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ポスト・コロナにおける人事・研修を考察する
日本産業訓練協会 専務理事・事務局長

＜はじめに＞
2020年春からの新型コロナウイルス感染禍は、規模の大きさと拡散のスピードの速さで世
界を翻弄している。わが国でもその対応に追われ、コロナ禍は社会経済の様々な面で多大な
影響を及ぼしている。企業の人事部門においても、昨年4月が新入社員を迎える時期に重なり、
入社時の研修が実施できない等の混乱があった。人が集まり密な接触により感染するという
脅威から、社員の出勤を制限し、多くの会合や研修を中止・延期する等の対策が取られる一
方で、インターネットを使用してのテレワークやオンラインでの会合・研修が急速に普及するこ
とになった。
2021年4月現在、各種の予防ワクチンの接種や病床の確保・増設などが進んでいるが、変
異したウイルスの感染拡大懸念もあって未だ予断が許されない。コロナ禍がもたらした影響
は人事部門においても甚大であり、感染が沈静化した後はコロナ前とは異なる状況となるこ
とが十分予想されている。
では、ポスト・コロナ時代に臨むにあたり、人事部門はどのように考え、準備したら良いので
あろうか。2020年10月に一般社団法人労務行政研究所が発刊した「企業競争力を高める
これからの人事の方向性」は、このコロナ禍におけるタイムリーな提言論文集となった。本書
は、1930年に創刊された「労政時報」の第4000号記念誌として企画され、23人の人事・労
務分野の専門家の方々が寄稿した論文集であり、ポスト・コロナの人事・労務を考える様々な
視点を提供してくれる。
本稿では、研修部門に携る立場から上記の著書を読み解き、ポスト・コロナ段階での研修部
門の課題や役割を考えてみたい。
（参照させていただく論者の一覧を文末に掲載する。）
＜人事部門を取巻く環境の変化＞
ポスト・コロナというものの、変化の大きな流れは突然起きたというより、すでに始まってい
た変化が、コロナ禍に対応する中で加速化されているという側面が大きい。
国を挙げて取り組んでいる「働き方改革」は、予想されるわが国の人口減少、なかでも労働
生産人口の急速な減少に対応するために、労働政策、人事政策をどのように改革し、国全体
としての生産性を高めていくべきか、その方向性を示す施策である。背景となる変化のいくつ
かをみていきたい。
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１．労働人口の減少
ポスト・コロナにあっても、これまでの少子高齢化の流れは変わらない。阿部正浩氏(＊1)
は具体的な数値を根拠に、今後も労働力人口減少が続き、人手不足は避けられないとする。
その対策として何をすべきか。一つに、外国人労働力を活用する道があるが、氏はその場
合はプラスとマイナスの２面性があることを考慮しなければならないとする。労働人口の減
少を補うには労働の質を上げ生産性を高めていく方法もあり、そのためには今後、AIやロ
ボットと補完的な働き方をすることが求められるので、労働者の能力開発が欠かせない。学
校教育や職業教育の見直しにより人々の教育の質を高め、同時にイノベーションを起こせ
る“尖った”人材の育成なども一層進めていくべきであると提言している。
２．高齢世代の就労
コロナ禍の収束後も高齢者が働くことが一段と重要になる。公的年金支給開始年齢の引
上げと労働力人口の減少がその雇用を促進する。しかし、従来の雇用延長、従業員福祉的
な制度では、労働人口での比率が拡大するシニア層の雇用維持は困難であり、その戦力
化は不可欠となる。
山田 久氏（＊2）は、長期雇用を中心とする日本型雇用においては「ハイブリッド型」の人
事制度が望ましいと提案する。それは、新卒として入社した社員を一定の年齢までは日本
流の「就社型」制度を適用し、その年齢以降は欧米流の「就職型」に変えていく方法だ。シ
ニア層の就業率が高いスエーデンやニュージーランドでは、三つの特徴がみられるという。
すなわち、①職務ベースの雇用システムであり年功の考え方が弱い。②個人のキャリアとし
て特定職種にこだわり過ぎない。③職業教育の仕組みが整備されている、と紹介している。
氏は、今後わが国でも、働く者も会社に頼ることなく、自ら主体的に若いときからキャリア
形成に努力することが重要となってくるし、その形成には兼業・副業も有効な機会になると
勧めている。平均余命が伸長する一方で、変化の速い時代にあって、逆に会社の寿命は短
くなっている。キャリアの計画は自己責任とならざるをえないといえる。
３．女性活躍の推進
高齢者と並んで女性の就業者数も拡大している。わが国は世界的に見て、未だに女性の
活躍の状況は低い位置づけにあると度々指摘されるが、両立支援制度の充実などで確実
に改善しつつある。このような状況下で、佐藤博樹氏（＊3）は、現在の管理者の役割に
ヒューマンスキルを向上させることの重要性を説いている。これまでは部下には男性が多く、
フルタイムで残業が可能であり仕事中心の価値観、つまり管理者である自分と同じであっ
た。今や、女性を始め多様な属性や働き方そして価値観も様々な部下達がいる。管理者は
これまで一緒に働いた経験の乏しい環境に置かれている。その中では「傾聴」等を通して部
下とのコミュニケーションを図り、仕事への意欲を高めるマネジメント教育が必要という。多
様な業務や人材をマネージして経営目標を果たすことが管理者の職責であるのだから当
然ともいえるが、環境変化を踏まえ女性を含む管理者候補には昇進前に十分な研修を実
施することが、人事の施策に求められる。
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４．非正規社員の戦力化
近年の非正規労働者数の増加は著しく、2019年時点で、雇用者の約4割を占める存在と
なっている。その構成は、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託と多様になっており、
シニア層の就労も拡大している。このなかで企業経営にとっては、多数の非正規労働者を
活用していくことが重要な人事施策となってきている。
今野浩一郎氏（＊4）は、それを「戦力化の覚悟」と呼び、非正社員（氏の表現）の活用につ
いて２点を提言する。一つは、非正社員が能力を発揮しキャリアを伸ばすことができるよう
に、正社員と非正社員の役割とでキャリアルートの統合化を図る。当初に定例業務で雇用
された非正社員であっても、能力・意欲次第で幹部社員に登用する道を拓くことである。氏
はこれを「シームレス化の配慮」という。
二つ目は、非正社員の役割・働き方が多様化する中で、正社員のような標準的なキャリア
パターンに準拠して、配置や育成等を行うことが困難になっている。非正社員の中で定型業
務に従事する者と幹部への道を歩むものを適正に評価し処遇することが望ましいとする。
すでに当協会の受講者でも、パートで採用された女性が管理職登用のため、マネジメント
研修に参加する例が年々増加している。
５．外国人雇用と国際化
労働人口の減少を背景に外国人の雇用が進められているが、ここではビジネスのグロー
バル化の観点から、白木三秀氏（＊5）と佐原賢治氏（＊6）の提言をみていく。
白木氏は、日本企業の海外法人におけるトップや幹部の配置は、日本と現地との「二国
籍」に止まり、第三国の人材を積極的に活用する欧米企業の「多国籍」型と異なっており、わ
が国でも早期に多国籍な人材活用がなされるよう期待している。氏が主宰するトランスナ
ショナルHRM研究所の調査では、海外で活躍できる人材の特徴を導き出すにあたり、四つ
のコンピテンシー①仕事能力、②異文化適応能力、③対人関係能力、④前向き行動力、の
各因子得点で分析している。その結果④の因子、「つまり何事にも積極的に取り組むという
姿勢が、ほとんどの赴任後のパフォーマンスに好影響を与えているという事実」があるとい
う。その育成をするために重要なことは、若い段階で小さなプロジェクトを継続的に任せて、
ビジネスの「複雑で矛盾に満ちた状況」において、自ら責任を取って仕事をこなしていく経験
をさせることだと提言している。
また、佐原氏は、グローバル人材には、仕事・マネジメント・国際コミュニケーションといっ
