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テレワーク時代にマネジャーが求められるもの

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

日本産業訓練協会 専務理事・事務局長 和栗 安広

＜コロナ禍で進んだテレワーク＞

2020年春に顕在化した新型コロナウイルス感染禍は、瞬く間に全世界を巻き込むパン

デミックとなった。わが国においても感染の拡大防止を図るため、人と人との接触機会を減

らし、ソーシャルディスタンスを保ちながら、さらに人の流れを減ずるために緊急事態宣言

等による強い政策・規制が打ち出された。その一環として、企業側には通勤を極力減らす

ことが要請され、テレワークが推奨された。

2016年頃から、女性や高齢者等多様な人材の就業を促し、国全体での労働生産性向上

を目指す「働き方改革」が進められている。その一つとして「テレワーク」普及も論議され

ていたが、今回のコロナ禍がその推進に堰を切ることになった。

東京都が都内の従業員30人以上の企業を対象に調査(2021年4月)した結果によれ

ば、対象企業のテレワーク実施率は56.6％であり、社員の49.8％が参加し、週3日以上

のテレワークが51.8％と、かなり実施されていることが示されている。他機関の調査でも

同様の結果が出ており、テレワークは一般的な用語としても認知されてきた。

コロナ禍がもたらした社会経済への変化と影響には甚大なものがあるが、いずれ感染が

収束するとしても、社会経済にもたらされた変化はコロナ以前に戻らないことは容易に推測

される。当然、テレワークもポストコロナ時代において後戻りすることはないであろう。テレ

ワークには様々なメリット・デメリットがあるものの、企業みずからがそのデメリットを減少さ

せ、生産性を高める方策を創り出していくことが求められている。企業における働き方、マネ

ジメントの仕方もテレワークへの変化を前提としなければならない。

注：本稿では、管理者は「マネジャー」と呼称し、職位での管理職、監督職、主任

などを含む広い概念とし、一般的に部下と言われる指揮・命令を受ける立場の人を

「メンバー」とする。また、職場に出勤しての就業を「職場ワーク」とする。

＜テレワークのメリットとデメリット＞

テレワークが、1年以上の間企業規模の大小や業種を問わず広く実行されたことで、その

良さと問題点も次第に明らかになってきている。

１．メリット

テレワークの就業者側のメリットは大きいといわれる。通勤時間が不要となり、場所的、時

間的自由度が高まり、ワーク・ライフ・バランスを考慮する多様で柔軟な働き方が可能となっ

た。育児・介護などの制約が軽減され、女性の活躍推進・継続就業もより容易となる。また
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企業側にとっても、可能となる多様な働き方により優秀な人材の確保をしやすくなるととも

に、賃借料を始めとするオフィス関連費用や通勤費・出張旅費等の経費削減につながり、

生産性の向上も期待できよう。

２．デメリット

一方で、デメリットも顕在化してきている。テレワークをするのはIT機器ではなく生身の

人間である。職場ワークと同様の身体的、精神的状態で、継続的に生産性のより高い就労

ができるであろうか。特に、コミュニケーションの不足により、組織としての一体感やモチ

ベーションが低下することが心配されている。

一般社団法人日本経営協会が本年3月に発表した「先進技術を活用した業務革新状況

実態調査」（民間企業の課長級以上の社員等1,200人の回答結果）によれば、テレワークや

在宅勤務を実施したことで発生した問題が（図表－１）に紹介されている。それによると、

「十分なコミュニケーションが取れない」「労務管理が困難である」「人事評価が困難で

ある」など、 マネジャー(管理者)としての悩みや戸惑いが浮き彫りとなっている。

（図表－１） テレワークや在宅勤務を実施したことで発生した問題（複数回答）
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＜マネジャーの戸惑い・悩み＞

近年若年層の間で、「昇進」を望まない、特に部下をもつ管理職になりたがらない者が

増えてきているといわれている。会社・上司から求められる様々な職務達成課題に応える

ために心身とも酷使しつつ、一方でともすればわが身中心の部下達と日々格闘する上司・

管理者の姿を身近に見て、同時にかつてほどには一般職との処遇差が乏しい管理職になり

たがらないことも理解できよう。とはいえ、就職競争を乗越え、希望の企業や業種に就職し、

社会や会社のために自らの力を存分に発揮しつつ指導的立場に就いて、やりがい、生きが

いのある会社人生を送りたいと考える若い人達もまた多い。

有為な人材として選抜され活躍が期待される管理・監督者やその候補者を育成支援し、

その悩み・戸惑いを減じていくことは、企業の経営トップ及び人事部門にとって重要な役割

であり、経営戦略である。テレワーク時代にマネジャーの役割はどう変わるのであろうか。

＜マネジメントの基本とテレワーク＞

テレワークでも職場ワークでも、基本的にマネジャーとメンバーの関係に変わりはない。マ

ネジャーが、マネジメントの原理原則を肚落ちするまで理解し、日々業務を遂行する上で、そ

の基本を実践すれば、状況の変化に応ずる最適なマネジメントを進めることができるであろ

う。当協会が70年にわたり実施しているMTPマネジメント研修プログラム（Management 

Training Program）はまさにその原理原則を学ぶものとなる。内容の一部を紹介しなが

ら、テレワーク下でのマネジメントを考えていきたい。

１．マネジメントとは

MTPでは、「マネジメントとは、組織の目的・目標を達成するために、あらゆる経営資源を

経済的、効果的、効率的に活用し続けること」と定義している。

「組織の目的・目標」は、マネジャーが所属する企業、部門、グループなどが業務運営の指

針とするものであり、一般的には年度計画等で明文化されている。「あらゆる経営資源」とは、

人・モノ・金・情報等だが、中でも重要かつマネジメントが難しいのが「人」である。なぜ難し

いのか。それは「人」は無限の可能性を秘めている反面で、マネジメント活動上障害となる

可能性も持っていることにある。メンバー個別に、マネジャーとして向き合っていくことが、テ

レワーク下でもマネジメントの肝であり、そこにやりがいも生まれよう。以下、マネジメントを

「仕事」と「人」の二つの側面から整理してみたい。

２．仕事のマネジメント

組織の目標を達成するためには、管理のサイクルであるPDCA（Plan-Do-Check-

Action）をスパイラルに循環させ、より高いレベルの成果を追求していくことが基本となる。

MTPでは、そのプロセスを計画、指揮・命令(指示)、統制、調整（マネジメントのプロセス：

Plan-Command-Control-Coordinate）の4つのセッションで解説している。

このプロセスの各局面において、テレワークと職場ワークでは、どこが違うのであろうか。

重要なポイントは、どちらにおいても「正しい認識・理解」と「共有化」が確保できるか否かで
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ある。伝える内容は同じであっても、職場ワークでは、「阿吽の呼吸」「空気を読む」「背中で

