「思考力を養う」点にあります。

これを通じて受講者の「エンパワーメント（empowerment）能力向上」が起き、「エネーブリング

（enabling）権限委任の可能性」に繋がります。

②受講者と彼らへの期待：「働く」ことの大切な前提は、受講者を「主体者（subject）」として扱うことです。

③受講者の期待には多様な要因が働くでしょうが、「active listening 傾聴」が伴走する側の最終

手段です。伴走者の心の客観性や温かさを響かせる態度表明など心身の研磨を「産訓コロキュ

ウム」で試みます。

２． 産訓の新展開案？

a ）そもそも地球は「限られたエコシステム」の世界

いささか古い本ですが、立花隆氏の「エコロジー的思考のすすめ」、（中公文庫、１９９０年）を今読み直して

います。新鮮な感じを受けています。現下のパンデミックはまさに地球という惑星自体の問題を提示してい

ます。この本は、地球自体の構成要素は四つと説明しています。①非生物的環境（水・空気・土壌とあらゆる

物質に太陽光線を加えたもの）、②生産者（無機物から有機物をつくる植物群）、③消費者（生産者が作っ

た有機物を食する草食動物とそれを食する肉食動物）、④還元者（バクテリアや菌類で生産者と消費者の

生命が失われた後にこれを無機物に返す生物）の四つの要素から成るエコシステムです。

光というエネルギーを除けば、「閉鎖系」のサイクルから出来上がっており、新型コロナのパンデミックの話

は、この閉ざされた地球システムの中の出来事と先ずは理解すべきでしょう。 そこに生きる人間は、どんな

意思で人とのつながりを生きようと考えるのでしょうかが、問われているのです。

b ）「科学的アプローチ」を深堀する

産業訓練とは末広がりの世界だとの印象を関係者に持たせる方針が必要とされています。双方向で培わ

れる内容は、「訓練された思考ができる・する」人間に受講者を成長させるもので、やがて、受講者は自らの

意思で、自らの目標を自覚し、主体的に行動する魅力ある人になってくれると思います。

ｃ）産業訓練の上には「社会人への完成に向けた教育・訓練」への広がりを持つ世界がある

社会であまり気づかれない科学的アプローチで訓練された思考が「家庭の進歩」、ひいては社会の進歩に

つながることを視野に入れてみることが組織を前に進めます。

おわりに

私ごとですが、2年前、頚椎の整形手術で病室に1か月間閉じ込められた状態にいました。そんな環境

下で、普段であれば全く気が付かないような「真実」、「思考」、「死」について考える機会を提供しても

らったと、今になって感じています。生活上の物事の「優先順位」の見直しとか、「現在」という時間の長

さ・大きさ・そして重さを感じていました。メモ帳に唯一書き残した次の文章があります。

「人は自分だけで成り立つ自由な存在ではない、人は自分だけで自分にはなり得ない。人は精神であ

り、意思であると同時に自然でもある（＊）」。

しかし、退院直前になると、今まで通りの生活のスケジュールや習慣が再々浮上して、記録に留めな

かった「尊いもの」があっという間に消去したのですが、悔やんでいます。戦争が終わったときに、疎開先

の近所の誰もが一切を「急いで忘れよう」としていたのと同じように、手術から回復したとき、あの孤独

の中の「天啓のような気づき」は煙の如く消え失せてしまったのです。

(＊)…教皇ベネディクト１６世のドイツ連邦議会での演説（２０１１年９月２２日）

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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産訓コロキュウムの発刊について

このたび当協会では、機関誌「産業訓練」の休刊にともない、ホームページ上に

「産訓コロキュウム」を掲載することといたしました。

「産業訓練」は、1955年（昭和30年）の当協会創設以来、734号まで発行されて

きました。

協会の機関誌でありながら、第二次世界大戦後に奇跡とも言われる日本経済の

高度経済成長を推進した多数の企業の「企業内研修」における理論的、実践的情

報誌として、購読、活用されてきました。同時に、人事労務分野を研究される専門家

の方々からも高く評価され、折々に寄稿をいただき、学会等でも学術論文掲載誌と

して評価をされてきています。

2020年春からの新型コロナ感染によるパンデミックは全世界に多大な経済的、

人的災害をもたらしましたが、当協会でも深刻な影響が出ております。研修室での

対面による講座の開催が半年にわたり実施できず、人的異動の制限で講師の企業

派遣も困難でした。

「産業訓練」の特徴の一つは企業等の事例紹介にありますが、その取材ができな

くなりました。こうした中で、取材および寄稿の減少等により雑誌形態としての発行

が困難なこと、また事業収益の激減のため、休刊を決定した次第です。

「コロキュウム」はあまり聞き慣れない言葉ですが、ラテン語のColloquium(談

話・会談)に由来しており、現在は「討論会」「セミナー」「シンポジウム」などの意味で

使われています。

「産訓コロキュウム」は、電子媒体の利点を生かし、以下の基本方針で運営してま

いります。

１．当協会の活動内容を紹介する。

（研修プログラム紹介、講師紹介、ニュース等）

２．企業等で社員の研修・訓練に携わる方々との連携や共感を育む。

（企業研修事例、受講者・担当者・講師から寄稿、教育研修に関する会社・

施設・人物等の紹介）

３．最新の教育研修の動きを紹介する。

（有識者・研究者による寄稿、書評、行政の施策紹介等）

当面、発行は年4回を予定しており、１月（新年）、4月（春）、７月（夏）、10月（秋）

とします。なお、一般公開とします。

新出発の「産訓コロキュウム」が充実し、活用されますよう、皆様のご協力とご支援

をよろしくお願いいたします。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

専務理事・事務局長 和栗 安広
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2020年10月26日にMTP研究会をオンラインで開催しました。

全体スケジュールは以下の通りです。

13:30 開会 事務局長挨拶

13:40   第１部 オリンパス様事例発表

14:30   休憩

14:40   第２部 各社情報交換（４グループ）

15:40   休憩

15:50   第３部 他グループの情報共有

16:30   終了予定

◆第１部 オリンパス株式会社でのMTP実施実例紹介

オリンパス株式会社 製造教育 OTS(Olympus Technological School)

インストラクター五十川正彦氏が、最初に同社の事業内容の紹介をした後、同

社のMTPについて以下の事例紹介がなされました。概要は以下の通りです。

１．MTP研修受講対象者

業種や立場が複合する拠点は受講希望者による申し込み方式で、それ以外の

拠点は昇格対象者の受講としている。

①チームのリーダー

②課長の補佐役

③部下や後輩の育成指導を半年以上経験している人

２．MTP研修日程

監督者クラスが連続4日間の研修で職場を離れるのは、職場管理の面で難しいので、分割開

催とし、関連会社を含めて日程調整して計画し、年間6回、MTPインストラクター5名が分担して

各拠点を担当している。

①前半2日：事前課題である仕事の悩みや疑問を共有した後、第１～第8セッションを実施

②後半2日：第９～第１４セッションを実施後、事後課題を提示

※事後課題：職場で実施する6か月間の計画を、研修終了後3週間以内に提出

③フォロー研修1日：事後課題で設定した計画について、実施したことを6か月後に振り返り、グ

ループ内で共有し、目指すリーダー像のビジョンを作成する

３．MTPフォロー研修

同社では、MTPを受講後、各自が設定した課題に約6か月間取り組み、職場での実践結果を振

り返り、新たな課題や他のメンバーの課題に対して討議することにより新たな気付きを得るため、

フォロー研修を実施している。

①MTPの内容の振り返り

②職場での実践結果を発表してグループ内で相互にアドバイスする

③重要と思われる課題を２つ選んで検討し、解決策を科学的アプローチの手順に沿ってグル

ープ討議して、発表する。

④「私が目指すリーダー像」を、MTPの内容とグループワークの結果を活用して、行動指針と

具体的な実施項目を作成する。

以上の内容について、五十川氏から実際に研修で使用しているパワーポイントを紹介や、9

月にオンラインで実施したフォロー研修の様子など、具体的な説明がなされました。

オリンパス株式会社
五十川正彦氏
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◆第２部 MTP研究会 情報交換会
COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