たトリプルツールが必要だが、新卒一括採用方式では、それらを兼備する人材を育て、創り
出すことの限界も指摘する。求める人材を明確にして、制度や受入れ体制を整備し、グロー
バルに人材をリクルートするべきとしている。その中には海外経験をもつシニア層の活用が
ある。それは、前述の高齢者活用にも通ずる。
＜企業の経営戦略から見る人事への視点＞
以上、人事労務を取巻く環境変化の中で、戦略としての人事をどう進めるか考えてみたい。
１．経営戦略としての人事施策
柴田 彰氏（＊7）は、次のようにいう。経営の世界で「戦略」という言葉が流行りだすのは
何らかの危機感の象徴であり、つい近年まで人事部門で「戦略」という言葉はあまり流布
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していなかった。日本企業の人事は「過去からの積み上げ」「現場からの吸い上げ」によって
組み立てられるボトムアップ型であり、経営戦略からのトップダウンには馴染まなかった。今
は先行きが不透明で経営環境の不確実性が著しく高まっており、人事部門にも将来の変化
を見通し、自社に必要な人材の姿を描くことが求められるという。
求められる一つの人材像を、藤村博之氏（＊8）はイノベーション人材であるという。氏は、
「イノベーション人材というと、新規事業を立ち上げたり、新しい発想で既存の事業を見直し
て変化を起こしたりする人が想起されるが、組織の中に隠れている問題を発見し、それを地
道に解決していく人たちも立派なイノベーション人材」とする。
また、柴田励司氏(＊9)は、次世代経営者の選抜と育成について論述している。経営者
（＝トップマネジメントチーム）候補者の育成は「配置」に始まり、「配置」に終わる。研修では
ないという。ポテンシャルのある人材を早期に見出し、将来への戦略配置をする。それは、
①候補者の専門外の領域でのマネジメント、②誰がやっても難しい案件の担当、③社長経
験を念頭に置いた子会社の社長経験の3つであるとする。限られた人材への戦略的な選抜
型の育成といえよう。
２．人事施策の改革
①ジョブ型雇用
近年、日本型雇用の特徴である「メンバーシップ型」に対し、特定の仕事、職務、役割・ポ
ストに人材を割り当てる「ジョブ型雇用」への取組みが脚光を浴びている。
石黒太郎氏(＊10)は、ジョブ型雇用への移行がなかなか進まない理由として、①日本型雇
用の慣力、②社員の既得権化、③企業内労働組合の平等主義の３点を指摘している。いずれ
もが永年の日本型雇用と結びついたものだけに改革は困難であるが、氏は社員を日本型雇
用とジョブ型に完全に区分し、それぞれに異なる処遇制度を適用する方法を提案している。
それは、「職務ありき」を徹底した“ジョブ”ポートフォリオを策定し、そのセグメントごとに最適
な労働力の確保方法を見極め、それに応じた処遇制度を設計・運用することにあるとする。
困難ではあるが、自社の経営方針に沿って、メンバーシップ型社員とジョブ型社員の適正
な組み合わせを模索していくことが人事部門に求められる役割となる。
②配置転換・副業・兼業
人材育成の観点で、配置転換や副業・兼業についても、従来とは異なる動きがでてきてい
る。石山恒貴氏(＊11)は、注目されているほどにはこの施策が普及しているわけでないと
分析している。一方で、その希望者は着実に増えており、その傾向は強まるともいう。氏は、
「人生における四つのワーク」という概念で、副業・兼業の希望を説明している。それは、
①お金を稼ぐための「有給ワーク」、②家事・育児・介護等を行う「家庭ワーク」、③社会
や地域に貢献する「ギフト・地域ワーク」、④生涯にわたって学び、また趣味を楽しむ「学習・
趣味ワーク」である。これら複数のワークを行うことで、やりがいを得て自己実現を図り、
幸福感・満足感が得られる。兼業・副業は「有給ワーク」の複数化として位置付けられる。人
事部門も、社員を自律した存在と捉え、信頼し、その人生における自己実現に関わることが
望まれるとする。
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西村孝史氏(＊12)は、人材育成の観点で、配置転換・転勤を論じている。コロナ禍の中
で異動は減少したがその重要性は変わらない。能力開発という視点に立つと、その異動
によって「どこから」「何を」「誰が」学ぶのかという出来事と関係性を解き明かすことが必要
という。また、この能力開発は、本人・現場・人事の三者協働作業であり、自らが異動経験と
してのキャリアに責任を持ち、異動の機会を掴みに行く時代となる中で、展開の速い事業の
スピード（短期）と能力開発という長期的な視点のバランスをもつことが重要になると指摘し
ている。
③加速化するIT環境変化
コロナ禍によるテレワークの急速な拡大は、IT・AIなどの人事部門におけるデジタル技術
への関心を一挙に高めることになった。人事情報研究会を主宰する大湾秀雄氏(＊13)は、
生産やマーケティングの分野ではデータ活用ができるのであれば人事部門でもできないは
ずはない、今後それができなければグローバルな競争に勝てないという。しかし現状は、あ
まり進んでいないように見える。人事部門におけるデータの活用には適切なインフラと組織
的能力が必要とされるものの、それが十分でないという。
氏は生産性の向上と健康経営にデータ活用をすべきとしている。特に、管理者はテレワー
クの下で、部下とコミュニケーションをとって支援する役割が一段と高まっており、ITリテラ
シーの習得は必須のものとなりつつある。なお、実施した研修の効果測定は人事部門での
長年の課題であるが、いくつかの事例を挙げて測定方法の妥当性を示している。
ポスト・コロナの段階では、研修部門にとっても、IT・DXへの取組みは優先課題の一つと
なり、なかでも管理者と、若年層とのスキル格差が大きいシニア層に対する研修は戦略的
に進めるべきであろう。とはいえデータ収集する場合、それが昇進・昇給等の人事評価に使
われるとの疑念を持たれると収集に正確さが損なわれることも出てくる。データ活用の目的
を明確にして分析結果を共有する等、個人情報を保護しつつ社員との信頼関係を得て進め
ることが重要であるとの指摘は、生身の人間を扱う人事部門として心に留め置くべきことで
あろう。
＜揺らぐ企業と雇用者との関係＞
コロナ禍の中で、新卒者の採用にも変化が生まれている。対面での会社説明や面接が困
難となったことで、WEBを利用してのコミュニケーションに置き換えられただけでなく、求職
側、採用側の双方に変化が加速したと言えよう。
服部泰宏氏(＊14)は、米国では採用担当は人気のある職種で、ランキングで常に5位以
内であると紹介している。氏の解釈によれば、採用の仕事が会社と個人の接点をつくり、双
方が未来を紡ぎだす助けになる、互いに「何を期待するのか」の認識を擦り合せることであ
り、採用担当者は若者との接点の中で、「自分はこの会社とこの社会の未来を創る、誇り高
い、幸せな仕事をしている」と感じるからではないかと述べている。
今後の採用についてポイントを数点挙げている中では、求職者と企業の間での「遠く曖昧
な未来の約束」から「責任の負える近未来の約束」へシフトするという。J．アベグレンが日本
企業の特徴と慧眼した、雇用主と社員の終身の関わり合い＝lifetime-commitmentは、
求職者にとり企業は長期的な雇用や高い生涯年収をもたらしてくれる組織であり、雇用主
には遠い将来において会社の中核として活躍する人材としての期待に基づくものであった。
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今や、長期雇用を期待できない中で、求職者にとっては、キャリアの初期にどのような経験・
スキル・知識を提供してくれるかが選択の重要な基準となり、企業が求めるのは早期に戦力
化できる人材である。それは、会社と社員が現実的で明確な近未来について、合意と修正を
地道に繰り返していくイメージに近い。双方の期待が合致し続ける結果、長期雇用となると
いう。人事部門には、変化する企業課題に対応できる人材を継続的に確保する重要な役割
が課せられている。人材育成活動への重要な視点と思われる。