示す」等の表現にあるように、定量化・明文化しないでも、大きく逸脱することなく「場」の共

有化が図れ、仮に逸脱が生じても互いが容易に気づきやすい面がある。仕事がどこまで進

捗しているのか、目標とは違った方向に行っていないか。テレワークの場合、タイミングよく

双方で「確認」をすることが極めて重要になる。これは労を要することであり、かなり意識し

て具体的な手順を定め、頻度や時間等を指定してのメール交換、オンライン会議・面談が必

要となるだろう。さらに、マネジメントのプロセスはフォローが重要となることは論を待たない。

マネジャーの時間的・精神的負担感は、職場ワークに比べかなり大きいだろう。

３．人のマネジメント

テレワークでは、「人のマネジメント」は一段と重要となる。MTPでは、組織における人間

行動には3つの側面があるとする。すなわち①受身的・道具的側面、②動機的・態度的側面、

③合理的・認知的側面である。堅い表現を砕いていうと、人は、①マネジャーから、命令・指

示を受けて受け身で仕事をする側面、②メンバー自身の価値観や目標と組織（マネジャー）

が求めるものを一致させようとしながら仕事を進める側面、そして③メンバー自らが担当業

務における意思決定者、問題解決者として行動しようとする側面の、異なる3つの側面であ

る。マネジャーは、組織における人間行動にはこうした違いがあることを認識した上で、当該

メンバーの能力、意欲、仕事の内容や状況によりマネジメントする必要性がある。一律的な

管理では良い成果に繋がらない。テレワークにおいては、離れていることで、メンバーが3つ

の人間行動のうち、どれを主柱として就業しているのか把握することが、職場ワークに比

べてかなり困難になると思われる。マネジャーとしての意識的、継続的取組みが成否を分け

るだろう。MTPでは、その取り組みに欠かせない「人間性への理解」について、様々な角度

から解説を試みている。

また、「メンバーの育成と啓発」も職場ワークと異なる困難さがある。これまで、わが国の企

業での教育研修はOJTが重要な育成手段となってきたが、オンラインでの研修は従来のや

り方でのOJTをそのまま継続することはできないであろう。一人ひとりのメンバーの現有能

力と育成の必要点を把握して育成計画を作成し、実施する上ではオンライン研修、よりポイ

ントを絞った集合研修、個別指導、自己啓発を組合せながら進め、その成長の結果を丁寧

に評価する。数値的に客観的で合理的な説明がなければ、メンバーの納得・承認は得られ

ないだろう。

したがって、今まで以上にマネジャーの負担は増すことになる。重要な経営戦略として、

IT・DXを活用して効率的・合理的に収集されたデータをもとに、所属部門の総務および本

社人事部門が連携して、現場マネジャーを支援する取り組みが欠かせない。今求められて

いる自発性、創造性を重要視する人材開発戦略において、テレワーク時代の人材育成は、

人材の情報インフラと実施方法の巧拙より、企業間で大きな差が生まれると思われる。

４．組織力を高める

「場」を共有しないテレワークの難しさの一つに、チームメンバー間でのコミュニケーション

がある。IT関連、財務・経理・法務など専門性が高く、単独でも仕事がしやすく、数値や論理
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が明示できる業務はともかく、企画・営業・現場での改善活動など、意見を闘わしながら各

自のアイデアを引き出し、皆の納得・合意のもとに方針を決定し、チームとしての方向性を

共有化した上で、それぞれが担当する分野で力を発揮していくような業務運営においては、

テレワークで進めることのハードルが高い。すでに先進的な企業が一旦テレワークを推進し

たものの、マイナス面が顕在化した結果、一部を職場ワークに戻した例も多くある。

しかしながら、今回のコロナ禍が収束したとしても、海外を含めてテレワークによる遠隔地

間の協業は一層活発化するであろう。デメリットを軽減するため、全員が集まる出勤日を設

ける等の対応がなされているが、テレワークを前提としたチーム作りをどうするかは今後取

り組むべき重要かつチャレンジングなテーマであろう。5GなどのIT技術の進歩が新たな解

決策を提供するかもしれない。すでに、ゲームの世界ではネット上での協業が進んでいる。

チーム作りはMTPの主要なテーマの一つとなっている。

５．指導者としての成長

マネジャーがマネジメントの原理原則を理解し、様々なハウツウを知識として学ぶことは可

能である。しかし、メンバーから信頼され、その力を結集し、業績を上げていくには、知識だ

けでは十分でない。指導者として、メンバーが尊敬できる「人間力」を身に付けていなけれ

ばならない。

「AIは人間を超えるか」等の議論が盛んにおこなわれているが、知識の量・論理的思考で

はすでに人間を超えている分野があることは、囲碁・将棋の例で明らかである。しかし、AI

は「人間力」を持てるだろうか、「人間力」を評価するのも人間である。誰もが初めからマネ

ジャーではなかった。マネジャーにふさわしく成長していくのである。どうしたらその人間力

が身につくのか。

マスコミ等に登場する優れたリーダーの多くは、「これまでの人生に無駄はなかった。すべ

てが学びだった。若いときは部下として仕事をする、中間管理者になっては上下の言い分・

立場を理解し、よりよき道を探す。そして、社会やお客様との様々な葛藤を乗り越えて、今

の自分がある。」といった自己成長の過程があったことを語っている。マネジメントはジョブ

（職務）である。それは生まれながらに備わった才能ではなく、真摯にまねび、学ぶことによ

り磨かれて身に付く後天の能力ともいえる。学び続けることの重要性がそこにある。

＜テレワークマネジメントで留意すること＞

テレワークにおいてメンバーに対するマネジメント上の配慮で、以下の2点に関心が寄せ

られている。労働時間とメンタルヘルスだ。

１．労働時間

職場ワークとテレワークでは、労働時間管理にどのような違いがあるのか。メンバーの業

務内容に変わりがないのであれば、勤務の場所が事業所でないだけで、労働時間であるこ

とに変わりはない。しかしマネジャーがそれを的確に把握できるがどうか。

労働時間の問題は、法的厳密性を受けやすい分野である。これまでも、無数の法廷闘争

が繰り広げられてきた。「はたらく」ことの意義には個人差があり、「労働時間」か否かの判断に
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曖昧性が伴いがちである。テレワークでは、上司の「指示」「承認」の明確な記録が不可欠と