Zoomのブレイクアウト機能を使い、４グループに分かれて各社で行われている研修活動に

ついての情報を交換しました。以下はその要約です。

１．オンライン研修の実施状況

各社とも、コロナ感染防止のため集合研修を実施することが困難となり、オンライン研修に

取り組んでいる。その情報交換が主要議題となった。

（１） オンラインでのMTP研修の難しさと対策

＊ 受講者の顔色や声、態度など、全体の雰囲気を把握することが難しい。受講者との距離

感は否めない。講師側の「アドリブ」などが集合研修時に比べ出しにくい。

＊ 説明時の「間の取り方」が難しい。

＊ セッションが変わるとき等、受講者が何をテーマとしているか見失うことがあった。

＊ 講義形式の研修はオンラインとしたが、会議指導法が核となるMTPのオンライン化実施は

逡巡しているのが現状だ。

＊ 若手はゲーム等でオンラインに慣れていて、研修への順応性が高かった。「オンラインの方

が意見を出しやすい」との意見もあった。工夫次第で対面による研修と差のない研修効果

も期待できる。

＊会議指導法の利点を活かすため、Zoomのブレイクアウト・セッションを多用すべきであると思う。

＊ グループ討議の発表を「画面共有」ですると皆の満足度が上がる。

＊ パワーポイントのスライドに、あえて空欄を作り、自ら答えを記入してもらうことで、受講者の

積極性と臨場感が高まった。

＊ パワーポイントの多用は、集中力を欠く場合があるので、あえてホワイトボードに｢板書｣して

いる。手元で記入、説明ができるように小型のボードを使った。

＊ 2班各10人程度であれば、講師1名でもグループ討議の状況がつかめる。

＊ オンラインでの研修は講師・受講者ともにストレスが高まるので、１時間～1時間半に1回10分

程度の休憩は必須となる。

（２） システム・機材の課題

＊ オンライン研修でのトラブルの発生は避けられない。「あるもの」として準備している。

＊ ネット回線でのアクセスが集中して接続が切れた時があった。分散できる時間帯や場所の

配慮や工夫が必要である。

＊ ホワイトボードが画面から外れたり、ライトに照らされて光り、読みにくいことがあった。

＊ パソコンとは別に、大型プロジェクターの設置が望ましい。

＊ センターマイクを使用した際にハウリングが発生した。個別パソコンのマイクでミュート機能

を適宜使って、聴きやすい環境を整えた。

＊ 講師が自宅から一人ででも研修を実施することができるよう、機材や方法のさらなる進化

が望まれる。

（３） オンライン研修のメリット

＊ 受講者を一定の場所や時間に集める必然性が少なく、出張費、会場費などの経費が節減

できる。

＊ 連続する研修日程を組む制約も軽減されるので、研修と実践の相乗効果を図ることがで

きるようになる。
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２．MTPの研修時間・期間

＊ A社から「実践型研修による付加価値を高める」研修方法の事例紹介があった。

具体的には、3日間のMTP研修を1日毎に3回に分け、「1日のオンライン研修と実践」

を繰り返すプログラムである。

研修参加前に、チェックシートで自己検討を行って、自分の課題を見つけた上で1回目

の研修に参加する。そこで新たな課題を見つけ、職場に戻り2週間～1か月の実践をし

たうえで上司からのコメントをもらい、次のオンライン研修に臨むというプロセスである。

集まれないことのデメリットを、「参加しやすい3分割の開催」とし、加えて「受講者は受

講後に毎回新たな課題をもって実践を行う」ことに組み直し「実践が目玉のオンライン

研修」に変えた本事例は、情報交換の場で大きな関心を呼んだ。

３．事前・フォロー研修の重要性

＊ オンライン研修の活用により場所と時間の制約が少ないので、「事前課題―研修実施－

フォロー」という連続した育成ができるようになり、集合研修とオンラインを組合わせた新

しい研修プログラムを実施することができる期待が共有された。

＊ フォロー研修の重要性については、共通認識がなされた。その方法、効果測定について

各社の工夫が紹介された。

４．その他

＊ Aグループでは、上記オンライン関連に加え「目標による管理と人事評価との関連」「社内

のメンター及び講師の育成・選抜方法」についての意見交換もなされた。

＊ Bグループでは、「マネジメントとしてのリーダーシップのあり方」に関し、MTP研修の重要

性を共有する議論があった。

＊ ホテルを中心にサービス業の研修活動に携わるC氏から、製造業で培われ実績を積んで

きたMTPをサービス業に普及する意義や価値について、意欲的な発言があった。

＊ 管理職を社内で養成するために、MTPインストラクターの役割は大きい。その養成と活動

への支援を（一社）日本産業訓練協会が今後も担ってほしいとの要望が共通の意見として

あった。
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終息の気配が見えないどころか第３波襲来

となったコロナ禍。当初の予測以上に大きな

影響を世界に与えつつある。あれよあれよと

いう間に、社会経済のパラダイム転換が眼前

に展開し続けている。

直接の対面方式によって人と人との接触を

通じてサービスを提供する経済活動は、ほぼ

軒並み停滞の憂き目にあった。その一方で、

非対面、非接触の情報通信技術（ICT）を活

用するリモートやデジタルの各種サービス

は、１年足らずのうちに数年分かそれ以上の

速度と規模による飛躍的な進展を示した。

働き方との関係では、在宅勤務などのテレ

ワーク形態の普及が著しい。従来はせいぜい

１割ほどの企業で、しかもその大部分はごく

僅かの従業員だけがテレワークをしていた日

本社会が、予想だにしなかった未曾有かつ壮

大な実証実験に突入する結果となった。

コロナ禍によってデジタル対応の遅れが至

る所であぶり出され、企業も学校も、リモー

トによる代替活動の導入に右往左往した。国

も重い腰を上げ、デジタル庁を創設する方向

へと進んでいる。

そこで今回は、テレワークやICTの円滑な

活用に向けた能力開発の基本的な考え方を論

じる。とりわけ、就業している人口に占める

45歳以上の中高年世代の割合はすでに55％

に達し、44歳以下の若手・中堅世代の割合

が半分以下の45％に過ぎないという「中高

年絶対多数時代」が到来した日本（総務省統

計局「労働力調査」2020年９月）における

デジタル化対応と能力再開発の観点から考察

してみたい。

1 テレワークの急激な導入

コロナ禍以前のテレワーク導入状況

は、2019年９月時点での調査によると、

２割（20.2％）の企業が導入しており、

１割弱（9.4％）の企業が導入を予定し

ていたとする（総務省「通信利用動向調

査」n=2118）。導入率は、情報通信業で

46.5％、金融保険業で40.7％と高く、逆に運

輸郵便業で11.7％、卸売小売業で20.1％な

デジタル社会とテレワーク

法政大学 名誉教授

諏訪 康雄

人生百年・令和時代の人づくりを考える 連載第５回
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どと低かった。