＜人事・研修担当者のスタンス＞
人事部門に期待される役割・機能は、今後どのように変化するのであろうか。小野 隆氏
(＊15)は、人事には①リーダーの育成、②従業員のスキルアップ、③チーム化の促進、とい
う３分野での影響力を発揮する役割があり、それを人事単独ではなく、経営・ビジネス部門、
IT部門あるいは外部専門家等との協働で行い、成果を創出していくことが期待されるという。
人材育成におけるOJTの重要性は論を待たないが、その方法には誤解があると藤村博之
氏(＊８)は指摘する。部下に課題を与えて仕事をさせることをOJTと考える管理職がとても
多い。OJTは訓練であり、現状把握・目標設定・期間設定・指導者・事後評価の5点を備えて
いる必要がある。そこでの管理職の役割は大きい。しかし多くはその役割を果たしていない
という。プレーイングマネジャーになっていることで、部下の育成機能が発揮できない現実が
ある。人事部門には育成にも時間の割ける人員配置を検討するよう提言している。

＜おわりに＞
23人の識者の論文を読んで感じることは、コロナ禍中、その後であっても、日本企業が
営々持ち続けてきた人事に関する根本思想は大きく変わることはないだろうとの思いだ。働
く者へは長期にわたる雇用を守りつつ、営利組織として収益を上げ企業の社会的役割を果
たしていく。入社時に出会った人材に、企業は将来を期待しつつその人生に安心・安定をも
たらし、人間としての尊厳をもって育成し、持てる能力を最大限発揮してもらうことが根底の
思想にあるのではないか。
変化の速い、グローバルな企業間競争下においては、社会・経済環境に合わせて人事の
制度等は変えていかなければならないが、根本的には「一人ひとりを大切にする」思想は変
わらないのであろう。また、そこにわが国企業がもつ人事の強みがあるのではないか。
その思想に立って、企業の人事・研修部門の担当者は、社員一人ひとりが自分の生涯にわ
たる職業生活設計を描けるように、人事の専門的知識と情熱を持って臨むべきであろう。
20歳前後に入社して70歳までの50年間、何らかの形で社会において働くとすれば、その
中間地点である45歳前後までは採用した企業が育成の責任を負うべきではないだろうか。
一方で働く者は、その段階までに研修等の機会を積極的に活かして自らの能力を磨き、自
立できる職業人としての覚悟と実力を備え、その上で当該企業に留まるべきか、新天地に向
かって踏み出すかを決断する。それを社会人・職業人として次なる卒業と新たな旅立ちの
時期としていく。企業は、多様な雇用者に応じて指導者・指導方法を用意し、また国をはじ
めとする行政や大学など各種の教育機関は、一企業では行い難いリカレント教育の場を提
供していく。
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ポスト・コロナでの人材育成は、労働人口の減少の一方で就業期間が
大幅に長期化する日本社会に則して、働く者がやりがい甲斐、充実感を
もって日々働き、社会の一員として貢献できるよう導き支援することが
大切であろう。
服部氏（*14）のいう「結果としての長期雇用」を実現できるよう、人材
の育成に取り組んでいくことが望まれる。

「企業競争力を高める

「企業競争力を高める
これからの人事の方向性」
労務行政研究所・編

これからの人事の方向性」から

参照・参考させていただいた論文の一覧
番号
＊
１

表 題

著者

所属・役職名等

進む少子高齢化と労働力不足

阿部正浩

中央大学経済学部 教授

２

高年齢者雇用

山田 久

㈱日本総合研究所 副理事長

３

女性の両立支援から活躍支援へ

佐藤博樹

中央大学 大学院戦略経営研究科
（ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ）教授

４

非正社員の人事管理

今野浩一郎

学習院大学 名誉教授
学習院さくらアカデミー長

５

日本企業のグローバル人材マネジメ
ントの方向性

白木三秀

早稲田大学 政治経済学術院 教授

６

日本企業のグローバル化と外国人材
採用

佐原賢治

㈱ジェイエイシーリクルートメント
海外進出支援室 室長

７

経営戦略と人事戦略

柴田 彰

コーン・フェリー・ジャパン㈱
シニアクライアントパートナー
コンサルティング部門リーダー

８

イノベーション人材の育成方法を考
える

藤村博之

法政大学 経営大学院
イノベーション・マネジメント研究科 教授

９

次世代経営者の選抜、育成をどのよ
うに進めるか

柴田励司

㈱ Indigo Blue 代表取締役会長

10

ジョブ型雇用に向けたジョブポート
フォリオ・マネジメント

石黒太郎

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
コンサルティング事業本部名古屋ビジネスユニット
組織人事戦略部長プリンシパル

11

副業・兼業で求められる人事部の対
応

石山恒貴

法政大学 大学院政策創造研究科
教授・研究科長

12

配置転換・転勤

西村孝史

東京都立大学 大学院経営学研究科 准教授

13

HR領域のテクノロジー進化・データ
活用

大湾秀雄

早稲田大学 政治経済学術院 教授

14

新卒採用の未来を考える

服部泰宏

神戸大学 大学院経営学研究科 准教授

15

激変する環境下において求められる
人事部の変化

小野 隆

デトロイトトーマツコンサルティング合同会社
ヒューマンキャピタル／HRトランスフォーメーショ
ン パートナー
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以前より、MTPインストラクター養成講座を修了した皆さまから、２つのご要望をいただいて
おりました。
一つは、「MTPインストラクター（以下『ＭＴＰ－Ｉ』）同士の情報交換の場を作ってもらいたい」
というご要望で、こちらは毎年１回『MTP研究会』を開催し、全体で企業インストラクターの実施
事例を発表していただいた後、グループに分かれて各社インストラクターの情報交換の場として
活用していただいております。
今回は、もう一つのご要望である「インストラクターとして講座を担当した後に気づいた、新たな
疑問点を解決するためのフォローコース」のご要望に対して、１３次改訂版インストラクター資格を
持つ企業インストラクターを対象に、『ＭＴＰ－Ｉフォロー研修』を企画・実施いたしましたので、以下
に概要をお知らせいたします。
１．研修期間：2020年 9月16日から2021年3 月22日まで
MTP全１４セッションを１１回に分けて、一回２時間３０分で実施
２．研修の進め方：①受講者が、ＭＴＰの内容や進め方に関する疑問点やアドバイスを受けたい
事項を事前アンケートにて提出
②研修当日、日産訓講師であるファシリテーターの司会進行により、事前アン
ケートの内容について受講者同士で意見交換した後、ＭＴＰ－Ｉのコンダクター
である山口と府川がアドバイス
３．使用ツール：コロナ禍の対応を鑑みて、Zoomを使用してオンラインで実施
今回は、６名のお申込みをいただき、活発な意見交換がなされ．オンラインの良さを活用すること
ができました。また、私ども日産訓の講師も、次回改訂につながる貴重なご意見をいただくことがで
きました。
受講者の皆さまから、以下の感想をいただきました。
＊自社にあわせてアレンジするには基本がわかっていないとできないので、今回の研修は、手引書
を改めて読み直して、自己流ではなく基本に立ち返る良い機会になった。
＊同じ企業のインストラクターが集まってＭＴＰの進め方を検討するだけでは、手引書の過去の変遷
や正しい意図を知らないために限界を感じていたので、今回の研修はインストラクターとしての力
を高めるために有意義だったと思う。
＊ＭＴＰの受講者が受講後の実践につなげるためにも、一律的に「こうあるべき」ではなく、メンバーの
多様性に合わせて伝えていくことの重要性を実感した。
＊自社に合わせた事例で説明することが大切だと感じていたが、今回より深く理解することができた
ので、より適切に説明できる事例の材料が増えた。
＊さらにＭＴＰインストラクターとしての経験を積んだ上で、同じメンバーで、もう一度意見交換をしてみたい。
＊このように率直に質問できる機会を、日産訓としてもっと増やして欲しい・・・・・・ など。
今回受講された皆さんとは、「ＭＴＰインストラクターの部屋」を活用して、引き続きチャットで質問や
情報交換をしていきますので、私どももＭＴＰインストラクターとしての能力向上のため全力でサポ
ートしてまいります。
担当講師：山口和人、府川亮一
担当ファシリテーター：生田千年雄、佐藤靖子、森山順子
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これからのキャリアと
変化対応力の育成
法政大学 名誉教授

諏訪 康雄

いた。「基本に忠実に対応する」ことこそが

1

コロナ禍の影響

すべての基礎だという真理をあらためて確認
させられた。

新型コロナ感染症の衝撃は、当初の予

パンデミックはまだ続く。その影響は広

想をはるかに超えてしまった。世界中で

く、長く、そして深く、社会経済のあり方に

１億２千万人以上がすでに感染し、270万人

尾を引くことだろう。状態が長引けば長引く

を超える死者が出ている。ごく初期には専門

ほど、人びとの意識と行動にコロナの痕跡は

家たちが「人から人へうつらない」とか「マ

残る。とりわけ若き世代は、強い影響を受け

スクには効果がない」とか「ワクチン開発に

続けよう。何しろ、10代から20代前半まで

は２、３年かかる」などと説明していたが、

の経験が終生のモノやコトの見方や価値観の

今から振り返ると、どれも誤りであった。

基盤になるというのであるから、20年後、

コロナ禍もまた、100年前のスペイン風邪

日本だけでなく世界中において、彼ら・彼女

（当時の新型インフルエンザ）の時代と同様

らが社会を動かす頃、世の中はどう変わって

に、都市封鎖（ロックダウン）で人と人との

いるか。

接触を減らし、ウイルスを排出したり体内に

コロナ後の「新しい日常」や職場の「新し

取り込まないようマスクを着用し、手指を消

い常態」は、どのようなものとなるのだろう

毒し、顔をさわらないようにするなど以外、

か。人びとのキャリアはどう変わっていくの

確たる予防法がないなんて、まったく驚きで

だろうか。疑問は尽きない。

あった。新規の感染症への対策について、ま
さしく「失われた１世紀」の感を人びとは抱
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化のあり方に驚かされてきた。例えば、ラズ