なる。双方にとり、「曖昧さ」は後日の紛争の原因となる。

労働基準法では、労働の多様化に対応し、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間

性、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制等の複雑な規定が用意されているが、

現場ではその運用の難しさがたびたび指摘されている。

テレワークにおいては、働き易さを優先する中にあっても、始業、終業、休憩時間、中抜け

時間等の労働時間の把握と、就業の場所が、自宅、サテライトオフィス、移動中(モバイル端

末)等で異なることにより、職場ワークとは次元の違う労働時間管理が求められる。制度上

およびIT上の整備は、人事部門に求められる重要な役割であろう。

２．健康管理

勤務場所が自宅の場合、課題の一つはメンタル面での健康維持であろう。通常職場ワー

クであれば、仮にメンタル面での不調が現れた場合、周囲の者が気付き、専門家等の受診

も早期に対応できる。テレワークの期間が長い場合、対応の遅れが懸念される。組織として、

定期的にチェックをする仕組みが必要であろう。

また、メンバーの執務環境も千差万別であるが、マネジャーにその理解・認知が最低限

求められる。さらに執務時間中であれば、労働災害が法的に適用されるし、サテライトオフ

ィスとの往復での事故も通勤災害の対象となりうる。いずれにせよ、マネジャーはプライバ

シーを考慮しつつ、メンバーの執務実態を知っておかねばならない。

＜より良い職場運営を目指して＞

テレワークと職場ワークでのマネジメントに大きい違いがあるとは言えない。しかし、空間を

共有することで得られていた、視界に入るメンバーの行動、メンバー間で交わされる会話、外

部からの電話応対など、メンバーからは反対にマネジャーの行動・言動など、意識せずに得ら

れていたものが、相互に意図して求めないと得られないことは大きな違いであろう。 テレワー

クに関するアンケートで必ず取り上げられる「コミュニケーションの重要性とその実現の難し

さ」は、大きな課題となる。

本来、コミュニケーションはそのベースに、当事者間の「信頼関係」がなくては成り立たない。

ではその信頼感はどこから生まれるのか。MTPでは、メンバーに対し人間としての尊厳を

もって接し、その存在を認める、「心のコミュニケーション」を重要視している。

現在のグローバル市場経済は、企業規模の大小にかかわらず国内外での競争を強いてい

る。その厳しい競争に勝ち抜くためには、人事処遇制度も変革され、M&Aなどの企業組織の

離合集散が日常茶飯となっている。就職した企業において自分を認め、育て、活躍の機会を

与えてくれる企業運営、人事政策、そしてそれを具体的に体現するマネジャーに、信頼が置け

てこそ、職場ワークとテレワークに関わりなく、仕事において成果を上げうるコミュニケーショ

ンが培われ実現する。にわかに普及したテレワーク勤務が、企業という人間集団のなかで、こ

のテーマの持つ意味を明確に意識させていると思われる。後戻りのないIT時代であればこそ、

人間信頼に基づくマネジメントの原則を学び、変化に対応できる新たな方法を創り出し、日々

実践していくことが求められる。マネジャー達と彼らを支援する人事担当の役割は大きい。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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皆様こんにちは、日本たばこ産業株式会社の小松と申します。

私は2017年2月にMTPインストラクターの資格を取得して以降、約4年間にわたり社内にお

いてMTP研修を実施してまいりました。

主な対象者は国内たばこ営業部門の新任マネジャーですが、その他にも各署からの要請に

基づき、次期マネジャー候補者や一部グループ企業のマネジャーを対象にMTP研修を実施して

おります。昨今はコロナの影響により計画どおりの開催は困難を極めますが、そのような状況下

においてもMTP研修の重要性から、様々工夫を凝らしながら開催を継続しているところです。

さて、このような状況の中、昨年9月から今年の3月まで全11回を通じて開催された「ＭＴＰ

インストラクター・オンラインフォロー研修」に参加させて頂きました。本研修に参加した目的は、

インストラクターとしての技量アップと、他企業・他業種の方達との情報共有です。

私自身、4年間で50数回ほどMTP研修を実施してまいりましたが、やはりMTPは奥が深く、

やればやるほど説明の難しさや自分の理解が不足していることに気付かされます。今回の研

修は、このようなインストラクターとしての悩みや課題を解決する良い機会となりましたので、

本誌をお借りして私なりの感想を述べさせて頂きたいと思います。本研修が継続開催される

ことが前提となりますが、もし同じような課題を感じている方がいらっしゃれば、次回受講の

検討材料にして頂ければ幸いです。

まず、初めにインストラクターとしての技量アップの点ですが、今までは言葉・説明文の真意

を理解しないまま進めていた（流していた）部分が多くありました。例えば、第1セッション＿第

1節の「人間行動の3側面」の説明です。

特に「合理的・認知的側面」の「組織における合理性の限界や革新活動など知覚・思考過程のレ

ベルでマネジメントを考える」とは具体的にどういうことなのだろうか、どのように説明すれば

受講者達は理解してくれるだろうか？とか、また第13セッション＿第2節の「ヘッドシップとリー

ダーシップ」（シート集P129）では、リーダーシップは「職業に応じて必要条件が異なる」と説明

していますが、職業によってリーダーシップの発揮の仕方やスタイルは変わるかもしれないが、

必要条件は本当に変わるのだろうか、そもそもリーダーシップの必要条件とは何を指している

のだろうか、等々です。

MTPインストラクター・オンラインフォロー研修を
受講して感じたこと・思ったこと

日本たばこ産業株式会社
セールスグループ 営業管理部 小松 馨
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このように、理解不足の部分が数多くあるわけですが、今回の研修はセッションごとの事前ア

ンケート（疑問点や不明点等）に基づき、受講者同士で意見交換した後、ＭＴＰ－Ｉのコンダクタ

ー（府川講師、山口講師）から説明・アドバイスを受けるという方式でしたので、前述のような細

かいところまで理解が促進されましたし、自分のみならず他インストラクターから出た質問等を

議論することで、新たな気付きや知識を得ることもできました。

毎年開催されているMTP研究会にも参加させて頂いており、他企業様の実施事例も色々と

学ばせて頂いておりますが、自分の中では、その前提として自分自身のインストラクターとして

の技量を如何に高めるかが課題でしたので、そういう意味においても今回の研修に参加して

本当に良かったと思っております。

また、日産訓講師から今回研修内の議論が次回改訂への示唆に繋がったと仰って頂けたこと

も大きな喜びです。そういう意味においては、フォロー研修という名称にはなっていますが、決

して経験の浅いインストラクターのみではなく、経験豊富なインストラクターの皆様にも参加して

頂き、後輩インストラクターの育成とともに、MTPの一層の進化に携わって頂ければ更に意義

のある研修になると感じた次第です。

2つ目に他企業・他業種の方との情報共有についてですが、今回は弊社以外から2名のインス

トラクターの方が参加されました。普段は社内のインストラクター同士で実施内容の共有や勉強

会を実施している状況ですので、どうしても思考の幅が狭くなりがちです。よって今回、他企業

のお二人とご一緒できたことは、私のみならず本研修に一緒に参加した同僚インストラクターに

とっても良い刺激になりましたし、新たな気付きも得ることができました。今の技量では自社内

でしか通用しない、もっと外に目を向けて自己啓発しなければ一人前のインストラクターにはな

れないことを改めて実感した次第です。先程も申し上げたとおり、MTP研究会でも他企業・他

業種の方達と情報交換することは可能ですが、主旨が実施方法の共有であり、MTPの内容そ

のものを深く議論する場ではありませんので、今回の研修に参加し、他企業のお二人と議論で

きたことは大きな収穫となりました。お二人にはこの場をお借りして改めて御礼申し上げます。

また、どのような変遷を経て現在（13次版）の説明（文）に至っているのか、MTPで伝えたい

真意はどこにあるのか等、過去の資料まで遡り調べあげ、分かり易く解説頂いたコンダクター

のお二人、ご自身の経験・事例を交えながら議論を促進して頂いたファシリテーターの皆さま

にも改めて感謝申し上げます。この6月に実施した社内MTP研修において、今回の学びを実

践し、また一つポケットを増やすことができました。まだまだ先は長いですが、全14セッション

を一つのストーリーとして語れるようになるまで精進していきたいと思います。

今、弊社は大きな転換期を迎えております。来年4月には会社・組織も大きく変わり、また多

くの仲間がJTを去ることになるでしょう。それでもなお厳しい状況が続くことに変わりはなく、

まさに生き残りをかけた事業運営・組織運営が求められております。激しい環境変化にパン
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デミックが拍車を掛けています。このような状況下において企業を存続・発展し得るのは、