ただし、導入企業のうち在宅勤務が占める

割合は約半分（50.4％）であったから、結

局、在宅でのテレワーク勤務が行われていた

企業割合は、１割程度だったと目される。

また、在宅勤務以外を含めたテレワーク勤

務を利用する従業員の割合は導入企業の半分

近く（47.6％）においてわずか５％未満で

あり、10％未満までの企業を足すならば半

数を超える企業（52.5％）が社員のごく一

部にだけテレワークを認めてきた状況だっ

た。

ところが、コロナ禍によって人と人との接

触を回避するために在宅での就業が要請され

るようになると、テレワーク導入状況が一変

する。

東京の企業調査では、2020年３月時点で

４社に１社（26.0％）がテレワークを実施

し、同５月末から６月初め時点で３社に２社

（67.3％）にまで広がったとする（東京商

工会議所「テレワーク実施状況に関する緊急

アンケート調査」３月 n=1238、５～６月

n=1111。５～６月の調査では、従業員30

人未満企業で45.0％が、同300人以上企業

では90.0％が実施していた）。

全国の企業調査では、2020年７月時点に

おいて３社に１社（34.0％）がテレワーク

を実施していたとする（三菱UFJリサーチ

＆コンサルティング「テレワークの労務管理

等に関する実態調査」n=3788）。

また、正社員ベースのテレワーク実施率

は、３月にまだ１割強（13.2％）であった

ものが、４月には４人に１人強（27.9％）

へと上昇し、５～６月でもほぼ同様

（25.7％）との調査結果がある（パーソル

総合研究所「第３回・新型コロナウイルス

対策によるテレワークへの影響に関する緊

急調査」正社員対象、３月 n=21448、４月 

n=22477、５～６月 n=20000）。別の３

月末の調査では、従業員300人以上の企業で

ほぼ４人に１人が終日の業務でテレワークを

経験していたという（リクルートマネジメン

トソリューションズ「テレワーク緊急実態調

査」n=2658）。

ほかにも５月末～６月初めにかけての全国

調査では、雇用以外を含む就業者6,685人の

うち不定期利用を含めたテレワーク経験率

は３人に１人規模（34.6％）に及んでいた

（内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響

下における生活意識・行動の変化に関する調

査」正規雇用者で42.2％、非正規雇用者で

18.0％であった）。

このように、コロナ禍に対応するため在宅

勤務を含めたテレワークが全国規模で急激に

実施されるに至ったのであった（なお企業規

模別の相違の例は図表ー１参照）。

2 テレワークの国際状況

テレワークに標準化された国際統計はな

い（ILO, COVID-19: Guidance for labour 

statistics data collection, 2020, p.6）。

日本のテレワークは広めの概念で、最近の

世界における用例のremote workの捉え方
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に近い（Google trendsによると近年、「リ

モートワーク」による検索数が世界では「テ

レワーク」のそれの５倍以上らしい）。おお

ざっぱな傾向を見てみよう。

米国企業のテレワーク採用率は以前か

ら高い（例えば、WorldatWork, 2018 

Inventory of Total Rewards Programs & 

Practices, n=1072によると、57％の会社

はフルタイム型テレワークを認め、その都度

に認める会社の割合では78％にも及ぶとい

う。また、人事関係者2,763人から回答を得

た SHRM 2019 Employee Benefi ts Survey

0 25 50 75

20,000 人以上

10,001～20,000 人

5,001～10,000 人

2,001～5,000 人

1,001～2,000 人

501～1,000 人

301～500 人

101～300 人

51～100 人

31～50 人

11～30 人

1～10 人

全体 35％（n=4772）

（n=451）

（n=492）

（n=352）

（n=405）

（n=646）

（n=372）

（n=400）

（n=309）

（n=327）

（n=238）

（n=137）

（n=363）

12％

28％

27％

29％

32％

42％

45％

51％

58％

65％

58％

23％

（図表ー１）緊急事態宣言（４月７日公示）から１週間ほどでのテレワーク導入状況

事業規模別の在宅勤務・テレワークの推奨・義務対応の状況

（出所）LINEリサーチ調べ（2020年４月16日）事業規模不明を除いたものから引用
集計対象は会社員および公務員のn=4772
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によると、フルタイムで認めるのが27％、

その都度に認めるのが69％という）。

そして、雇用労働者の43％は折に触れテ

レワークをしているという（Gallup State

of the American Workplace 2016参照。

ただし、Global Workplace Analytics,

The 2017 State of Telecommuting in the

U.S. Employee Workforce Report は、労

働時間の半分以上を在宅で働く雇用労働者の

割合はわずか2.9％と指摘していた）。

それが、新型コロナウイルス感染症によ

り急増したという（Matthew Dey et al., 

Ability to work from home: evidence from 

two surveys and implications for the 

labor market in the COVID-19 pandemic, 

Monthly Labor Review, June 2020参

照）。

欧州でもテレワークをする雇用労働者は、

2009年に7.5％、2019年で11％ほどだっ

た（在宅勤務の場合は2019年でもEU27か

国で5.4％に過ぎなかった）。しかしなが

ら、新型コロナウイルス感染により急激に

増え、40％近くになっているなどと推計さ

れている（EU, Telework in the EU before 

and after the COVID-19: where we were, 

where we head to参照。日本経済新聞

2020年10月８日の記事「ドイツ　年24日

の『在宅勤務権』」によると、ドイツ労働省

は2020年７～８月に労働者の36％が在宅勤

務したとする）。

こうした流れは、テレワークのルール導入

にも影響を及ぼす。通勤時間や通勤負荷がな

くなり、自分の仕事に集中できるし、ワー

ク・ライフ・バランスのゆとりも生まれるか

ら、働く側からは歓迎される一方、働かせる

側の事業主にとっては仕事の効率が確保され

るかどうかが懸念されるからである（図表ー

２によると、日本だけは例外的なほどに否定

的な回答が顕著だった）。

在宅勤務のメリットが労使双方にとってあ

るとみなす国では、先陣を切ってテレワーク

をめぐる立法がなされた（図表ー３による

インド

ブラジル

メキシコ

ドイツ

アメリカ

フランス

イタリア

イギリス

中国

日本

全体 13%

40%

16%

15%

12%

12%

11%

11%

10%

10%

6%

（図表ー２） 在宅勤務による生産性低下の指摘の
国際比較

在宅勤務での生産性は、オフィスで勤務
するより下がるとした回当者の比率

（出所）レノボ「テクノロジーと働き方の進化調査」2020年
５月、10カ国雇用労働者、n=20262（日本 n=2021）
より引用
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と、オランダもフィンランドも、企業がICT

訓練に投資する割合は高く、非肉体的労働者

におけるデジタルスキル不足者の割合が低

い）。

オランダでは、2016年の柔軟な働き方に

関する法により６か月以上雇用される労働者

は、10人以上の従業員を雇う使用者に対し

て在宅勤務などへと働く場を変更することを

求めうる旨を規定する（使用者は、１か月前

までにそのような労働者の要求を拒否しない

と、それを承認したものとされる。なお拒否

する場合、その理由を具体的に示す必要があ

る）。またフィンランドでは、2019年の労

働時間法により使用者と労働者は、労働時間

の少なくとも半分を労働者がその設定と就業

場所を独立して決定できるような柔軟な労

働時間条件に合意することができる旨を規

定する。その他、ドイツでは年24日の在宅

勤務を労働者の権利とする法制化の検討が

なされていたり、ハンガリーでもテレワー

クに関する新しい法的ルールが2020年９月

に定められ11月12日から施行された（ドイ

（図表ー３）企業のICT訓練度とデジタルスキル不足者の割合の相関（散布図）

（出所）EU, Telework in the EU before and after the COVID-19: where we were, where we head to, 2020 (JRC 
based on Eurostat) より引用
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ツに関する上掲記事、Eszter Ila-Horvath,