2

最先端のビジネス現場

ロ・ボック（鬼澤忍・矢羽野薫訳）『ワー
ク・ルールズ！：君の生き方とリーダーシッ

いまや飛ぶ鳥を落とす勢いのNETFLIX。

プを変える』（東洋経済新報社・2015年

コロナ禍の巣ごもりで世界中の視聴者を急拡

刊）がそうだ。タイプに違うところのある企

大させ、他社を圧倒する。コロナの激風を帆

業文化では、ブレント・シュレンダー＆リッ

いっぱいに受けたような躍進企業である。

ク・テッツェリ（井口耕二訳）『スティー

1997年創業、映画やドラマのDVDをレン

ブ・ジョブズ：無謀な男が真のリーダーにな

タルする小さな存在だった同社が、やがて映

るまで（上・下）』（日本経済新聞出版社・

画やドラマの配信サービス業へと進化し、さ

2016年刊）を読んでも、アップル創業者の

らにはみずから映画やドラマの制作に乗り出

経営者ぶりとイノベーションの発想や手法に

して、エミー賞やアカデミー賞をいくつも獲

は驚かされる。

得するほどの一大エンターテインメント企業

以前から、アンドリュー・S・グローヴ

となった。映画館での上映を前提にしないシ

（小林薫訳）『インテル経営の秘密：世界最

ネマ・ドラマ興業の大飛躍をけん引する。

強企業を創ったマネジメント哲学』（早川書

当然、同社の４半世紀の発展史に興味を持

房・1996年刊）や、同書の部下育成論を高

つ人は少なくないだろう。関係者が書いた

く評価するベン・ホロウィッツ（滑川海彦，

２冊の本に目を通してみると、将来、仕事の

高橋信夫訳）『Hard Things（ハード・シ

最先端組織はこんなようになるのだろうかと

ングス）：答えがない難問と困難にきみはど

考えさせられる。パティ・マッコード（櫻

う立ち向かうか』（日経BP社・2015年刊）

井祐子訳）『NETFLIXの最強人事戦略：自

など、興味深い本は何冊も出ている。

由と責任の文化を築く』（光文社・2018年

だが、すこぶる刺激的という意味では、

刊）と、リード・ヘイスティングス＆エリ

ネットフリックスの経営者であるリード・ヘ

ン・メイヤー（土方奈美訳）『NO RULES

イスティングスと人事担当者のパティ・マッ

（ノー・ルールズ）：世界一「自由」な会

コードが対話と試行錯誤を重ねながら形成し

社、NETFLIX』（日経BP社・2020年刊）

ていった同社の人事制度・慣行が際立つ。き

が翻訳されている。

わめて前衛的であるだけに、未来の仕事場に

一読三嘆、いたく興味をそそられる刺激的

ついて多くのことを考えさせられる。海外に

な内容を山のように含んでいる。これまで

おけるジョブ型雇用のドライさ（スペシャリ

も、シリコンバレーのIT企業をめぐっては、

スト多用、年齢基準否定、活発な転職市場、

関係する書を読むたびに、大学のキャンパス

顕在能力・成果の重視など）が喧伝され、日

にも似通った、時代の波がしらにある企業文

本型のウェットな雇用制度・慣行（ジェネラ

11

これからのキャリアと変化対応力の育成

リスト多用、年功尊重、内部労働市場優先、

い。チームメンバーもファンもそれを許さな

潜在能力・プロセスの重視など）とは大きく

い。プロのチームは勝ってこそ存在感がある

異なるといわれてきた。

のであって、その種の選手起用のミスで負け

そうしたジョブ型の典型国であるアメリカ

たのにもかかわらず、人情味があふれていて

においてさえ、ネットフリックスの働き方や

よいではないかと評価してもらえることは、

処遇方式は最先端すなわち「異端」であるら

優勝や順位が確定したのちの消化試合でもな

しく、同社の人事戦略をめぐっては毀誉褒貶

いかぎり、ほとんどありえない。それどころ

が喧しい。そのネットフリックスの話を少し

か、消化試合であっても、次代のホープであ

紹介しながら、日本のこれからの企業組織の

る若手たちにこそ試合経験のチャンスを与え

あり方について考えてみたい。

るべきだと非難されてしまうことだろう。

3

常勝軍団のプロスポーツチームとして、勝

「会社はチームであって
家族ではない」

利絶対と成長至上、成果称賛と停滞批判、タ
レント優遇と非才排除。凡庸なるフツーの人

これほど刺激的な標語はない。ネットフ

材にとっては、我がことと考えれば身の毛が

リックスは、会社は家族類似の存在ではな

よだつに違いない。だが、日常生活の一般人

く、プロのスポーツチームだというのだ。

の社会とは切り離された別世界での出来事、

チームの勝利を目指して、最高のプレーヤー

極端な異才たちによる他人事と理解している

と監督・コーチ陣を獲得しようとするプロ

からこそ、厳しい常勝軍団の掟も「夢の世

チーム。旬の時期を過ぎたベテランはすぐお

界」として受け入れられる。それどころか、

払い箱にし、伸び盛りの優秀な若手を登用す

血も涙もないような選手の起用やトレードさ

る。かつてどんなにチームのために頑張って

えも、格好の話題となってしまう。

くれたにしても、活躍していたその時々に支

4

払った報酬で「貸し借りなし」と割り切って

プロチーム的運用の現実

いるかのように、もはや成果を出せそうにな
く役立たずの存在だとみなせば、選手も監督

ネットフリックスは、最高の人材を集め、

も、コーチも補助スタッフも、さっさと辞め

細かな規則で縛らずに主体的な裁量の範囲を

てもらう。

広く認め、「自由と責任」の組織文化を行き

もちろん、年功序列など考えられない。あ

渡らせ、社員に思い切り活躍する機会を与え

の選手はチーム在籍が長くてまじめに努力し

ようとする。これにより創造性や決断力に富

ているから、あまり力量がなくてチームの勝

んだダイナミックな企業活動を推進しようと

利には貢献しそうもないけれど、そろそろス

している。

タメンに登用しようかなどとは、誰も考えな

この目的のため、①優秀人材の採用と従業
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員の解雇に責任を持ち、②職務に最適な人材

下で、日本の新卒入社者の当初離職率と同じ

の採用に努め、③必要となる職務スキルに合

くらいというほどのイメージとなる。ただし

致しない部下は進んで解雇することを、マネ

違うのは、仕事の裁量が大きく報酬も良い

ジャーに求める。より優秀な選手が採れそう

せいなどで自発的離職が３〜４％と低い一

ならば、そのレベルに達しない選手をトレー

方で、解雇という措置が８％つまり社員12

ドしたり解雇したりするプロのスポーツチー

〜13人に１人ずつが毎年クビとなる点であ

ムのように、最適な優秀人材の獲得のためな

る。

らば高額報酬を惜しまない。その費用捻出に

ネットフリックスとはどのような人事方針

当該職場の予算が不足ならば、他の部下を

の会社であるかを社内外に明示して、これを

切ってまでも原資確保することを躊躇しては

受け入れる優秀人材のみを採用し、思い切っ

いけないとする。そうした解雇の際には相応

た報酬を支払う。入社後の仕事ぶりや言動に

の手当をはずむというけれども、さぞや戦々

ついては、上司も部下もなく相互に率直な

恐々の社員も出てくるのではないか。

フィードバックを行って、日常的に個々人の

実際の運用はどうか。『ノー・ルールズ』

改善の機会を提供する。これに適応して成長

刊行前の数年間におけるネットフリックスで

し続けられれば、そう簡単には解雇とならな

は、自発的離職率（自己都合退職）が年に３

いようだ。

〜４％、非自発的離職（解雇）は同８％で

とはいえ、組織進化の段階が一歩進んだ

あって、合計11〜12％だという。確かに、

り、より適切と思われる優秀人材を採用した

年に１割強の社員が会社を去る。だが、全米

りできるとなれば、過去のいきさつを抜きに

における同時期の年間離職率の平均合計値

して、コア人材であったとしても解雇する。

（18％）よりは低く、テクノロジー企業の

驚いたことに、同社の独創的な人事制度を

13％やメディア・エンターテインメント業

作り上げるのに10年以上関わり、きわめて

界の11％との間で大差ないようだ。解雇に

大きな功績があったパティ・マッコードもま

よる離職率こそ全米平均の６％を２ポイント

た、解任されてしまう！

ほど上回るが、リストラの嵐が吹きまくると
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いうわけではないという。
年に１割余の離職率は、日本の大卒新入社

「会社は家族であって
スポーツチームではない」

員が就職後の３年間で３割ほど離職し、高卒

以上とは逆に日本では、「会社は家族で

の場合は４割ほどだとされるので、これを３

あってスポーツチームではない」といった雰

で割って１年平均とみなせば、それらの数字

囲気の企業が相当にある。100年企業が世界

とほぼ一致する。つまり、ネットフリックス

でも飛び抜けて多く、至るところに家族主義

の合計離職率は全米平均とほぼ同じかそれ以

的な組織文化と雇用慣行が観察される。長き
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社会を席巻した。