やはり「人」だと信じています。まさに「企業は人なり」であり、人財育成なくして存続・発展

はあり得ません。先行きが見えない中、またこの環境変化のスピードに適応し成果を出し

続けるためには、如何に自立／自律的に考動できるメンバーを育てるかがキーであると

認識しております。

当然ながら会社としても人財育成に対して相応の投資を行っておりますが、人財育成は

本当に難しく、特に価値観が違う世代に移り行く中、多様性を受け入れ、更に自立／自律

性を促すことは至難の業だと感じております。ここ数年でマネジャーの世代交代も急テンポ

で進み、育成能力の高いマネジャーが減少してしまったことも大きく影響しています。だから

こそMTPが益々重要な位置づけになってきています。

世代・価値観（人生観）が変化しているからこそ、人間行動の原理・原則（不易）を理解した

上で接しなければ、自立／自律的に考動できるメンバーを育てることは難しいと思っており

ますし、適切な接し方（コミュニケーション）を通じた信頼関係をベースとした組織運営が実

現できなければ、持続的な成果創出は困難だと思っております。私がJTに在籍できる時間

は残り少なくなってきましたが、一人でも多くのマネジャーにMTPの真意を伝え、次世代に

繋げていって頂くことを切に願っている今日このごろです。

最後になりますが、MTPのインストラクターとして、まだまだ精進が必要ですので、今回のよ

うな研修、他企業の皆さま達との交流の場を設けて頂くとともに、引き続きのご指導を日産訓

の皆様にお願い申し上げ結びとさせて頂きます。今回この様な機会を与えて頂いたことに対し、

心より感謝申し上げます。

▲ MTP-I コンダクター
山口和人

▼ MTP-I コンダクター
府川亮一

日本たばこ産業株式会社 ▶
小松 馨 氏
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５月３１日～６月５日のＴＷＩ－ＪＳトレーナー養成講座は、当初、弊協会の教室で対面により実施

予定でした。しかしながら、東京都の緊急事態宣言が延長されたため、受講予定の皆様の意向を

確認したところ、３名の受講希望がありましたので、急遽、Ｚｏｏｍを使用したオンラインに変更し

て実施しました。

受講後、それぞれがトレーナーとして講座を実施する際は対面で実施できるように、講師は東京

神田の弊協会教室からホワイトボードを使い、ボードを映す外部カメラをパソコンに接続して、対話

するときはパソコンのカメラで、板書するときは外部カメラに切り替えて、呈示と解説を行いました。

また、受講者にも、ホワイトボードに板書する練習ができるように、それぞれの会社の会議室など

静かな環境にホワイトボードを用意していただき、対面のトレーナー養成講座に近い実習環境を準

備していただきました。

弊協会では、ＴＷＩのトレーナー養成講座をオンラインで実施する場合は、３日＋３日のカリキュ

ラムを基本にしていますが、今回は当初日程の対面のカリキュラムの通り、６日間連続の実施とな

りました。こまめに休憩をとりながらの実施でしたが、やはり後半は受講者も講師も、対面の研修

に比べて疲労感が大きいと見受けられました。またオンラインにつきものの回線トラブルも数回

発生しましたが、ライブ視聴できない箇所は録画で対応するシステムサポートをとりました。

トレーナー養成講座をオンラインで実施するときに課題となるのが、離れた場所にいる受講者同

士でトレーナー役と受講者役を担当する「受講者の問題」への対応です。ＪＳの場合は、トレーナー

役のホワイトボードに災害連鎖の板書を、受講者役のホワイトボードに事故の状況図を板書し、両

方の画面を見ながら進行することにより、対面に近い実習を行うことができました。

しかしながら、カメラを通した板書の字は対面に比べると見づらい、あるいは事前にまとめて資

料を渡されるため、その中から講師が指示する１枚を探すのに時間がかかるなど、受講後に課題

となる感想をいただきました。講師の視点では、やはり画面を通して受講者の表情から理解度を

確認することが難しく、声をかけて確認する工夫が必要で、対面に比べて相互確認の時間がよ

り必要と感じました。今後のオンライントレーナー養成講座の改善に活かして参ります。

今回、オンラインで実施して感じたことは、やはりトレーナー養成講座は対面で実施した方が効率

も効果も高いということです。とはいえ、現在のコロナ禍の状況のもとで、弊協会の教室で受講した

くても会社の方針で出張できない受講者も多くいましたので、私どももオンライントレーナー養成講

座の質と効率の向上をはかり、来年度以降もオンラインのトレーナー養成講座を年１回程度は継続

する計画です。

コロナ感染対策の一環として、対面で実施する講座は受講者数を絞って運営しているため、キャン

セル待ち等で皆様にはご迷惑をおかけしております。対面で安心して受講していただける環境が

早く整うことを期待しております。 （事務局）
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6月18日（金）16:00から東京神田の産訓本部において一般社団法人日本産業訓練協会

第67回定時総会を開催いたしました。

開催日が緊急事態宣言の期間中となったことにより、オンラインでの開催となりました。

会員現在数129名の過半数を超える出席者93名（委任状提出者を含む）を得て、総会は成立

いたしました。本人出席者の通信状況の確認、開会挨拶の後、以下4件の議案の報告、決議が

行われました。

①２０２０年度事業活動報告

新型コロナウィルス感染の拡大により、公開講座、講師派遣の中止が相次ぎました。一方で

顧客の要望に応え、オンラインによる公開講座、講師派遣に取り組みました。

『産業訓練』誌は、コロナ禍のため取材が困難になったこと、経費削減を図らざるを得ないこ

とにより、9月号をもって休刊といたしましたが、新たに「産訓コロキュウム」と命名したコラムを

2021年1月、協会ホームページに設け、情報提供を続けています。

ＭＴＰ研究会もオンラインにより開催し、事例紹介や意見交換を行いました。

②２０２０年度決算の承認について

事業収益が前年に比べほぼ半減したことから、産訓誌の休刊、研修室の一部返却等の経費

削減に努めたものの、約1400万円の赤字決算となりました。その結果、2021年3月末の正

味財産残高は、5721万円余となりました。

本議案は賛成多数で承認されました。

③２０２１年度事業計画・予算の報告

今年度は、新型コロナウィルス感染の影響が未だ見通せないなか、事業継続を図ることを優

先に収支を均衡させる手堅い事業計画並びに予算といたしました。

要望の多いＴＷＩトレーナー養成講座は、2020年度集合形式の講座がほとんど中止となりま

したが、2021年度はオンラインでも開催できる体制を整えます。

また、公開講座と講師派遣のいずれも、コロナ禍の推移や顧客からの要望に応じ、オンライン、

集合形式のどちらでも対応できるよう準備を進めていきます。

④役員報酬支払額について

本議案は賛成多数で承認されました。

今年度は、オンラインによる初めての開催となりましたが、トラブルも無く終了いたしました。

なお、2021年度に入り、計画していたＴＷＩトレーナー養成講座オンラインコースについて、ＪＩ（仕

事の教え方）とＪＳ（安全作業のやり方）は既に実施し、ＪＲ（人の問題の扱い方）についても3回開催

の予定です。集合形式を含めた各講座の開催状況は、追加開催を含め、弊会ホームページで随時

公開・更新して参りますので、ご参照ください。
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第 １ 節 　 リーダーシップとは