New Rules on Teleworking, https://

ceelegalmatters.com/hungary/14595-

new-rules-on-teleworking［2020/11/26

閲覧］、「ハンガリー、テレワーク法を施

行」日経産業新聞2020年11月30日参照。

なお日本でも、厚生労働省に「これからの

テレワークでの働き方に関する検討会」が

2020年８月に設置された）。

3 テレワーク活用の
近未来予測

新型コロナウイルス感染症のパンデミック

を経験することで、人々はサービス経済の多

くが直接に対面し、人と人とが接触すること

により展開するというごく当たり前の事実と

その意義を改めて認識した。実際、自然に行

われて当然視されてきた多くの活動があちこ

ちで遮断され、滞ってしまい、その不具合が

至るところへと波及していく様子をまざまざ

と見せつけられたのである。

他方、人工知能やデータサイエンス、情報

通信技術などの目覚ましい発展にも目をみは

ることとなり、ZoomやTeamsなどを用いた

オンライン会議が急速に普及し、広い範囲で

活用されるようになった。以前にはほとんど

予想だにされていなかった事態である。

非対面・非接触かつ迅速なサービスを提供

するデジタル技術の能力に気づいた現在、コ

ロナ後も、出社勤務のリアルと在宅勤務のリ

モートの混合形態（ハイブリッド勤務）を続

けようとする企業は多い（例えば、「ノム

ラ・インベストメント・フォーラム2020」

で野村ホールディングス社長はテレワークに

より生産性が上がったとして、６割をテレ

ワークで業務対応し、出社は４割とする旨の

発言をした）。

わずか１年足らずの社会的規模の体験が

壮大なる実証実験となって、10年分かそれ

以上も世の中の動きを早めた。デジタル化と

テレワークとの相性の良さや、テレワークと

ジョブ型雇用との親和性なども、理論上だけ

でなく実際上の問題として認識されるように

なった。当然、コロナ後にはリアル回帰、従

来型志向への揺り戻しがあるだろうが、オ

フィスとリモートの組み合わせによるハイブ

リッド勤務は大手企業や先端企業を中心に進

むことだろう（iOMETRiCS et al., Global

Work-from-Home Experience Survey

2020、n=2865によると、概して週に２日

程度の在宅勤務が望ましいとされる）。

そうなると大問題となるのが、就業者人

口の過半を占める45歳以上がもたらす「中

高年絶対多数社会」における、テレワーク運

用の円滑化である。中高年の情報通信スキル

は若手・中堅に比して一般的に低く、その分

リアルのアナログスキルに依拠したがる傾向

が強いため、若手・中堅のテレワーク志向を

妨げることがある。かなり先の時代を考えれ

ば「過渡期の問題」だったと振り返られるだ

ろうが、その過渡期にこそある企業と従業員

は、どうしたらよいのだろうか。
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4 デジタル化の意味と方法

テレワークはデジタル化との親和性が高

い。とはいえ、デジタル化の必要性やその程

度は、個々の企業や従業員によって異なり、

一律には論じられない。図表ー４の概念図を

用いて説明してみよう。

図の斜線右上の青色部分は業務にデジタル

領域が占める部分であり、左下の白色部分は

アナログ領域が占める部分を示す。ある企業

や従業員の状態が、左右の両極端に位置する

ならば、アナログ作業ばかりであったり、逆

にデジタル作業ばかりとなる。だが、そのよ

うな例はむしろ例外的であろう。実際は、波

線Ａによって示されているようなアナログ領

域が大部分でも部分的にはデジタル業務が

あったり、逆に波線Ｂのようにデジタル業務

が大部分でも部分的にはアナログ領域がある

といったように、両者を適宜使いわけたハイ

ブリッド状態にあるだろう（図においてＡも

Ｂも直線でなく不定形な波線であるのは、同

じ企業や従業員であっても、諸条件により業

務の混合度には一定の揺らぎが生じることを

示唆する）。

このようにイメージするならば、通例、

「デジタルトランスフォーメーション

（DX）」とは一挙に左端から右端に飛び移

ることなどではない。波線Ａの位置にある企

業や従業員が波線Ｂのようなデジタル要素の

比重がより目立つ位置に移行することを意味

しよう。

組織の場合は、新たな人材の採用により従

来のアナログ業務をデジタル業務で置き換え

ていくことも、既存の人材を再訓練すること

でそうすることも考えられる。変化対応が少

し先のことだと想定すれば主にデジタルに強

い若手を採用して育成するだろうし、逆に変

化が急激であるならば即戦力のデジタル人材

を取り急ぎ中途採用したり、その種の分野に

（図表ー４）アナログとデジタルの混在状況（Ａ⇔Ｂ間のような状態が通例）

（出所）筆者作成の概念図
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強い会社をM&Aするかもしれない。業績が

好調でありながら中高年社員に早期退職を促

し、その一方で若手や即戦力人材を採用しよ

うとする企業は、急激な変化を眼前にして思

い切った経営戦略により対処せざるを得ない

と判断するからだろう。

個人の場合は、企業内外の教育訓練受講や

自己啓発によりデジタル化に備えようとする

こともあるし、既存の知識や経験、スキルで

対応できる仕事へと転職することを考慮する

こともある。若手・中堅では前者が多かろう

し、中高年では後者も出てくる。もちろん、

企業に残り、いまさら高度なデジタル知識や

スキルまでは無理と覚悟しつつも、当面また

は近未来の職務に必要な範囲の新しい知識と

スキルを身につけようとする人は少なくない

だろう。

企業としては、従前の経験や知識に依拠し

て眼前や近未来の変化をやり過ごそうとしが

ちな中高年には、

①何もしない無手勝流では企業内外の変化に

対応できないこと

②とりわけ新技術の習得では生涯学習する姿

勢が大切であること

③既存の知識や経験、スキルはいったん脇に

おいて取り組まねばならないこと

④新技術への対応と活用には小手先の理解で

なく、当初に原理原則を体系的に身につけ

るのがむしろ近道であること

⑤個々人の学習段階に応じた教材や研修を用

意すること

⑥新技術の習熟期間の当初には失敗してこそ

学べると企業が寛容であること

⑦習熟期間にはコーチ役、その後もメンター

役をつけること

⑧その上で新技術を身につけひとり立ちでき

たら、既存の経験・知識・スキルとの統合

に乗り出してベテランの味を出せる活躍の

機会を用意すること

などをしっかり説明し、納得してもらう必要

がある。

また、何であれ学習には単独で行うよりは

仲間とともに進むことが効果的であるので、

そうした雰囲気やグループ作りが円滑に進む

よう配慮することが望ましい。新技術にたけ

た若手を個人コーチとしたり、新技術を先ん

じて身につけた人をメンター役にしたりし

て、刺激づけや脱落防止に気を配ると、さら

にスムーズに移行できたり、新技術が威力を

発揮するようになったりしよう。

DXの過程を通じて学習と応用の組織文化

が生まれれば、今後も断続的な変容を遂げて

いくに違いない外部環境や、技術変化を過度

に恐れない、しなやかな組織体質にもなるだ

ろう。副産物として世代を超えたダイバーシ

ティーの気運が社内に生まれたら、さらにし

めたものである。

5 リアルとリモートの
組み合わせ

急激に進んだテレワークの導入は、少なか

らぬ企業で世代間の落差をあぶりだした。若

手・中堅は戸惑いを見せながらも大勢として
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在宅勤務を歓迎する傾向にある。これに対し

て、管理職や中高年の少なからぬ人々は消極

的な反応を示した（世代差などを示す図表ー

５参照）。現在は中高年となっている人々

は、ICT化が現在ほどでなかったかつての意

識をまだ引きずっているのかもしれない（図

表ー６、７参照）。

確かに、相
あい

対
たい

の文化が強い日本社会は、直

接対面し接触することでコミュニケーション

や協業を図る傾向が優勢であるため、非対

面・非接触のデジタル化には抵抗がある。結

果としてデジタル化のスキルも経験も乏し

い。そこで、国際競争力の低下、国際比較に

おける生産性の劣位、ダイバーシティー対応

の遅れ、大震災などの指摘だけでは簡単に動

じなかったのであるが、コロナ禍という激烈

な体験でリモートによる仕事を受け入れざる

を得なくなったことにより、日本社会は多く

（図表ー５）経営者・部長クラスや60代、ITツール未導入企業の消極的な傾向

（出所）Dropbox Japan「テレワークに関する意識・実態調査」2020年５月、n=1000より引用
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全体 27.3 32.8 31.7 10.5 22.0 12.3 1.0 36.6 