にわたっての企業存続や勤続が評価され、無
理して成果を追求したり、大きく成長したり

やがて２度のオイルショックを乗り越え、

しなくたっていいではないかという、地域に

円高ショックを経験しつつ、日本経済は踊り

根ざした人間味のあふれる堅実な企業が目立

場を迎える。人口構成は少子高齢化となり、

つ。年越しそばではないが、時代の風雪に耐

バブル崩壊後、今度は「老いる」ショックの

えて、細く長く活動していくことをモットー

時代となる。欧米諸国からの最新技術の導入

にしているかのように。

を低賃金・長時間労働でフル活用し、輸出立

そうした会社では、伝統工芸、伝統芸能を

国を図る戦略は、壁に突き当たる。みずから

はじめとして伝統が重視され、現場からのた

最新技術を研究開発し、高くなった人件費コ

たき上げと先輩後輩関係による技能継承の色

ストを吸収しつつ、高付加価値の製品・サー

彩が濃厚である。100年企業のあり方に学ぶ

ビスを独自に供給することは、実に容易でな

ことが社会での有力な組織モデルとなれば、

い。こうして平成時代以来、終わりの見えな

子飼い社員を核におく正社員制度が志向さ

い膠着状態が今に至るまで続いている。

れ、それを円滑化する新卒一括採用、仕事を

6

経験しながらの人材育成（OJT）、一定の

チーム志向の試行錯誤

職務や地位における滞留年数で次のステップ
に進むといった経験年数の重視姿勢、企業内

疑似家族的な組織運営へのあり方に対す

職務の多能工的・ジェネラリスト的な養成、

る疑念は、早くから指摘されてきた。「就

年次管理による年功序列などが、おのずと生

社から就職へ」と、企業帰属でなく職務・

まれてくる。

職業を中心とする体制に転換する方向は、

大正期から戦前期にかけて官公庁や財閥企

1950年代以来、何度も唱えられてきた。同

業の正規職員を中心に定式化された日本型雇

床異夢だったかもしれないけれど、政府も財

用慣行は、戦後は現場工員なども含めた形で

界も労働界も、こぞって職務等級制度への関

社会全体に広がる。年功主義は年齢主義の社

心を示した時期だってあった。その後も、能

会文化を基礎に当時のピラミッド型人口構成

力主義、実力主義、成果主義などと表現を変

とも符合していたし、高度経済成長は発展す

えながら、結果を出し、それに応じて処遇す

る多くの企業が社員構成の下部に次々と若手

るチーム志向の考え方は提唱されてきた。だ

人材を入れることで上の世代の昇進機会を促

が、チーム志向はせいぜい個々のプロジェク

進した。働く人びとの基礎教育水準が高い割

トチームの段階までであって、企業組織全体

に賃金水準は低く、長時間労働をいとわな

がスポーツチームのような役割分担主義やス

かったことから、海外先進国から多くを学び

ター優遇主義の制度にはどうにも移行できな

つつ、それに追いつけ追い越せの経済活動が

かった（例えば、小熊英二『日本社会の仕組
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み』講談社現代新書、2019年、濱口桂一郎

おのずから職場「コミュニティー」が存在す

『日本の雇用と労働法』日経文庫、2011年

る。日本人は理想の仕事の筆頭に「仲間と楽

など参照）。

しく働ける職場」を挙げる（例えば、NHK

現在、日本型雇用慣行の人口構成上の基盤

放送文化研究所「日本人の意識」調査、

は失われたどころか逆転し（総務省「労働力

2018年。ちなみに「専門知識や特技が生か

調査」2020年12月によると就業者の55％

せる仕事」は第３位）。「家族的」であるか

は45歳以上、国税庁「民間給与実態統計調

どうかはともかく、少なくとも職場が「良き

査」2019年によると通年勤務の民間給与所

チーム」であることを望む。日に８時間かそ

得者の平均年齢は46.7歳）、その賞味期限

れ以上を過ごす場所がストレス過剰ではた

は成長鈍化と給与所得の伸び悩み・低下にみ

まったものではない。
これまで経営の視点からジョブ型雇用を広

られるように終わったと指摘される。
コロナ禍とデジタル化・AI化などの動き

く導入してきたのは、契約社員やパート、派

は、時代の特効薬を求めて雇用慣行見直しに

遣などの非正規雇用においてであった。年齢

踏み切る企業の背中を押している。日本型の

や年功がほとんど考慮されず、処遇の低い特

男性正社員中心の「メンバーシップ型雇用」

定職務をあてがわれて、昇進昇格の機会に乏

を修正し、個の多様性を尊重して働きがいや

しいうえ、雇用が不安定な有期であることか

成長機会を生む「ジョブ型雇用」を導入しよ

ら問題視され、無期雇用化や限定正社員化な

うとの合唱が聞こえてくるようになった。そ

どの方向が求められている。人手不足の基調

う、過去の日本型離脱論が不況期や停滞期に

がこれを後押しする。

声高だったように、現在の閉塞状況にもま

他方、現在、ジョブ型化の促進は、人材不

た、何とかしたいとする期待がジョブ型に向

足がひっ迫する若手・中堅の先端職や、近年

けられている。

スペックが高まった管理職などに、議論の焦
点が当てられている。優秀な若手を採用し、

7

時代はいつも過渡期

転職を防止するには硬直的な年功序列を外れ
た処遇が必要であるし、高度化する管理職要
件のもと誰もを年功的に昇進させるわけには

大部分の人は職業に就く。仮に20歳前

いかないというのである。

後から65歳まで45年間ほど、年2000時間
（経団連2019年調査の年間平均労働時間）

そうなると、組織におけるコミュニティー

ずつ働いたとして、合計９万時間を仕事に費

的な性格を重視し、格差を少なくする年功的

やす。実際はもっと多い人だらけかもしれな

な要素に意を払ってきたメンバーシップ型雇

い。この間に３〜４回は転職するとしても、

用は、どのように変容していくものか。次の

１つの組織に10年ほど身を置く。そこには

概念図を用いて考えてみよう。
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図

メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の混成
具合にどんな変化が生まれるか？

逆に、「Ｃタイプ」と名づけた類型には、
医師、薬剤師、弁護士、会計士、エンジニ
ア、研究者などの専門職とみなされ、業務水

２形態の「ジョブ型」とボリュームゾーンの
「メンバーシップ型」（概念図）

準の高度な職務に雇われて従事する人材がい
る。多くは正社員型であるけれども、ジェネ

A

B

ラリスト型の雇用形態ではない。とはいえ、

C

これまでは、他の正社員と同様に職能資格制
度の方式がとられることが多かったし、職務
等級制度を設けていても年功要素が重視され
ることが少なくなかった。

ここが どう変わるか?

そして、両タイプの中間に、ボリューム

両極分化となるか?

ゾーンであるジェネラリスト型（職務の特定
がまるでないか、あまりない「何でも屋」）

業務レベルの水準
Aタイプには
伝統的なジョブ型

Bタイプに多い
メンバーシップ型

で雇われることが多い「Ｂタイプ」の人びと

Cタイプには
専門職的なジョブ型

（出所）筆者作成

が多数いる。
現在のジョブ型雇用移行論は、上記のＡタ
イプというすでにジョブ型になっている人び
とが主たる関心の的ではなく、高度な業務水
準にあるＣタイプの位置づけや処遇をどうす

図の横軸は「業務レベルの水準」を意味

るかに力点があるようである。

し、右へ進むほど水準が高まる。縦軸は業務

それによれば、AI技術者やデジタルサイ

に従事する人員の「量的な分布の割合」を意

エンティストなどの取り合いになっている高

味する。
「Ａタイプ」と名づけた類型には、伝統的

度な専門職人材は、他のジェネラリスト人材

な職務限定の働き方の多くが含まれる。熟練

と同様の処遇では採用できないし、まして年

を要する業務処理には職人型の人材活用があ

功序列型の処遇ではまるで相手にしてもらえ

り、それほどでない単純労働や単能工的な業

ず、採用できてもすぐ転職してしまいそうだ

務には非正規雇用が多くみられる。中小零細

から、ジョブ型で特別待遇を考えたいとな

企業の職人仕事には年功による処遇上昇の余

る。また、管理の専門職といった色彩を強め

地が限定的であり、企業規模を問わず非正規

ようとする管理職も、不向きな人や水準に達

の働き方では教育訓練も昇進昇格昇給などの

しない人を年功序列で昇格させるわけにはい

処遇改善もきわめて限られるのが大方の例で

かないので、職務定義（ジョブディスクリプ

ある。

ション）をはっきりさせて処遇方式を見直し
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たい。能力、適性のある若手は抜擢して組織