　管理者（マネジャー）は、これまで研究してきた内容を十分に

消化し納得して、完全に身に付け、それを縦横に駆使・活用する

ことが大切です。

　しかし、マネジャーとしてそれだけで十分でしょうか。マネジ

ャーとして職場のメンバーを率いて、マネジャーとしての責務を

全うするためには、さらに「良きリーダー」たるためにどうした

らよいか、ということも十分にわきまえておく必要があります。

これがすなわち「リーダーシップ」の問題です。

　ここでは、マネジャーとして心得るべきものとして、良きリー

ダーたるための「リーダーシップ」について研究します。より良

きマネジャーを目指しての努力は、一面良きリーダーシップの追

求でもあるからです。

リーダーシップとは

リーダーシップとは、一般に「リーダーとしての行動様式」と

して理解されています。まず、「リーダーに見られる特徴」から

研究します。

リーダーシップの特徴

　（歴史上あるいは現在、ビジネス分野を問わずあらゆる分野

で）  リーダーシップがあると呼ばれる人たちには、どのよう

な特徴、特性がありますか？

 ・明朗 ・温厚　 ・闘志  ・説得力　 ・おもいやり

・誠実  ・体力　 ・大胆  ・気配り　 ・おおらか

・気力  ・寛容　 ・健康  ・楽しい　 ・聞き上手

・強引  ・粘り　 ・参謀  ・包容力　 ・ワンマン

・信頼  ・冷静　 ・細心  ・厳しい　 ・カリスマ

・賢い  ・勇気　 ・配慮  ・気高い　 ・先見性

等々

VOL.38

１.リーダーシップ
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良い管理の実現（１）

　これらには、個人として持つ資質、能力、性格など

（＝ヒューマンパワー）と、制度上与えられる権力（＝ポ

ジションパワー）などが含まれています。

　これらは、リーダーシップがあるといわれる人の特性

・特徴です。しかし、これらの特性・特徴をすべて備え

ている人は、ほとんどいません。また、「他より勇敢だ

から、誠実だから」といって、必ずしも良いリーダー

であるとは限りません。

リーダーシップの本質

　今皆さんが挙げた特性・特徴とは別の観点から、

「リーダーシップがある」という人には、共通点を

見出すことができます。それは何でしょうか。

　確実に言えるのは、何らかの結果を出したという

ことです。複数の人の力を結集して結果を生み出し

たために、「リーダーシップがある」と判断される

のです。特にビジネスの世界では、「リーダーシッ

プがある」といわれるために欠かせないのは、組織

の目的・目標を何らかの形で達成したことなのです。

マネジメントする目的は 「組織の目的 ・ 目標を達

成する」 ことですから、「組織の目的・目標」を達成

できていなければ、先にあげた特性・特質を備えて

いても、「リーダーシップがある」とはいえません。

リーダーシップについては様々な表現がなされて

いますが、一般的には、集団において、メンバーに

対して、より著しい影響を与えていて、それが持続

している場合に「リーダーシップが存在する」とい

われています。

　つまり、リーダーシップとは、リーダーがリーダ

ーらしい特定の地位や権限を有するということでは

なく、集団のメンバーが一定の状況下で、特定の目標

の実現に向けて、意識的に他のメンバーに働きかける

「影響力」のことです。

　このように、リーダーシップとは、１つの集団現象

であり、集団が存在するところに（従って、家庭でも

スポーツや政治などの世界でも）リーダーシップは生

まれます。

　しかし、ここではマネジャーのリーダーシップを研

究するので、もっと限定して、組織のリーダーとして

のマネジャーが、特定の目的を達成するために組織目

標を明示し、メンバーの一人ひとりに達成すべき任務

を与え、かつ、メンバーに任務達成のために働きかけ、

「影響力」を及ぼし、また、彼らの欲求・期待に応えつ

つ十分な動機づけをし、組織を効率的に運営し、その

目的実現に努力するプロセスであるといえます。

　マネジャーのリーダーシップは、単なるリーダーと

しての行動がなされるだけでなく、その行動の結果と

して、所定の仕事が実現され目標が達成されて、初め

て良いリーダーシップが発揮されたものと判断されま

す。すなわち、マネジャーのリーダーシップについて

は、プロセスだけでなく、目標を達成したかどうか、

つまり結果の良し悪しが大切であることを忘れてはな

りません。

　マネジャーとしてリーダーシップを効果的に発揮す

るということは、共通の活動目標を示し、達成すべき

任務を与えて、かつ、メンバーに任務達成のために働

きかけ、「影響力」を及ぼし、また、彼らの要求・期待

に応えつつ十分な動機づけをして目標を達成することで

す。そのためには、今まで研究してきた諸事項を有効

適切に、全般的な視野の上に立って活用しなければな

りません。
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連載・マネジメント入門

ヘッドシップとリーダーシップ

　部長、課長、係長といったような役職者が、「制

度的な権威」のもとにメンバーを統制して、組織

を共通の目標に向かわせることを「ヘッドシップ」

（首長型）といいます。これは「ポジションパワー」

による統制ともいいます。

　しかし、「ヘッドシップ」だけでは組織の中に本

当の融合は生まれません。メンバーは表面だけの

服従をしますが、メンバーも利己的な行動をとる

だけで、組織の士気や能力向上・啓発の意欲は弱

くなるばかりです。

　しかしながら、ポジションパワーに加え、個人

として優れた資質、能力、性格など（「ヒューマン

パワー」）を持ち、全体のためを考える度合の強い、

つまり、組織の存立と、繁栄と全員の幸せの視点

からマネジメント行動を行う指導者には、メンバ

ーは大きな信頼をよせます。強い使命感・責任感

で率先実行する指導者にはメンバーは心服してつ

いてきます。このように組織の成員が自発的に、

かつ積極的に支持をするような指導者が果たす働

きを「リーダーシップ」と呼びます。

マネジャーとして良いリーダーシップを発揮すれば、結果として、その組織（職場）はどのような状態
になると思いますか？

（１）　組織の目的・目標達成のために、マネジメントプロセスが適切に実行され、あらゆる経営資源が
効果的・効率的に活用されている　　　　　　　　　　　　　　　　――マネジメントプロセス

（２）　組織の存立と繁栄のための問題解決と創造が常になされている――問題解決とリスクマネジメント
（３）　人間行動の原理・原則に基づいた対処が適切に行われ、組織と個人の高い勤労意欲（モラール）が