年代別 20代 34.2 38.5 40.2 17.9 25.6 12.0 0.9 23.9 

30代 28.2 34.4 41.6 12.4 33.0 15.8 1.4 27.3 

40代 30.1 32.3 27.6 10.8 20.4 11.8 0.7 41.2 

50代 22.1 32.8 28.9 5.5 15.7 10.2 1.3 38.7 

60代 23.8 27.5 23.8 9.4 16.9 11.9 0.6 46.9 

役職別 経営者～部長クラス 28.4 30.1 26.1 9.7 19.9 13.6 0.6 48.9 

課長～係長・主任クラス 29.9 36.9 34.9 13.3 22.9 15.0 0.7 27.9 

一般社員クラス 27.6 31.6 32.6 10.3 24.1 11.0 1.3 35.1 

IT化・システム
導入度別

複数ツールを導入している 32.5 37.0 38.3 12.5 25.5 16.0 1.1 28.3 

１つだけツールを導入している 17.4 29.0 24.6 11.6 20.3 5.8 0.0 40.6 

ツールを導入していない 12.9 19.5 11.4 3.3 10.5 1.9 1.0 63.8 

リモートワーク
導入度別

週に５日以上実施している 42.3 41.6 49.6 20.4 27.0 26.3 1.5 20.4 

週に３～４日程度実施している 42.5 45.7 52.8 18.9 29.9 22.8 2.4 14.2 

週に２日以下の頻度で実施している 32.6 50.7 42.0 15.9 26.1 14.5 0.0 16.7 

実施あり 計 39.1 46.0 48.0 18.4 27.6 21.1 1.2 17.2 

実施していない 19.4 23.9 20.7 5.2 18.2 6.4 0.8 49.7 
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のことを学んだ。

とりわけ、個人作業を中核とするリモート

形態での分業型業務処理と、出勤して集団で

作業を行うリアル形態での協業型業務処理と

の組み合わせの必要性と有効性を体験した。

前者に向く業務と後者に向く業務の違いも

知った。少数派となった44歳以下の人材の

見通しとその要望を反映した業務見直しによ

る再編と新たな管理手法の必要も痛感した。

大きな流れとして、この方向は変わらないだ

ろう。

そうなると、中高年層が流れに抵抗するの

ではなく、変化対応に向かうようになるため

の「納得」をいかに確保するかが不可欠とな

る。この点、長い目で見るならばシニアにこ

そテレワークが向いている性質を理解しても

らうことが大切であろう。なぜならば、

①シニアにとってテレワークは、通勤の負担

が軽減され、好きなところに住め、個人と

して身につけた知識・スキル・経験が活用

できる可能性を高めるし、

②人生100年時代で70歳かそれ以上までの

就業を念頭においた場合、在宅の業務委

託、請負などによって就業することは健康

である限り高齢になっても続けられるし、

③会社にとっても、従来からの業務やその延

長線上の業務の処理に必要なベテランの力

を活用でき、相対的にコストを抑えて高年

齢者雇用促進法の就業継続努力義務も果た

せるし、

④地方企業の場合は、テレワークによる副業

ならば地域では見つけられない高度な人材

の確保に役立てられるし、

（図表ー６） 26年前の大手企業課長の
「在宅勤務」への反応

（図表ー７） 23年前の大学生の
「在宅勤務」への反応

子育て中の妻が仕事をする条件課長の在宅勤務への評価

日経新聞'94.11調査（大手企業課長109人 平均44歳）

法政大学諏訪ゼミナール調査
（1997年、東京周辺12大学学生、n=1217）
（注）多数の施策例から複数回答（いくつでも）し

た中の「在宅勤務」選択の割合
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⑤社会にとっては、減っていく労働力の確保

ができ、健康確保、社会的孤立の回避など

に資し、地域再生にも寄与できて、

⑥しかも地球環境の保全にも寄与する

可能性をはらんでいるからである。

個々の企業内におけるリモートとリアルの

組み合わせは、社内人材だけを念頭に置く必

要はなく、社外人材も取り込みやすくなるこ

とが期待できる。

6 研修方法の工夫

デジタル化やテレワークに向けた研修はど

のように進めるべきか。結論として、研修で

もリモート方式の活用が不可欠と考える。

社会人大学院で十数年、多くの社会人の学

習を手助けした経験から、生涯学習は資産形

成やダイエットの方法と共通している事実に

気づいた。すなわち、

①まず新規学習の必要性を腑に落とし、

②次に先取り的に一定時間を確保して体系的

な学習をするように努め、

③さらにスキマ時間を活用してちょこちょこ

とモジュール型の学習を繰り返し、

④学習の軌跡を可視化して折に触れ達成感を

感じるようにし、

⑤最後に学習の成果を業務に反映できるよう

に工夫する

ことなどが大切である。

リモート研修では、自分のペースで伝統的

な勉強法を進められること（講師の話を聴講

したり、本を読むなど）もあるが、短時間の

ビデオ視聴の長所を生かした教材で「百聞は

一見にしかず」を経験させたり、ゲーミフィ

ケーション（ゲームを楽しむかのような工夫

で仕事上の知識やスキルを学べるようにする

など）を入れたり、リモートでのグループ

ワーク、ディスカッションの場を用意したり

する（理解を深めるだけでなく、副産物とし

てテレビ会議スキルの習熟につながる）こと

などが、かなり有効である。

さらに、リモート研修の一環として、時間

と場所の融通を利かせたリモート・コーチン

グやリモート・メンタリングも、学習意欲の

喚起と継続に効果的である。研修講師やコー

チ、メンターの役割を社員に経験させると、

ラーニングピラミッドが示唆するように新技

術の知識やスキルが当該社員自身に定着する

だけでなく、講師役などをした社員のやりが

いや、企業における学習組織化の促進にも大

きく貢献しよう。

中高年を本当に活用したければ、若き日か

らその方向で能力開発や学びの機会と活躍の

場を用意する必要がある。ずっと勉強し続け

ながら変化対応力を身につけ、いくつになっ

ても周囲から評価される人財や人才となるこ

とが望ましい。

しかし、理想ばかりを唱えていても仕方な

い。過去はいまさら変えられない。人も組織

も今日以降の未来は、先の見通しをそれなり

につけ、おじけづかずに少しずつ歩み始める

ことで対処が可能となる。コロナ禍を災い転

じて福となすきっかけとできるかどうかは、

こうした姿勢に依拠しよう。
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　コミュニケーションは、1対 1で行われるばかりで

はなく、集団的コミュニケーションとして、会議でも

おこなわれます。

　ここでは、会議について、研究します。

会議の生産性

　我々が、職場で会議のために費やしている時間は、

合計すると大きな時間になります。

　会議の生産性とは、会議の目的の達成度合いと、会議

に費やされた、参加メンバーのみならず、準備に携

わった人々の時間の総合計の対比で考えることができ

ます。時間は時間単位の人件費として考えることが

できます。

会議の種類と目的

　みなさんの職場で行われている会議には、どんな

ものがあり、どんな目的で開催されていますか？

・月例会議 ・改善検討会議

・報告会議 ・実績検討会議

　・○○計画進捗会議　・商品企画会議　　

　　等、様々な会議があると思います。

　いずれの会議であっても、「会議」は業務の一つです。

当たり前のことのようですが、実際には行き当たりば

ったりで実施している例も少なくありません。

　「会議で何も決められなかった。」

　「いや、会議はお互いの考え方を意見交換する場なの

だから、無理に結論を出さなくてもいいのだ。」

　「内容を周知すれば、会議の目的は達成される。」

などという話も聞きます。

　これは、会議の目的が十分に理解されていないこと

が原因です。考えてみてください。業務がうまくいか

なければ失敗ですね。

VOL.36

４.会議
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　通常の業務で、目的が達成されなかったらどう

でしょうか。大問題ではありませんか。

　しかし、こと「会議」に関しては、うまくいかな

くてもあまり問題視されていないのが現状ではな

いでしょうか。

　先ほどの様々な意見は、目的の異なる会議を一

緒に考えてしまっているために出てきたものです。

　それでは、目的別に「会議の型」について研究し

てみましょう。

会　議　の　型
ー　目的と議題の内容から　－

　メンバーの持っていない知識や情報を、マネジャーが皆に伝達するために開催されます。例えば、新製品
を生産する場合に、マネジャーが関係者を招集して、その内容について説明するとともに、その実施上の問
題点や疑問点についての質問に答える場合などです。