社会や最先端の動向をにらみながらも、かな

を活性化したいという。

りの期間、産業や企業ごとの多様な工夫が続

だがそうなると、厄介な事態が増える。高

くことだろう。もちろん企業外では、教育制

度専門職の処遇では従来の方式でもその領域

度、能力開発制度、労働市場制度などもま

に達している人たちをどうするか（若手優遇

た、新しい事態への対応が不可避となる。

に腹を立てて辞められては困る）、管理職の

8

制度変更では、年次管理の見直しや非管理職

能力開発と変化対応力

人材のモラールダウンなどを何とかしなけれ
ばならない。他方、若手社員や女性社員のな

以上のように展望してみると、企業や個人

かには、ライン昇進を嫌い、スタッフとし

はどうしたらよいのだろうか。

て、あるいは、スペシャリストとして処遇さ

まず、ネットフリックス型やシリコンバ

れることを望む人も増えている。その転職防

レー型の先端現場と従来型の現場との違いを

止策も考えないといけない。すでにジョブ型

考慮に入れる必要がある。現に前掲『ノー・

になっているＡタイプに対しては、働き方改

ルールズ』のなかでも、最先端企業（イノ

革の過程で、有期雇用の無期雇用化や限定正

ベーション志向企業）と従来型企業（製造業

社員としての登用などが迫られているし、従

や病院のようなミス根絶志向企業）とをはっ

来の正社員・非正社員という２分論では対応

きりと区分している。前者の最大のリスクは

が厄介な「同一労働同一賃金」という課題も

社員の創造性の枯渇であり、時代についてい

突きつけられている。

けないことであり、後者の最大のリスクは

こうして、Ｃタイプを念頭に導入されつつ

安全の確保ができないことだとして、自社

ある現在のジョブ型移行論は、やがてはＢタ

（ネットフリックス）を前者と位置づける。

イプを構成する人びとの内部構造を変容させ

後者にはコントロール（管理）と手続きが不

ていくと推測される。一方で「準Ｃタイプ」

可欠だが、前者に属する自社ではコンテキス

とでもいったスペシャリスト的ジョブ型を生

ト（組織の共有方向・脈絡）によるリーダー

じさせ、他方で「準Ａタイプ」とでもいった

シップこそが最適だとする。

職務と勤務場所と勤務時間を特定したジョブ

企業は自問する必要がある。自社はどちら

型正社員を広げる可能性を秘めている。

のタイプの業態であり、どういったタイプの

移行期においては、社内のタイプ別の人材

人材を社員に持つか。社員の規模はどれほど

育成や雇用管理がかなり大変だろうと思える

か。さらに働く個々人も、自分のキャリア形

し、職務群ごとの軋轢もありえよう。ジョブ

成に意識的になる必要がある。

型の国では、ジョブ相互間の処遇均衡をめ

創意工夫を発揮して企業目的にまい進する

ぐって、揉めることも少なくない。高度知識

優秀な人材を集めるベンチャー企業であるな
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らば、おのずとジョブ型を基礎にネットフ

を蓄積すべき点では同様であり、また社会人

リックス的な事業運営をしているかもしれな

基礎力（考え抜き、前に踏み出し、チームで

い。逆に、創業から時間がたち組織のコミュ

働く力）といったすべての基盤となる能力に

ニティー性が強固になっており、しかもミス

意識的であることも欠かせない。

が許されない種類の製品やサービスを提供し

今後、もしジョブ型への流れが強まってい

ているならば、メンバーシップ型を基本とし

くならば、会社が一方的に社員のキャリアを

つつ、研究開発部門などにジョブ型の制度と

決めていくのではなく、個々の社員との間で

運用を試みるだけとなるかもしれない。

適切な対話を重ねつつ、キャリア形成を進め

従来のメンバーシップ型をある日突然、

ていくことが不可欠となることだろう。逆に

ジョブ型に変えることは、制度的・形式的に

いうならば、会社が決定権限と責任をすべて

はともかく、実質的にはまず不可能である。

持つのではなく、社員もまた応分の意思形成

人材の処遇類型もそうである。現にネットフ

と責任を負う時代となりそうだ。

リックスだって、製造業はいわば交響楽団モ

20歳前後から70歳頃まで半世紀にわたる

デルであり、自社のようなクリエイティブ・

職業生活の展開が予想される時代に入った。

ビジネスは個人の自由な発想を大事にする

その間の時代の変化が激しくなればなるほ

ジャズバンドだと説明する。また、クリエイ

ど、また直線的でなく非連続で、思いがけな

ティブ系職種には凡庸な人材を多数雇うので

い変化が頻出するようになればなるほど、ビ

はなく、最高水準の人材に最高水準の報酬を

ジネスもキャリアも多様化が進み、選択の余

支払うけれども、仕事の質に上限がある現業

地は広がる。コロナ禍のような事態に対して

系職種には報酬を世間相場の中間あたりに設

「臨機狼狽」は論外としても、「臨機応変」

定するという。まるで野球の球団選手とス

として変化対応力を発揮するだけでなく、さ

タッフの関係、演芸プロダクションのタレン

らには「活機応変」で、変化こそを飛躍の時

トとスタッフの関係のように、である。

期、ピンチこそをチャンスととらえ、企業は

能力開発のあり方も、業界や企業の性質、

ビジネスを、働く人びとはキャリアを発展さ

職務の性質で異なってくる。ジェネラリスト

せていくようになるかどうか。これからの能

もスペシャリストも、それぞれの業務・職務

力開発の基礎には、何よりもこうした姿勢が

の基軸となるコア知識・技術技能・経験など

不可欠となるに違いない。
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会議の準備 （再掲）
会議を主催するには、会議の計画を立てて、準備します。
その場合は、参考１：
「会議リーダーチェックリスト（例）
」
を参考にしてください。実際に作成、記入しない場合でも、
このような観点が必要であることを理解してください。

一般社団法人

信頼関係の形成︵９︶

連載／ﾏﾈジﾒﾝﾄ入門

４. 会議（後編）

会議運営の手順
会議の準備が、適正に行われて初めて実際に会議を円
滑に運営することができます。会議運営の手順は以下の
通りです。
１．導入する
スムーズに導入するために、まず参加メンバーの気持ちを
楽にさせるなど、ウォーミングアップをしてから、会議の
課題をはっきり示し、その課題に関係する必要な情報やデ
ータを説明して、会議の目的を明らかにします。
＊テーマ、目的をはっきりと説明する
＊会議の到達目標を明示する
＊会議の手順と進行予定を明示する
２．意見を引き出す
次に、討議すべきことがらに基づいて、各参加者の意見を
質問によって順序よく引き出します。
＊どの視点からの意見や情報が必要かを明確にする
＊適切に質問を組み立てる
＊４つの質問技法を活用して。出席者全員に発言させる
ように働きかける
＊脱線しないように、討議を整理、修正する

日本産業訓練協会

３．結論に導く
皆から出された意見や考えや情報を、比較したり、区
別したり、結合したりして、参加メンバーの意見や考え
を、順を踏んで結論へ導きます。
＊対立する意見は、相互の理由まで掘り下げたうえで、発
言を整理する
＊検討する事項と、その評価基準を持つ
＊少数意見も適切に扱う
＊討議に基づいた結論にまとめ、大多数の同意を得るよう
にする
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４．まとめる
最後に、会議全体をまとめます。同意の得られた
結論を、もう一度ふりかえってみます。
＊討議された項目を確認する
＊達した結論を再確認する
＊会議の結果、やるべきことと役割について同意する
＊出席者に謝意を表する

多くの場合、組織の管理者が、会議リーダーを担当するの
は、会議の結果そのものも管理者の責任であり、その巧拙
が、メンバーの管理者に対する信頼感に影響するからです。
会議の反省
ここでは、先ほどの会議の反省検討の方法を紹介します。
これは、日本産業訓練協会の「会議運営法」の研修等で実
施している方法です。通常の会議ではここは実施しません。

では、実際に会議を開催してみましょう。テーマと
して一例を上げます

参考２：
「会議の反省・評価表」で、反省検討をします。
このシートによる反省検討の進め方は、シート上部に記載
しています。
つぎは、グループで反省・検討する場合の目安
①検討の進め方説明
：3 分
②個人ワーク／集計／個人傾向：5 分
③グループ内発表、相互転記 ：3 分
④グループ集計・グループ傾向：2 分
⑤食い違い検討
：8 分
⑥各グループ傾向発表
：2 分
自分の感じ方と他メンバーの感じ方の違いを実感するように導く。

会議テーマ例 ： 管理者が、 会議の運営を、 適切に行
わなければならないのは、 なぜでしょうか？
グループに分けて、このテーマで 15 分程度の会議を
行わせてみます。
（回答例）
＊管理者が会議のリーダーである
＊会議の巧拙が、組織目標の達成に影響する
＊会議参加者の情報、能力を生かせる機会である
＊会議を通じて、信頼関係を構築できる機会である
＊会議（討議）の結果を発表させる。