形成されている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――信頼関係の形成
（４）　メンバーの能力開発と態度形成が、組織の目的・目標達成につながっている　　――育成と啓発

以上が、リーダーシップの発揮によって、到達できる組織の状態です。

リーダーシップの３つの異なる視点

（１） 職業に応じて必要条件が異なる

官公庁、製造業、サービス業、病院さらにはマス

メディアなどのさまざまな職業に応じてリーダーシッ

　　プの必要条件が異なる場合があります。

（２） 要求されるリーダーシップは職制に応じて変化する

組織においては、職制が上がるにつれて、リーダー

シップの形態も徐々に変化していきます。社長に要

　　求されるリーダーシップへのアプローチは、現場の

　　主任に要求されるものとは著しく異なっています。

（３） 時代の社会的、 技術的環境の変化に伴って漸進的

に変化する

どんな地位においても、時代の社会的、技術的環

境の変化に伴って、望まれるリーダーシップは、

何年にもわたるような漸進的な変化が存在します。

リーダーシップに関する見解の誤謬

（１） 軍隊組織でのリーダーシップ

臨戦状態の戦闘部隊では、産業界の管理とは共通

する要素が少なく、管理の概念・方法は、全く異

なります。臨戦状態の戦闘部隊における管理は、そ

のまま産業界の管理に適用できるものではありません。
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良い管理の実現（１）

（２） 偉人伝記分析からのリーダーシップ

伝記は、偉人の生きた時代の基準ではなく、それ

を研究する研究者の時代の基準によって判断、

解釈してある場合が多いのです。時代の基準

を超えて適用できる原理は重要ですが、方法

論の有効性は、状況との相関で異なりますの

で鵜呑みにはできません。人間的資質につい

ては、伝記作家の解釈を通しての事実であり、

真実とは限りません。

リーダーとその役割

１． リーダーに共通する仕事の仕方

（１）何らかの方法によって、「鏡に自分を映す」

自己点検を行い、正しいことより人気のある

ことに走り、下劣で薄っぺらなことに手を染

めるという、落とし穴に気をつけている。

（２）「何をしたいか」ではなく「何をしなければ

　　 ならないか」からスタートする。

（３）「組織の使命とは何か」「この組織が成果とし

　　 て出すべきものは何か」を考えている。

（４）「自分には何ができるか、何を行うべきか」を

　　 考える。ニーズと、自分の強みや得意とする

　　 ものとの適合性を考えている。

（５）メンバーの多様性を受け入れ、自分のコピー

などを求めない。メンバーに対する好き・嫌い

など微塵もなく、仕事の成果、水準、質につ

いては大変に厳格である。

（６）メンバーの強みを恐れず、そのことを我がこ

とのように喜んでいる。

（７）口先だけでなく、実際に行動する人である。

２． リーダーとしての特徴

（１）目先の短期的視点のみでなく、長期的視点

も踏まえて思考する。

（２）帰属集団内での視点ではなく、その集団が属する

　　 より大きな組織や集団外の状況、グローバルな傾

　　 向を現実との関連性で把握する。

（３）影響力は、直接管轄する組織や集団の境界線を越

　　 えた広がりを持つ。

（４）ビジョン、価値観、モチベーションなどの具体的

　　 に目に見えない要素を重要視し、無意識的要素の

　　 重要性を直観的に理解する。

（５）多元的な集団内の対立的要求に対処できる政治的

　　 技術を備えている。

（６）常に変化する現実に対応しながら、既存の構造や

　　 プロセスを改革しようとする。

様々なリーダーシップの考え方

リーダーシップについては、考え方によって

◎ 変革型リーダーシップ

◎ サーバント ・ リーダーシップ

◎ セキュアベース ・ リーダーシップ 　等々

　様々なリーダーシップがあります。

　詳細については割愛しますが、興味のある方は調べ

ていただければ幸いです。

リーダーシップをこのように理解すると、ここで出て

くる大きな課題は、リーダー自身が真の意味で「自分自

身を知る」ことの必要性です。人間はややもすると、他人

の欠点を見つけ出し、それを批判する反面、自分のことを

分析し、反省することはなかなかできません。

リーダーたるものは、ソクラテスの言葉「汝自身を知れ」

を改めて噛みしめて、自らを振り返る必要があります。

なぜなら、そこからあなたのリーダーシップの基礎が築

かれるからです。
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◆講師紹介

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

1953年生まれ（巳年・蟹座）神奈川県出身

1972年 キヤノン株式会社 入社

2018年 日本産業訓練協会 非常勤講師

好きな有名人 石川 遼、 竹内まりや

ものづくりは家の庭から

独楽・竹馬・竹の紙鉄砲・木の刀などが、子供の頃の遊び道具です。家の裏山から竹や木を

切り出し自分で作っていました。家の庭に小屋がありノコギリ、金槌、ヤスリ、ドリル、バイスな

ど色々な工具が揃っていました。刃物や工具の使い方を父から教わりました。その小屋の中

で暗くなるのも忘れて遊び、道具作りや壊れたラジオなど分解・組み立て遊んでいる子供時

代でした。

父は横浜港ドックで造船の仕事をしていました。父のアドバイスもあり、物作りがやりたくて

工業高校機械科に進学しました。

頑張っているといつも誰かが応援してくれた

会社入社の動機は、[カメラ]というわけでなく［精密機器］というものを作ってみたいという

気持ちからでした。配属職場ではカメラレンズ研磨の担当となりました。レンズ加工は作業者

の腕前が品質、出来高にハッキリと現れるもので、繊細で難しい作業でした。しかし、レンズ研

磨作業は自分の性格にあっているようにも感じていました。上司・先輩の御指導（技能・技術

面）により、徐々に仕事を任されるようになってきました。

３０歳半ばで職場を任されましたが工場移転があり、今までいた熟練従業員から殆ど新人

従業員に入れ替わったことで、監督者としての未熟さを思い知らされることになりました。

部下の教育がうまく進められない。部下の成長を待つ余裕が持てず、想いは責める気持

ちばかり。カラ回りの状態でした。

そんな時、上司より指導（一喝）いただきました。『監督者として覚悟を持て』 『机に座る勇気

を持ちなさい』 『職場全体をよく見なさい』 そして『お前が部下一人一人にどうしてもらいたい

かをはっきり話しなさい』 等々でした。それからは、先ずは自分の監督者としての能力をUPさ

せて行く。焦らず出来ることをひとつひとつ、一人一人に向き合って進めて行こうと決めました。

※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、篠田清講師・佐藤靖子講師のお二人です。

篠田 清
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COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