１．伝達会議

２．討議会議

３．意思統一会議

　メンバーの知識や経験に基づいた意見や考えを積極的に交換するもので、３つに分かれます。

（１）指導会議

（２）探求会議

（３）問題解決型会議

会議のリーダーは、事前にある程度の結論を持っていますが、始めはそれを提示せず、メンバーに意見や
考えを求め、その結論とほぼ同様なもの、または、リーダーが持っている結論を上回る内容を作り上げるた
めの会議です。
　例えば、課長会議で、備品購入予算圧縮の結論が出ていたとします。それをすぐメンバーに命じないで、そ
の結論が出た時と同じ条件を与えて、メンバーによる会議を開き、各人の積極的な参加を求めて同様の結論を
得ようとするものです。この場合、実施の際にメンバーの協力が得られやすくなります。研修などの場合にも、
この型が用いられる場合があります。

１つの課題について、会議メンバーから多くの情報や意見やアイディアを求めます。それらの情報や意見およ
びアイディアを、他日、活用しようとすることが目的です。（例：災害の原因究明、品質低下の原因追及、改善
実施方法の検討、新規市場対策など）

会議メンバーの意見や考えの積極的な交換を通じて、１つの問題について、どうすべきかの対策を求めるため
の会議です。日常、事務所や現場で多く行われています。メンバーの参画の幅が広くなります。

信頼関係の形成（８）

　組織目標や組織を取り巻く環境に関する情報や見解の違いを、十分に話し合い、すり合わせ、統一する目的で
行われます。

４．情報連絡会議

　リーダーやメンバーの持つ情報を、他の会議メンバーに知らせる目的で開催されます。伝達会議と異なるのは、
質疑はほとんど行われず、一方的な連絡に終わることです。
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連載・マネジメント入門

５．精神浄化会議

６．儀式的会議

７．アイディア発想会議

　参加者の不満や欲求不満を解消するために、心情を発表し合います。参加者が自分以外の誰かに話すことによ
って、精神的に気持ちが安らぐことを目的としています。従って、特に結論を得るものではありません。会議リ
ーダーは聞き役に徹します。

多くのメンバーで会議をしたという事実さえあれば良いとする会議。開催すること自体が目的です。

　参加者の自由な発想の相乗効果によって、広くアイディアを得る目的で行われます。アイディアを多く集める
ことが目的で、とくに結論を得ることを目的としません。ブレーンストーミングもこの範疇に入ります。研修な
どでも用いられます。

　

　会議には、目的（＝議題、テーマ）があり、それによ

って、型が分類されます。会議の型によって、会議の運

営も異なります。

会議の要素

　会議は業務上必要不可欠の「業務」ですが、皆さ

んの職場の会議について考えてみましょう。

　皆さんの職場で実施されている会議で「つまら

ない」「会議するまでもない」と感じたものはあり

ましたか？ それは、どんな原因によるものだと思

いますか？

　会議について「議題（テーマ）」「リーダー」「メ

ンバー」について考えてみましょう。

この項目を 「会議の三要素」 と言います。

 望ましくない状況 望ましい状況 

議 題 

・参加メンバーの知識、経験、責任、役割が
  適応していない

 

・文書の回覧、掲示で足りる 

・問題意識、目標の共有なし 

・参加メンバーの知識、経験、責任、役割に適

  応している 

・職場の問題解決に寄与する 

・問題意識、目標を共有 

・状況が煮詰まっている 

会議のリーダー 

・目的が絞り込めない 

・進行計画、事前連絡が不備 

・メンバー選択が不適切 

・会議運営技術の不足 

・権力的、感情的な会議運営 

・会議の計画と準備 

・全員の参画、思考促進 

・意見整理と関連づけが適切 

・効果的な討議のまとめ、結論の評価と決定が

　できる 

会議のメンバー 

・議題の周辺知識、経験不足 

・参画意識、問題意識の欠落 

・リーダー、他のメンバー、議題などに対し

　て非協力 

・代案のない評論家的発言 

・感情的発言、態度 

・意味の不明確な発言 

・議題の結論の実施について、関係、責任を持

　てる立場 

・直接の権限、責任を持つ 

・必要な知識、経験を持つ 

・他者の発言内容の理解力がある 

・明確な意思に基づいた発言 

【　分析例　】

　実際にここまで作成しなくとも、このような観

点が必要であることをご理解ください。

　ここでは、会議の事前準備までを研究しました。

次回は、実際の会議の進め方と、会議の反省につ

いてを研究していきます。

（以下次号に続く）

会議の準備

　会議を主催するには、会議の計画を立てて準備し

ます。会議も業務の一つですから、十分な準備が必

要です。

  「会議リーダーチェックリスト（例）」を参照して

下さい。
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信頼関係の形成（８）

１ 
何が問題となっているか？ 
（困っていることは何か） 

課内の記録メディアの保管が悪く、必要なときに見つからないことが
多く、事務効率化の障害となっている 

２ 管理上の目的は何か？ 
（どうなってもらいたいの
か？） 

文書・データが必要なときに、誰でも使えるように、記録メディ
アの保管方法・場所を定め、実行されること 

３ 
会議で取りあげるべきものか？ 

○ Yes 全員に関係するので、会議にかける 

No 

再検討 

４ 会議のテーマ 記録メディアの保管方法の改善について 

５ 

会議の目的 
（会議での到達目標は何か？ 会
議では、何について、どの様な
ことを決め、共有できれば良い
のか？） 

１．現在の方法では、組織全体の効率性に障害があること 
２．全員に効率的な方法を設定する必要があること 
３．どのようにすると効率的かのアイディアを交換すること 
４．記録メディアの保管方法の改善案作成チームを設定し、そのメン

バーを決めること 

６ 会議の型 

伝 達 ○ 問題解決 精神浄化 

指 導 意思統一 儀式的 

探 求 情報連絡 アイディア発想 

７ 
討議の要点 

１．現在の記録メディアの保管方法 
２．それが事務効率に与えている影響 
３．記録メディア保管のアイディアの交換 
４．改善案作成チームの編成 

８ 参加者 正規メンバー全員（派遣、パート、嘱託を除く） 

９ 

開催日 ２０ＸＸ年１月１７日（ ） 

時間帯 14：00～15：00 

所要時間 60分 

10 場 所 部内、第２ミーティングブース（３階） 

 11 
参 
加 
者 

当日持参資料
準備項目 

記録メディアの種類の一覧、今後の保管方法 

12 主 
催 
者 

事前周知事項
事前配布資料 

記録メディア保管の不統一による問題事例の実際現在
の紙ベースの書類保管基準 

13 当日手持資料    
データ、実物など 

記録メディアの種類と特徴 
直近６ヶ月の記録メディア使用数 

14 会議実施分担 
会場確保・準備：山下   当日記録：福本 会議通知文書作成：福本 
 議事進行：青木 資料作成：川辺 

会議リーダーチェックリスト（例）
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「オンライン研修」に関する
協会の取組み現況

2020年春に発生した新型コロナウイルス感染拡大により、わが国の経済社会

活動は大きな制約が課せられました。

人との接触が感染を広げるとの認識から、緊急事態宣言が発令され、企業人の

出勤自粛、出張の禁止など、ビジネス活動が急激に縮小されました。

こうした中で、受講者が研修室に集合し、講師が対面で指導する当協会の公開

講座は、9月の一部再開まで開催ができませんでした。

オンラインによるビジネス活動は、すでに企業では広く行われていましたが、今回

のコロナ禍はその流れを一気に加速したといえます。

当協会でも、直ちにZoomを使用して本部・九州事務所・講師間で情報を共有し

ながら、オンライン研修対応の可能性を論議、検討しました。「できる研修はオンラ

イン化する」との方針を決定し、5月以降準備を進めてきています。

一方で、顧客企業の研修担当の方々からも、社内での研修実施にあたり、「オン

ラインでできないか」との社内からの要請が強まり、その対応について、当協会に

相談やアドバイスを求めたいとの依頼が増えてきています。

2020年12月現在、当協会の取組みの現状を紹介します。

1．公開講座

(１) MTP

・新たな研修として始めた「MTPインストラクターフォロー研修」(全11回)を、 

9月からZoomで開始した。

・九州事務所主催で、MTP3日コースをZoomで実施した。

・2021年度のMTP4日間講座を、オンラインで実施計画。

(２) TWI

(３) 2021年度のTWI-JI・JR・JMの10時間コースをオンラインまたは集合で開

催予定。

（３） その他

・2021年度後半に、その他研修の一部をオンライン化するため準備中。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