なお、このシートの五つの項目については、通常の会議の
進行中も、意識しながら会議を進めるとよいでしょう。
ま と め

会議は、管理者が計画を立てたり、指令をよく理解、徹底させたり、統御したりする場合、また、特定の問題について、
関係者間の調整を行うときなど管理のプロセスの全般にわたって、よりよく、よりたやすく、全員の意見を統合して、結論
に到達するための有効な手段となります。また、会議の場で所属員たちと話し合うことは、よき信頼関係を築き上げること
に大きく貢献します。
「三人寄れば文殊の知恵」の格言どおり、会議は単に集団的コミュニケーションの場であるだけでなく、出席メンバー
がそれぞれの意見を発表する過程の中で、新しい考えや結論を生み出す力を発揮させる場でもあります。これは会議が
もつ「知」の側面ですが、会議の持つ意味は「知」的側面だけではありません。
会議は、出席メンバーの感情や心的態度の交換の場、あるいは精神的対立の解消の場などにもなりえます。これは
「情の整理」の場と理解することができ、会議の持つ「情」の側面を表しています。また、自己中心的な利害やセクショ
ナリズム的思考や思惑に立っていた出席メンバーが、会議の進行する過程で、より高次の、組織目標や課題への指向態
度や意欲を持つにいたることも期待できます。これは、
「意」の整理・統合の場としての会議の意味であるといえます。
管理者は、会議は手間ヒマの割には成果が上がらないなどということではなく、会議が持つこのような意味と機能を、
十分に念頭に置いて、会議は、その本来の役割を十分に発揮するよう、これらの活用に配慮します。その際「会議のコス
ト」についても十分な配慮を払わなければなりません。
といって、管理者が会議を活用して、のぞましい会議をおこなったということだけで、その任務を全うしたことになら
ないのは、もちろんのことです。会議で導かれた結論が、その後職場または関係部内において、正しく実践され、所期の
成果が収められているかどうかが大事です。したがって管理者は、これらの状況をフォローし、評価し、必要があれば、
さらに管理のプロセスを進め、新たな会議を開催しなくてはなりません。
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参考１：会議リーダーチェックリスト（例）
１
２

何が問題となっているか？
（困っていることは何か）
管理上の目的は何か？
（どうなってもらいたいの
か？）

３
４

会議で取りあげるべきものか？

７
８

９
10

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
○

Yes

全員に関係するので、会議にかける

No

会議のテーマ

記録メディアの保管方法の改善について

会議の目的

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

議では、何について、どの様な

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

ことを決め、共有できれば良い

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

のか？）

６

多く、事務効率化の障害となっている

再検討

（会議での到達目標は何か？ 会
５

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

会議の型

バーを決めること
伝

達

指
探

○

問題解決

精神浄化

導

意思統一

儀式的

求

情報連絡

アイディア発想

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

参加者

正規メンバー全員（派遣、パート、嘱託を除く）

開催日

２０ＸＸ年１月１７日（ ）

時間帯

14：00～15：00

所要時間

60分

場所

部内、第２ミーティングブース（３階）

参
加
者

当日持参資料

12

主

事前周知事項

催

事前配布資料

の紙ベースの書類保管基準

13

者

当日手持資料

記録メディアの種類と特徴

14

会議実施分担

11

記録メディアの種類の一覧、今後の保管方法

準備項目

データ、実物など

記録メディア保管の不統一による問題事例の実際現在

直近６ヶ月の記録メディア使用数
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
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参考２：会議の反省・評価表
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◆講師紹介

※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、柳沼昌孝講師・森山順子講師のお二人です。

初めまして。非常勤講師の柳沼昌孝です。
現在、ＭＴＰを中心とするマネジメント研修を担当しています。
以下、最近の思いなどをお伝えできればと思います。
これまで
私は新卒で旧国鉄本社に入り、分割民営化のタイミングでＪＴに転職して20年弱。その後情報
関連の会社に移り、数年前にＪＴ同期で既に日産訓で活躍していた友人から声をかけられ、現在
に至っています。
振り返ると、国鉄入社当時から能力開発や元気な職場に関心がありました。また、ＪＴでは研修
講師（そこでＭＴＰに遭遇！）や人事部での人材開発を経験し、前職の会社も当初は人材開発担
当での入社でした。改めて、自分は底流でずっと人材開発に関心を持ちながら歩んできたと思い
ます。一方、その間３０年近く様々な部門で管理者を経験し、迷いながらやってきました。
そして今、講師としてここにいます。大変ありがたいと思うと同時に、研修に参加される皆さんが
日々業務に真剣に取り組み、また悩んでいらっしゃるのを目にすると、少しでも力になれたらと強く
思います。
ＭＴＰについて
研修の準備で毎回手引書を読み返しますが、そのたびに奥深さを感じます。さらっと書かれている
言葉が、別の部分と深く関わっていることにやっと気づいたりするのです。その改定の歴史を思うと、
ＭＴＰは、アメリカからの原型と新たな経営理論の「不易」に当たる部分を、当時の産業界を代表する
第一級の人々が、日本を良くしたいとの熱い思いで、日本に適合するよう磨き上げた英知の結晶だと
感じます。まさに戦後日本のマネジメント研修の基盤として、日本経済の復興・発展の礎にもなったの
でしょう。
ところが、「日本的経営」がもてはやされた時代を経て、次第に多くの企業がＭＴＰから離れていきま
した。曰く、「ＭＴＰはもう古い・・・」。しかし、それはＭＴＰの中核である「人間性の尊重」を実践・実現し、
それを乗り越えてのことなのでしょうか。私は当時の日本的経営が本当に優れていたのか若干疑問に
思います。例えば、長時間労働を是とする経営は、「社員を尊重する」というＭＴＰに込められた先人の
思いを達成できていたのか？真の日本的経営の実現は未だ途上なのかもしれません。
最近私は研修の中で、「メンバーにとって、チームはいわば小宇宙、管理者はその”神“にも匹敵する
存在。メンバーの幸不幸は管理者の皆さん次第。ぜひ良いマネジメントを実践して頂きたい」と申し上
げています。今、コロナ禍にあって、日本の経営はもがいています。その行く末は未だ不透明ですが、
全体がどうであれ、管理者のマネジメント次第で、少なくともそこで働くメンバーの日々の生活は輝き
得ると思います。
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人材育成に関する基本的考え方、そして担当者の方へのお願い
私はＪＴの研修担当の頃から、「人が変わる、成長する」ためには本人の本気が必須で、研修
は「きっかけに過ぎない」と思っていました。そのため、どうすれば受講者の皆さんが、研修の中
で、自らこう変わりたいと心から思い、実践に踏み出す後押しができるかを考え続けてきました。
先日、「内発的動機づけ」の研究で著名なエドワード・L・デシの本を読みました。そこには「他者
をどのように動機づけられるか？」との問いは誤りである。最もパワーのある動機づけは本人の
中から生まれる。それゆえ「どのようにすれば他者が自らを動機づける条件を生み出せるか？」
と問うべきだと書かれていて、「我が意を得たり」の思いでした。
現在私の研修では、受講者の皆さんに、なるべく多く自分を振り返る機会を設けるようにして
います。そして、最後には「職場で明日から何をするか」の行動計画を作成して、自分と研修仲
間に宣言していただいています。皆さんは、自分で決めた明確な行動目標を持って、職場に戻
ります。
けれども、今のところ私のできるのはそこまでです。行動の変容・定着のためには、一定の習熟
期間がどうしても必要で、職場で本当に実践し続けられるかどうかが鍵です。
そこで僭越ながら、受講者を送り出す担当者の方にお願いです。受講者の社内での実践をサポ
ートする仕組み作りを、ぜひご検討いただければと思います。
今後に向けて
最近仕事と趣味が近づいているようです。読書は私の趣味の一つですが、近頃はＭＴＰに取り
入れられた先達の著書を少しずつ読み進めています。今、特に関心があるのは、ドラッカーが
「管理の予言者」と評したＭ.P.フォレットです。
その思想は本当に素晴らしく普遍的と感じますが、現在の日本でも未だ実現できていない。
それが実現できたら、日本の職場がどれほど快適になり、組織全体の成果も上がるかと思います。
そうした様々な知見を研修に取り込み、できる限り分かり易く、実践に向けて皆さんに届けられ
たらと考えています。そうして、多くの受講者の皆さんが自ら選択した課題に取り組み、自分を
変え、自分の人生を楽しんでいただけたら素敵だと思っています。
そんな皆さんの伴走者になれればと思います。それが私自身の喜びです。
これからも、多くの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
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森山 順子