ものづくりからひとづくり

４０歳で人材育成部門に異動となりました。業務はレンズ加工全般・工具製作・光学

基礎などの実務研修指導員、新入社員向けの基礎技能指導員（機械加工・測定・製

図）などです。又、海外工場（ローカル従業員）での研修も担当することがありました。

人に教える仕事でしたが、自分の知識・技能そしてPOWER（情熱）がサビ付かない

よう、ブラッシュUPそしてSKILL WIDE・UPを必死にやりました。

苦労もありましたが国内・国外と色々な場所に行き、様々な人々と仕事をさせて頂

く機会を得て、大変贅沢な時間を過ごさせて頂きました。

日産訓では、会社退職後の2018年から非常勤講師をさせて頂いています。担当は

TWI－ＪＩ 10時間講座、TWI－ＪＩ トレーナー養成講座です。

講習会を行うに際して心掛けているのは

◎受講者の皆さんと一緒に進めること

◎ 受講者皆さんが質問・疑問を言いやすい雰囲気を作ること

◎ 約束を守ること です。

ＪIトレーナー養成講座修了者の皆さんへ、僭越ながらアドバイスを言わせていただく

ならば、社内でTWI-JI講習会を担当するに際し、まずはご自身の部下の人々に《用意

の仕方・教え方の４段階》を使って仕事を教えてください。

ご自身がTWI―JIの実践者になってください。

皆様のご活躍を楽しみにしております。

私の朝のルーティーン

・電気ポットに水を入れスイッチオン

・ドリッパーにフィルターセット

・コーヒーを大さじ1杯入れる

・カップをお湯で温める

・熱湯をゆっくり注ぐ

・コーヒーを飲みながらBS１海外ニュースを観る

私はワクチン接種を６月末に無事、済ませました。

今できることは、家族との時間を楽しむ、平日午後の散歩。

皆様お体大切にしてください。
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佐藤 靖子

1986年 ブリヂストンフローテック株式会社 入社

2001年 株式会社プロネット 入社 クライアント企業の人材育成に携わる

2010年 独立 「オフィス・サトウ」の屋号で講師業務を開始

2014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

九州事務所講師のS氏から紹介を受けて、講師派遣でプレゼンテーション研修をしたのが日産訓

九州との出会いでした。その後、九州事務所の生田所長に勧められ、WSTCやTWI、MTPの各トレ

ーナーを取得しました。TWIの中で最初に受けたJRは衝撃的でした。人の問題を4段階法でシステ

マティックに解決できるなんて！そして、それ以上にTWI、MTPともに人間尊重が根底にあることが

私に響きました。

日産訓での担当講座（公開講座、講師派遣で可能なテーマ）

＊ TWI―JR、JI、JM、JS 及び MTP研修

＊ マネジメント、ダイバーシティ・インクルージョン、チームワーク、コミュニケーション、プレゼンテーション等

人材育成に関する私の基本的な考え方

「能力のない部下（人）などいない」 、研修をする上で大切にしている信条です。

私のライフワークでもある職業訓練校の話をします。受講者は全体的にリテラシーを高める必要の

ある人たちです。彼らの多くが学習することに抵抗感を持っており、政治や経済、労働問題等に興味

関心を寄せる人はごく少なめ。授業初日は「少しでも条件の良い会社に就職する」ことにのみ視線が

向いていて、マクロに物事を見る力は乏しい状態です。

ですが、条件の良さだけで就職先を選ぶと失敗しやすくなります。一見自分には関係のないように

見える社会的な問題についても、関心を寄せることが大切。そこでグループ討議をし、興味関心を持

ってもらうことから始めます。

最近取り上げたテーマには「選択式夫婦別姓をどう思うか」や「少子化を食い止めるためには」など

があります。下は18歳位から上は65歳位までの、学歴も経験も家庭環境も違う多様な方々の集まり

です。最初は恐る恐る、慣れてくると様々な意見が飛び出してきます。他者の意見を聴いて「そういう

考えもあるのか」と目から鱗を落とす方が多いのは言うまでもありません。

ごく最近は「2050年には世界人口が20億人増となる。どのような危機が考えられるか」の問いに、

すぐに「食糧危機」という答えが返ってきました。さらに「では食糧危機を克服できる会社には絶好の

好機では。成長企業に入りたい人が多いと思うが、どのような業種が今後伸びると思うか」と、彼らの

『就職』という課題に絡めて問うと、表情が真剣になり、「農業（生産者）」「肥料メーカー」「水を引いて

畑にできる会社」「農耕器具メーカー」「種の会社」など、次々に素晴らしい回答が寄せられました。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

そう、彼らは考える力はあるのです。ですが、その使い方や鍛え方を正しく学んでこなかった、

教えてもらう機会がなかっただけなのです。社会で起きていることを理論立てて解説し理解させ

れば、自分ごととして興味を持ちだし、自ら答えを導き出します。

私が職業訓練校で授業をするのは１コース4ヶ月中6日間だけですが、最終日には大半の人が

「もっと勉強したいです」とわざわざ言いにきてくれます。コースとは関係のない秘書検定の勉強

を始め、準1級を取る人や、卒業後に一般社団法人を立ち上げた人もいます。これだけ伸びる人

たちを、それまで雇っていた企業ではなぜ伸ばせなかったのでしょうか。部下（人）には必ず伸び

る力があることを、すべての上司たちに信じていただきたいし、そのような上司を増やしていきた

い思いでいっぱいです。

これまでの講師活動で感じていること、受講者や企業の研修担当の方々に望むこと

最近事に感じるのが、若い人たちやマイノリティーの感性や考え方に学ぶ姿勢が必要だという

ことです。この場合の「若い人」は20代前半です。社会に出て２～３年もすると、その会社の風土

にすっかり馴染んで周囲に合わせてしまい、奇抜で斬新な考えが浮かびにくくなるからです。

これまでの日本企業の多くは同質性の高い一部のメンバーたちによって組織運営されてきまし

た。そこに「多様性」はなく、マイノリティーの意見は排除されてきました。GAFAのように多様性を

重視し、女性も、LGBTqも、国籍も関係なく、個人を個人として尊重し登用する。このような柔軟

な考えが日本企業には不足し、だからこそ停滞しています。そして、古い世代ほどこの柔軟性に乏

しくなる傾向が高いのも事実。ですから、柔らかい考え方のできる新卒をはじめとする若年層に、

その意見や考え方、感性を学ぶ謙虚さが年長者には求められると思います。もちろん、私自身も。

世界は信じられないようなスピードで変化しています。受講者だけでなくサポートする企業の担

当者や上司こそ、このスピードに乗り遅れないでほしいものです。

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

先日観たニュースで、テレワークをしている社員の4割強が「上司との関係性が向上した」と回答

していたのにはうれしい驚きを感じました。上司側が親身にこまめなコミュニケーションを図ってい

たようで、ほっこりしました。一方において「関係性が悪くなった」と回答した社員も2割弱いて、「サ

ボっていると思われたら」「相談しにくい」などと悩んでいるようです。コロナ禍、テレワークにおいて、

上司力がますます求められるようになったと言えるでしょう。

研修自体もオンライン化が増加の一途です。オンラインならではの良さもあるので、それらを活か

したコミュニケーション、上司のあり方を一緒に考えていきたいものですね。

オフタイム

筋トレにすっかり夢中になっています。ランジ、プランク、スクワット、継続するうちに正しい姿勢で

回数や時間をこなせるようになり、達成感をこの上なく感じられます。現在、皮下脂肪を17％台にす

るために頑張っているところです。
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1年を超えるコロナ禍に遭遇して、テレワーク促進など働き方改革の論議が高まっている。