事務局
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２．講師派遣

2020年8月以降、研修にオンラインを使用する事例が確実に増加しつつあります。

顧客企業のオンライン研修環境は様々で、研修担当の方々も、多くの制約の中

で協会の講師とともに、実施可能な方法を探りながら実施しているところです。

特に、情報漏洩のセキュリティー対策のため、使用されるシステムは企業により

異なり、運営上その対応が必要となっています。一般的には、Zoom使用は少な

く、マイクロソフト社のTeams、スカイプ等が主流です。

協会が実施している具体的な事例を紹介します。

① A社（中堅電子機器メーカー）

毎年管理職候補者研修として実施しているMTP標準28時間コースを、各1日4

回（週）で実施した。方法は、派遣講師がA社の本社研修室に出向き、受講者は各

工場・営業拠点会議室に数名が集まっての研修となった。

② B社（大手機械設備製造企業）

これまで係長・班長の監督者研修を同社の研修所（宿泊設備あり）で実施してい

たが、社内方針とされた出張禁止により、各拠点会場と本社研修室をTeamsで結

んで実施。

③ C社（機械製造業）

新任監督者研修を、本社と東北の工場でTeamsを使用して行った。本社では6名

が集合しての研修となった。今後、階層別研修のマネジメント研修、リーダーシップ

研修を同様の方法で実施する予定となっている。

④ D社（大手食品製造業）

企画職および係長研修（MTP）を本社研修室から派遣講師により実施した。

⑤ E社(自動車製造業)

MTP4日間コースをオンライン2日間2回で実施予定。

⑥ 一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)

これまでアジア諸国を主に海外から研修生を招き、中堅産業人に育成をしてきたが、

2020年はMTPインストラクター養成研修（英語版）をオンラインで実施した。

⑦ 東京理科大学オープンカレッジ

JI10時間講座をオンラインで実施した。

現時点における協会としてのオンライン研修の取組みは、より効果のある研修プロ

グラムを試行錯誤で開発している状況にあります。オンラインの利点とマイナス面を

評価しながら、より優れた方式を模索し、創り上げていきます。

コロナ禍の状況変化に拘わらず、研修へのオンライン方式取り込みの流れは、不可

逆的なものと判断しています。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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◆講師紹介

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

私は、馬場英二と申します。

２０１６年4月から日本産業訓練協会の講師をしています。

少し経歴を申しますと、３５年製鉄会社の圧延部門で厚板を製造していました。

監督職を１８年間勤めて、安全・品質・生産と部下共に活動をしてきました。

その後、系列会社の研修会社へ出向し、監督者の経験を活かす講師になるために、日産訓

の公開講座のＭＴＰインストラクターを始め、ＴＷＩ－４Ｊ（Ｉ・Ｒ・Ｍ・Ｓ）の訓練指導者資格を取得

して講師として自立でき１０年間、関係会社を含む管理・監督者のマネジメント研修を担当して

きました。

現在は、ＴＷＩ－３J（I・R・M）のリーダー資格認定を取得して、日産訓の講師として活躍して

おります。

人材育成は企業にとって重要なことです。管理監督者は、部下を通じて成果を上げることを

基本に据えて組織運営をしていく必要があります。そのため職場の技能の伝承、仕事の改善、

人との接し方、コミュニケーションは、部下を育てるための技能を身に付けなければできない

ことです。しっかり育てる必要があります。部下を育てるための技能講座が日産訓に有り、長く

続いたＴＷＩであると強く感じています。

組織の成長には現場力を強くしなければいけないと思います。現場力の向上には個人々の人

材育成をすることも大事です。育成の３つの基本は、知識と技能と態度であります。

研修は知識を主として伝え、その知識を技能へ繋げるために体験を行い、職場へ導入の背中

を押してあげることを基本に考えています。得られた知識、気づいた知識の訓練をしなければ

監督職の技能は、上達しないと考えています。

15年間講師をしての感想は、研修の初日に不安な表情だった受講者の表情が研修の終了日

には“やっていけるぞ“という表情になり成長を感じることが出来ます。人材育成の仕事をして大

変良かったと思っています。

コロナ禍の現下、人の密は避けなければなりませんが、研修を控えることは今後経済が回復し

た時の企業の復元力にマイナスではないでしょうか。今、現場力を蓄えておかなければならない

と思います。

先に記述した現場力の向上をする良い機会としてとらえることが必要ではないでしょうか。

ピンチはチャンス！共に頑張りましょう！

※日頃、日産訓でご活躍の講師陣に、自己紹介をお願いする企画です。今後も、数名ずつご紹介する予定です。

今回ご紹介するのは、馬場英二講師・石井美江講師のお二人です。
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石井 美江（いしい よしえ）

1985年三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカルホールディングス）人事部入社 採用・教育

2004年より日本産業訓練協会 非常勤講師

日産訓講師になった経緯

学生時代、教育実習などの指導経験がないにも関わらず、入社1年目に上司より次年度の新入

社員マナー研修を担当することを命じられました。

「えっ？私が？」と不安と少しのわくわく感の中、新入社員の2月に弊協会の「接遇マナー研修イ

ンストラクター養成講座」に参加させていただきました。折しも男女雇用機会均等法が導入された

年でした。社外の研修に女性が、しかも新人が行かせてもらえるというのはまだまだ珍しい時代。

諸先輩の風当たりも少なからず強かったように感じました。

当時５日間の接遇インストラクター養成研修は、当時のCIブームの影響を受け、人数も20人ぐらい

と多く、２クラスに分かれての研修でした。今と同じように呈示と実習が繰り返され、宿題も課されまし

た。しかし私は、研修終了後、少しでも職場の皆さんに迷惑をかけまいと丸の内の職場に戻り、最低

限の自分の仕事だけを終わらせ帰宅。そこから次の日の実習準備をするという５日間でした。

結局、毎回準備不足のまま実習に入り、冷や汗、頭真っ白、しどろもどろ、ひたすら反省というPDC

Aの繰り返しでした。講師の準備不足は自分にとっても、受講者にとっても致命的であると学んだ5日

間でした。

そんな私でも社内や関係会社での新人、フォロー研修などを担当していく中で、自分なりの強み、弱

みを見出していった最中に結婚退職をいたしました。そのとき、「やめてどうするの？一緒にやりません

か」と声をかけてくれたのが、接遇インストラクター研修で私を鍛え上げてくれた日産訓のS講師でした。

今まで以上に彼女の教え方、立ち居振る舞いを学びとるようになりました。出会った仕事、出会った人に

支えられての現職です。接遇研修インストラクター養成講座を受けてから30年以上の月日が流れました。

日産訓での担当講座（公開講座、講師派遣で可能な研修）

＊ 新入社員実務・接遇研修インストラクター養成講座

＊ 若手社員活性化研修インストラクター養成講座

＊ 中堅社員パワーアップ研修インストラクター養成講座

＊ コミュニケーション研修、接遇研修、職場活性化研修、若手社員対象のビジネススキル研修

講師活動の中で、印象に残っていること

毎回、印象に残り、私の方が刺激と触発を受けるのですが、あえてあげるなら、「はじめて弊協会のインス

トラクター養成講座の講師として登壇した際の参加者の皆さまの懐の深さ」でしょうか。今思い返せば、ハラ

ハラするような進行だったと思うのですが、参加者の皆さまのお互いに高め合おうという意欲に支えられ、

気もちよくデビューさせていただきました。そのときに寄せ書きとお花を戴いたのですが、それらは私の宝物

です。どんなにか支えられていたことでしょう。あのときから出会ってきた皆さまのおかげで、今もこうして多

くの方に出会うことができています。本当にありがとうございます。

人材育成に関する自分の基本的考え方

いしい おいしい いしい

いしい こいしい いしい

研修を受講してくださった方は、「あはは、これね！（笑）」と思ってくださっているかと思いますが、おつきあ

いください。私の研修へのモットーは、研修に参加した際に、美味しいものを食べて、少し栄養がついた！昨日

までの自分よりも少し元気になった！また一歩前に進んでみよう！と自分にエネルギーを入れていただき、そ

して一緒に研修に参加し、グループディスカッションした仲間と、さらに親しく仲間意識を高めていただける橋

渡しになるような人間関係作りのお手伝いもできたらというのが私の研修参加への願いです。（次頁に続く）
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そして、前述した