１９８４年 三井金属鉱業株式会社 入社
１９８９年 株式会社新学社 入社 代理店営業及び代理店スタッフ研修に携わる
２０１８年 日本産業訓練協会 非常勤講師

日産訓講師になった経緯
２０１１年フリーの研修インストラクターとして独立した際に、日産訓のＴＷＩ―JR研修を受けたのが
最初です。九州事務局長のⅠ講師に「面白い研修があるから受けてみない？」と誘われ、ワクワクし
ながら参加しました。 受講したら、本当に面白い！
特に「部下が考えていることは、正しいにせよ、間違っているにせよ、とにかくその人とっては事実である。」
という言葉に納得したのを覚えています。その後日産訓の様々なプログラムに惹かれ、TWI全てのイン
ストラクター研修、及びMTPのインストラクター研修と受講し、日産訓の講師をすることとなりました。
日産訓での担当講座（公開講座、講師派遣で可能な研修）
＊ TWI―JR、JI、JM、JS 及び MTP研修
＊ リーダーシップ研修、チームワーク研修、コミュニケーション研修
＊ キャリアデザイン研修
人材育成に関する自分の基本的な考え方
「人は生涯を通して成長し続ける存在である」
これは、成人発達理論の基本的な考え方です。何歳になっても、死ぬまで人は成長し続けていきます。
また、成年後期（４０歳～６４歳）は、「知識や経験を次世代に伝え、新しいものを生み出すことで、次世
代を支える」というのが発達課題です（エリクソン）
つまり、この発達課題を獲得すると、実りの多い良い人生をおくることができる。自分らしく、人生に価値
を見出し、社会に向かってますます開かれていくということになります。なので、まずは、人を育てる喜びを
通して、自分が成長できるリーダーを作りたい。それこそが私の人材育成に関する基本的な考え方です。
リーダー研修をすると、「若手が指示待ちになって動かない」「中堅に当事者意識が足りない」そんなご
意見が聞かれます。しかし、果たして、そうでしょうか？
「メンバーを育てたいですか？」「どのように育てたいと思っていますか？」「そのためにあなたは何をしたい
ですか？」 そして、さらに「メンバーを育てるのは楽しいですか？」 そして、「ご自身は仕事が楽しいですか？」
そんな問いかけで、ご自身を振り返っていただきたいと思っています。
スキルや知識は現場でも学べます。ですがご自分を振り返るというのは、日常の中では難しいことです。
だからこそ、研修の場を通して、振り返っていただき、自分のリーダーとしての軸を作っていただきたい。
組織の成長には、自分自身の成長が不可欠だということを改めて感じていただき、自分の成長と組織の成長
のつながりを見ていただき、さらには、自分の人生を振り返ってみたときに、「リーダーをやっていてよかった。
私の人生は満ち足りた楽しい人生だった」と思ってもらえる。そんな方を少しでも増やしたい。そんな思いで
日々登壇しています。
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これまでの講師活動で印象に残っていること、受講者や企業の研修担当の方々に望むこと
講師活動の中で一番印象に残っている研修があります。
ある企業様で、女性向けのキャリアデザイン研修をやった時のことです。その企業様は９：１の割合
で男性が多い企業様でした。女性活躍推進法が施行されて、女性にも何か研修をということで女性
向けの研修を依頼されました。キャリアデザイン研修ということでしたが、その狙いは、「女性社員
のキャリアアップと次世代の管理職登用」でした。２年間つづけて、年間４回の研修を行いました。
すると、その中から、一人の管理職ができ、次期管理職候補も２名、そして、そのほかのメンバーも
様々な資格を取得されたりと実りの多いものになりました。
それはなぜか？多分に企業様の関わり方が大きかったのだと思います。
研修を研修のみとして終わらせるのではなく、制度の変更に始まり、それぞれの受講者のつながりの
場の提供、そして研修で出した課題のフォロー、各管理職の方の関わりなど、細やかな配慮のもと、
２年間が進んでいきました。研修を行っても、現場に戻れば、日常の繰り返しになります。そうなれば、
その日常に埋もれてしまいます。ですので、そこをしっかりフォローしていただくことによって、精度の
高いものとなりました。
研修は私たち講師だけが行うものではなく、受講生だけが行うものではない。そして会社だけが行う
ものでもない。皆がそれぞれが協力して作るもの。ぜひ、協力しながら、良いものを作っていきましょう。
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
今回のコロナ禍は人とのつながりのあり方を大きく変えました。特に管理職とメンバーのつながりの
あり方を大きく変えました。これまでのように、現場で仕事を見ながら、指示をすることができない。
ましてや細かいフォローをすることができない。これまで現場で良しとされていたスキルを使うのが
難しい。そんな状況だと思います。
受講生の一人にこんな方がいました。「リーダーからのメールがとてもそっけないものに思えるのです。
なので、常に何か自分が間違っているかもしれないとか、リーダーから“これくらい理解してろよ”と言わ
れているように思うのです」と。
きっと、リーダーは、そんなつもりでメールをしているつもりはないのでしょう。しかし、メンバーはそう
思ってしまうのです。通常のコミュニケーションが取れにくいゆえの誤解が生じるのです。
これからのリーダーは「伝える力」をもっと磨く必要があると思います。そして、その「伝える力」の源に
なるのは、リーダーの思いと愛情です。日産訓が伝える「人間性の尊重」を軸に、もっとリーダーの思い
と愛情を大事にする研修を行っていきたいと思います。
オフタイム、趣味、その他（家族、ペット・・・）
オフタイムは、犬の風太君と遊ぶこと。
風太君は、トイプードルのオスで今年４歳になりました。
甘えん坊で散歩好きの風太君、しょっちゅう、仕事の邪魔をします。
ですが、かわいくて仕方がありません。
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新型コロナウイルス感染拡大は、人材育成・研修の関わる者にとっても、未曽有の激震を
もたらした。感染防止対策として、人の間で三密を避けソーシャルディスタンスを取ること
を強く求められる中で、その正反対ともいえる集合研修業務は、企業でも学校等教育機関
の現場でも、中止ないし大きな制約の下で進めざるをえなくなった。
その対応として、インターネットを利用しての「オンライン研修」が一挙に脚光を浴びることに
なった。昨年春の緊急事態宣言発令後は、企業の人事にとり、出勤者数を減少させるテレ
ワークとオンライン会議・研修等は必然となり、その準備と迅速な実施に追われた。
ほぼ1年が経過し、ZOOMやTEAMSなどの会議システムソフトの便利さや簡便さが知れ
渡り、ビジネス界にだけでなく個人や家族間においても、電話と同じように使われる状況が
生まれている。
本書は、コロナ禍以前から、早期に研修の場でオンラインを使ってきた多くの実務家のノウ
ハウを、事例を交えて惜しげも無く提供している。すでにオンライン研修を実施している教育
担当者、今後オンライン研修についての利点・問題点を理解した上で、教育研修をどのように
企画・実施すべきか検討している人事部門の方々にとって、肚落ちする情報を提供してくれる。
「あとがき」に述べられているように、コロナという「黒船」によりもたらされたオンライン研修
という「手段」が、研修のマイクロラーニングやパーソナイライズ化に進み、一人でも多くの人の
育成の質を高める「新たなモデル」を創る「波」を生みつつある。
読みやすい文章と図表を多用した構成で、目次を見て問題意識や関心のあるテーマを
どこからでも読み始めることができるものとなっている。企業の研修者に手に取ってもら
いたい一冊として紹介したい。
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やっと、正確かつわかりやすい「新型コロナとワクチン」に関する書籍が現れた。
この本は共著であるが、ウイルス学、免疫学の専門家の峰氏と編集者の山中氏の対談形式の
ため、口語体で素人にもわかりやすい内容となっている。
第１章の新型コロナの基礎知識、第３章のワクチンへの期待と不安など、専門書では極めて
難解な部分も 「対話」 を通じて、素人の素朴な疑問にわかりやすく答えている。
インフルエンザと新型コロナの相違等は理解されているようになってきたが、我々一般人が
当たり前だと思い込んでいる内容はどうだろうか。
例えば、免疫について、
１．自然免疫 ・・・ なんのウイルスでも、細菌でも異物を攻撃する（食べに行く）仕組み
マクロファージ、インターフェロン、NK細胞、等
２．獲得免疫 ・・・ 一度かかった病原体の免疫記憶によって個別に対応する仕組み
組み合わせ方は １ 無料大数 (１０の68乗）以上ある。
これには、さらに２種類ある。
① 液性免疫

細胞の外にいる病原体を攻撃する
特定の病原体＝抗原に結合し、その活動を抑える・・・ 抗体
病原体を破壊し、自然免疫を活性化する ・・・・・・・・・・ 補体

② 細胞性免疫 病原体が感染した細胞を攻撃する ・・・・・・・ T細胞、B細胞
なお、どちらの免疫も、人は生まれながらに持っている。
このように理解している一般人は多くはないと思われるが、医療界では当たり前のため、今ま
で説明すらなかったのではないだろうか。
また、PCR検査は 「感度」 （陽性者を陽性と判定できる割合、約70％）や 「特異度」 （陰性者
を陰性と判定できる割合、約99％）から、「陽性か陰性か見分ける」 には適さないが、「陽性と疑
わしい人を判定する」 には向いている。だから、全員に一斉検査をすることは医療従事者は決し
て望まない。
最後にワクチンの効用について。ワクチン接種した後でも、新型コロナ対策を継続しないと、かえ
って爆発的に蔓延する恐れもある。ワクチンを接種しても絶対に「うつらない」、「うつさない」では
ない、ということは自覚したい。
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