その中で、日本の雇用は「メンバーシップ型」が一般的であるが、これからは「ジョブ型」に

替えていくべきとの声が大きくなっている。著者は、「ジョブ型が何たるものか、素人もプロ

も全く理解していない」と断言し、人事世界の「脱日本型雇用」論議が、30年前と変わって

いないと雑誌の古い記事の引用で例証している。「スペシャリスト」、「成果基準と成果評価」、

「コンピテンシー」、「職責・役割等級」等の用語が一時脚光を浴び、そして消えていった。「流行

ものを追う人事スタッフを毛嫌いする」とまで著者は言う。

著者は、大手メーカーを経てリクルート社で実績をあげ、現在、政府審議会委員や大学で

の特任・客員教授を務める雇用ジャーナリストである。本書での主張は明快であり、日本の

人事・雇用制度の数々の問題点？の裏にある真実の姿を浮き彫りにしている。その中で、人

材の育成については、携わる事業によって、A・B・Cの3つのTypeがあり、それに適合した

キャリア形成をすべきであると説いている。すなわちType Aは業界知識やノウハウなどを

長年かけて積み上げる必要がある大手メーカー・メガバンク・商社等、Bは業界知識やノウ

ハウなど2年程度で習得可能な不動産営業やEC系セールスで、リクルートなど人材系ビジ

ネスも含まれる。Cは中小企業に多いTypeといえる。当然、Typeによって育成も人事制度

も異なるべきであり、「流行もののモノマネでは人事も雇用も動かすことができない」と明言

する。

多くの社員が、頑張れば「誰もが(昇進の)階段を上がれる」との良き時代の幻想は、現下

の経済社会環境変化の中で変革が迫られている。50歳大卒男性正社員でも半数以上が

課長になれない現実がある一方で、女性の雇用拡大が進み活躍の場も広がる。昇進の階

段を上がらないでWLBを重視する男性や女性が子育て後に再び階段を上がろうとする、

それぞれが選択できる人事制度とすべきであるとする。その解決策として、キャリアの途中

で、日本型雇用から欧米型雇用へと「接ぎ木」する仕組みが望ましいと著者は提案している。

企業人事の理論と現場に精通した著者の問題整理は説得力に溢れる。経営者や人事担当

役員に読んでいただきたい本として紹介する。

『 人事の組み立て ～脱日本型雇用のトリセツ～』

著 ： 海老原 嗣生

刊 ： 日経BP

価格 ： 1,700円＋税

◆書評（BOOKS）
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そもそも「ウイルス学」の専門家は、人間対象の「医師」ではなく、「獣医」であることを寡聞

にして知らなかった。人間対象の医師は「人体に悪影響のあるウイルス」の「感染学」や「免

疫学」を専門としている。換言すれば、ウイルスはそもそもあらゆる動植物に寄生・共生して

いるが、人体に影響があって初めて人対象の「医師」の守備範囲になる。

筆者も大学の友人の医師たちに話を聴いたが、ある感染症の専門医から、「獣医さんの話

を聴いた方がいい。」と言われて初めて知った。

----------------------------

獣医の私たちが、医学のウイルス学の教科書を見ると、「えーっ、人間に感染するウイルスっ

て、こんなに少ないの？」という思いがします。お医者さんが勉強するウイルスの数は、獣医が

勉強するウイルスに比べるとはるかに少ないのです。・・・（中略）・・・その中には、変異してヒトに

感染するようになったらパニックになりそうな、恐ろしいウイルスがいくつもあります。

・・・・・・・本文Ｐ24

----------------------------

著者は人間の医師でもあるが、長く獣医でウイルスを研究していたので、コロナウイルスが極

めて「メジャー」なウイルスであると説く。新型コロナウイルス（SARS-CoV-２）はSARSウイル

スの変形であり、かつて問題となったサーズ・ウイルスが強毒性であったのに対して、毒性はや

や劣るものの、感染力が上回っているという話である。（ちなみに、サーズ・ウイルスは毒性が強

すぎたために、多くの人を死に至らしめ、宿主の死とともにこの世から消え去ってしまったそう

である。）

新型コロナウイルスのような、ヒト新興ウイルス感染症（新しく認知されたウイルス感染症）は

毎年数個ずつ現れているそうである。 （コロナではないが、インフルエンザウイルスは毎年新型

がはやっていたのは周知の事実である。）また、動物のコロナウイルスがヒトに感染するように

なったことは、過去に７回あり、今回が８回目であるそうだ。（SARSやMARS、そして風邪等

もコロナウイルスである。今回が７回目という説もあり。（注１））

一方、ウイルスというと、「悪いもの」というイメージがあるが、ウイルスによる遺伝的な変化を

人類は何度も経験してきた。生物の進化に大きな貢献をしてきたウイルスもある。ここでは詳細

『京大 おどろきのウイルス学講義』

著 ： 宮沢 孝幸

刊 ： ＰＨＰ新書

価格 ： 930円＋税
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は割愛するが、「レトロウイルス」と呼ばれている。レトロとは「逆の」という意味であり、ウイ

ルスのＲＮＡからＤＮＡへ影響を与えるという流れである。（ちなみに、生物の細胞では Ｄ

ＮＡ→ＲＮＡ→タンパク質 という流れになっている。）

それでは「ウイルスとは何か」という定義について。

遺伝情報を持った粒子で、DNA型とRNA型がある。設計図や手順書は持っているが

自分自身で増殖は出来ない。他の生物に感染して宿主の細胞の中に入り込み増殖する。

自らはエネルギーを作れず、細胞に寄生して、細胞のエネルギーを使ってウイルス粒子を

作る（増殖する）。細胞、細菌に比べて非常に小さく、30～400㎚（ナノメートル）程度である。

ちなみに、ウイルスが体内に入った状態を「陽性」といい、細胞内に入った状態を「感染」

という。PCR検査では、特異度・感度（注２）についての考慮も必要だが、「感染者数」では

なく「陽性者数」の検査をしている。

本書は、一部専門用語があるものの、極力平易な文章にした分かりやすい内容となって

いる。新型コロナウイルスによって生活環境が著しく変化した現在、このウイルスを正しく

怖がるためにも「ウイルスとは何か」を理解するための格好のテキストと言える。

注１：過去にヒトにうつったコロナウイルス（７つめという論に基づく）

・HCoV-229E、HCoV- OC43、HCoV- NL63、HCoV-HKU1・・・風邪のウイルス

・SARS-CoV・・・サーズ・ウイルス

・MERS-CoV・・・マーズ・ウイルス

現在の新型コロナはSARS-CoV-2（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス２型） である。

注２：特異度・感度

・特異度＝陰性者を正確に陰性と判定する確率。新型コロナのPCR検査では９９％。

つまり１％は「陰性なのに陽性と判定される可能性がある。

・感度 ＝陽性者を陽性と判定する確率。新型コロナでは、無症状者で７０％と言われる。

症状が現れるにつれて感度が向上する。

無症状者の３０％が陰性と判断される恐れがある。

『京大 おどろきのウイルス学講義』
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