いしい おいしい いしい

いしい こいしい いしい は、

前から読んでも後ろから読んでも同じという回文になっています。ちょっとしたことから「あっ！そうか

！」と気づく、そんな気づきのお手伝いもできたらと思って日々登壇しています。

受講者や企業の研修担当の方々に望むこと

人材はまさに人財育成です。

企業にとっても、参加者にとっても「財」を増やし、「財」を磨くことは人として生きる証でもあると考え

ます。企業の研修担当の方々には、ぜひ研修実施の目的と、どういうゴールを目指しているのか、明

確なビジョンを掲げていただき、共有し、問題があるならば一緒に手を打っていけるように、力を貸し

ていただけたらと思います。同じゴールをめざし、ともに目的達成をさせていただけたら幸いです。

今回のコロナ禍を通して感じたこと・今後の研修に生かしたいこと

「コロナトンネルを抜けた先は、新しい世界になっていた」

もはや、もとのスタイルに戻るのを待つのではなく、新しい一歩を踏み出していくときがきたようです。

従来の良かった点は上手く引継ぎ、新しい変化に対応できる強さとシステムに変えるポイント地点だ

と思います。

よく「ピンチはチャンス！」と言いますが、今まで変えられずにいたこと、変えた方がよいと思いなが

ら後回しにしていたこと。新しい世界システムに順応できるように、知恵と工夫を生み出せる職場環境、

そして発言し検討していける会社風土、そして何よりも社員一人ひとりが仕事にも人生にも向上心を

もって関われるように、「背中を押して」いけたらと思っています。ますます「個」の時代になるのかもし

れませんが、組織は「協業のシステム」です。人と人との繋がりを忘れることなく「個」を活かせる時代

であってほしいと思います。

座右の銘など

* 「そのうちやる」という名の道を歩いて行けば、「何もしない」という名札のかかった家に行きつく

ことになる。

～ミゲル・デ・セルバンテス（スペインの作家 『ドン・キホーテ』の著者)の言葉～、と言われています。

ついつい先延ばしにしてしまう私。自己啓発研修を実施しながら、自分への戒めとして、「したい」「や

ってみたい」「やらないといけない」ことは、後悔しないように「着手しよう！」と思っています。

* 一期一会

公開講座に参加してくださる参加者の方々、毎年研修に伺いながらも、社内ではなかなか二度三度

とお会いすることができないのが、外部講師の悲しい性です。「その後を見ることができる」企業内講

師の方が羨ましいかぎりです。せめて、ともに学んでいる時間だけでも、お互いの人生にとって実り豊

かな時間となるように、精一杯出会いを大切にしたいと思っています。

オフタイム、趣味、その他

ウクレレ、旅行、愛猫、ガーデニング

主人のHonolulu転勤の際に出会ったウクレレとその仲間たち。今もzoomを通して、Sessionを楽し

んでいます。ときどきYouTubeにアップしてくれる仲間がいます。

まだしばらくは「見えないもの」と戦いながら、「見えないもの」に支えられながら、

皆さまと共に前に進んでいけたらと思います。

2021年が皆さまにとりまして、実り多き1年となりますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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新型コロナ感染拡大によって、わが国における「テレワーク」は一気に加速された感がある。

もともと「働き方改革」は在宅勤務のことだけでなく、効率的な働き方を進める中で生産性

を向上させることに大きな意義があるが、「三密を避けるべし」とのコロナ禍防止のインパクト

は大きい。

本書は「働き方改革」と謳っているが、内容は欧州、米国そしてわが国の労働組合活動に関

する、その発生の歴史、運動の背景・思想、企業または政治とのかかわりあいについてを、各

国の社会・文化に触れながら分かりやすく解説している。

特徴的なことは、英国ウェッブ夫妻による「産業民主制論」から始め、欧・米・日の労働関係論

に関する歴史的な名著で和訳された12冊の書籍を取り上げ、労働運動の世界史を展開してい

ることであり、各国の産業の生成と発展、矛盾発生に言及していて、大変説得的である。

いまわが国では、「ジョブ型人事制度」が働き方改革の流れの中で、にかわに注目を浴びてき

ているが、その典型的な制度を持つ米国が、実は欧州諸国に遅れて産業化したことで、労使間

での一種妥協の産物として生まれたものであるとの指摘は、目から鱗の感を持った。

一面の利点や目的に焦点をおいて人事制度を改革する場合は、「成果主義」の挫折の経験を

踏まえると、よほど慎重に進めるべきと改めて思われる。

最終章の著者二人による対談「労働思想ってそういうことだったのか」は、本書全体のまとめで

あり、本論を深く理解するための手引きともいえよう。

海老原氏の言葉「『労働・雇用システムは歴史的経過で成り立つ複雑なもの』であり、自他国の

現存するシステムがどのようにできてきたかを知っておくことの重要さが身に染みて分かりました」

は、本書を手に取る意義を端的に表している。

人事労務の担当者だけでなく労働組合の方々にもお勧めしたい一冊である。

『働き方改革の世界史』

著 ： 濱口桂一郎／海老原嗣生

刊 ： 筑摩書房

価格 ： 840円＋税
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本書は、「人材開発領域の最新のトレンドに基づきトピックスを厳選し、その内容を可能な

かぎり平易に表現することで、企業各社における人材育成の具体的実践に資する知見の提

供をめざして執筆した」との著者の狙い通り、人事部門に飛び交う多くの概念や用語を経験

の浅い者にも理解できる記述で解説している。

全体は15章となっているが、いずれも分かりやすい標題と目を引く問題提起の見出し表現

であり、興味のあるテーマをランダムに読み始めることができる。それぞれが、工夫された図表

を掲げており、頭の整理や社内での検討・議論の参考資料として有効に使えるだろう。

また、解説の根拠となる参考文献を丁寧に紹介しているので、より深く学ぶためにはありがた

い手引きとなっている。あとがきに、著者が中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）

で足掛け12年間担当した「人材開発」講義録を基としてまとめたとあるが、まさに時が紡いだ

労作の一冊といえよう。

特に興味を引いた12章の「マネジメント人材、リーダー人材の育成」で、近年リーダー型人材

の重要性が高まり、その獲得や育成が企業の関心事となっているが、二つは別のものではなく、

「管理」がきちんとでき、しかも人間力ある人材こそ真のリーダー足りえると評者は考えている。

その点でP.F.ドラッカーの「マネジメント」は、不朽の名著と改めて思う。

コロナ禍にあって人事部門にも大きな変革が迫られている中、多くの関係者が本書を手引き

に、自社での人材のあるべき姿を議論し、次代を担う人材の育成方向を見出す “よすが” とさ

れたい。

『未来創造型人材開発
進化する育成戦略と学びのデザイン』

著 ： 吉田 寿

刊 ： 経団連出版

価格 ： 2,000円＋税
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