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ＭＴＰ と 私 ～ 一企業における個人的ＭＴＰ実践論～
日本産業訓練協会

理事

Ⅰ．会社人生の指針となったMTPとの出会い
日本産業訓練協会で理事を務めております、渡淳二と申します。今回は『産訓コロキュ
ウム』の場をお借りして、MTP-I（インストラクター）の一OBとして自身の企業での経験に
基づくMTPの実践について、個人的経験という狭い視野ではありますが、思うところを述
べさせていただきます。

--- 自己を見つめた最初の出会い
私とMTPの出会いは、1980年代後半の社内の研修であった。当時社内で主任試験合格
者に対して（学卒入社7～8年頃）、1週間の泊まり込みの人事部主催の集合教育を社内イン
ストラクターにより行っていた。管理職一歩手前の人材に対して、組織管理・人事管理・人材
育成等について相応のスキルを伝授することが目的であった。
当時その企業（大手酒類・飲料メーカー）においては、戦後MTPが日本に導入されて比較
的早い時期から社内に管理職研修の一環として導入され（1958年スタート）、全社研修とし
て継続されていた。
さて、私がMTP研修を受けた際、1週間という長い期間、朝早くから夜遅くまで参加者同士
の熱い議論を通して、社内インストラクターの見事な誘導もさることながら、参加者の職種や
立場の違いを越えた様々な職場での問題について、時には激するような議論の中で大きな
刺激を受けた。それまで物事の原因を自分以外に求める「他責的」な考えも往々にしてあった
自分が、研修後は自身をどう啓発し成長させ、自職場でどう改革に向けて自らが積極的に動
いていくかという「自分が原泉」としての「自責的」な考えに目覚め、まさに変わる自分を感
じた研修であった。

--- 本質を突き詰めたインストラクター研修
その後、機会を得てMTP-I養成講座を受講することになり、1995年6月末から3週間、
琵琶湖ホテルにて「濃厚」な合宿に参加した。MTP-Iを通じて社内MTP研修では完全に
汲み取れなかったMTPの本質的でかつ体系的な知識や考え方を、コンダクターの先生
方にしっかり指導をいただき仲間の議論も深め、MTPのエッセンスを徹底的に叩き込ま
れた。この3週間は自身の会社人生に、なくてはならなかった期間と今でも思っている。
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MTP-I 取得後、社内でインストラクターとして務めていたが、都合により社内で長くは務
めることができず、結果的にMTPについては、自身が管理職として業務を遂行するための
実践的な活用方法は何かを考える事に主眼を置いた。そして、MTPの考え方ややり方が管
理職レベルだけでなく、実際は経営職レベルにも相当大きな意味を持っていることが、後日
の自身の体験でもわかってきた。

＊補足 私が学んだのはMTPの第9次改訂版（平成3年1月初版）で、現在の第13次改
訂版（平成30年4月）とは内容的に一部異なっている面があると推察するものの、MTP
としての本質的な変化はないものと理解し、当時の知識でMTPを語らせていただく。
Ⅱ．MTPを積極的に活用した管理職時代
MTPにおいては「積極的参加」「傾聴」「職場での実践」の三つの約束をしてもらう。特に
大事なのは「職場での実践」である。実際の職場での改革や改善においてMTPのどの切り
口で考えていくかは、個々の職場の状況や解決すべき問題の重要度や優先順位により異
なる。
私は、工場、研究所、商品開発部門等の技術部門の管理者を経験する中で、それぞれの
職場の使命・組織・特性・人材構成・個々人の問題等、最初は予断を持たず「科学的接近」
することが大事と考えた。３現主義（現物・現場・現時点）が重要な所以である。また問題の
レベルについては、解決すべきレベル、つまり「会社」「職場」「個人」の問題等に分けて整理
した。さらに、当該職場が上部組織としての会社や構成メンバーの個人の関係と十分にリン
クしたものになっているか、もしギャップがあるとすればそれも踏まえ検討する必要がある。

--- 対話の重要性
私が重視したのは、組織への着任後早い時期での職場メンバー全員との面談である。課
長クラスの場合では多くても20名弱程度、部長クラスになると40－50名或いはそれ以上
にもなったが、ここは時間をかけてでも敢えて行った。
一人 1時間弱の面談をじっくりやると、その職場の現状・雰囲気や人間関係の課題など
凡そわかってくる。もちろんこの面談に当たっては「傾聴」の姿勢を忘れずに、可能な限り
「アクティブ・リスニング」を行い相手を知ることだけではなく、少しでも相手との信頼関係を
作り上げるように努力した。それでもこちらの力及ばず心を開いてくれないメンバーもいた
ことは、反省すべき点ではあるが、それも厳しい現実の一面と思い直した。
面談終了後、ＭＴＰの6部の構成に従って職場の実情を熟慮する。①管理の基礎、 ②問題
の解決と創造、 ③管理の機能と目標、 ④育成と啓発、 ⑤人間と集団の理解、 ⑥リーダー
シップと管理の展開、 の切り口である。これを横糸とすると、縦糸には職場自身の組織目標
や企業戦略、つまりは ①足元の職場の生産性・創造性の向上、 ②中長期のあるべき職場
への転換、 ③メンバー個々人のキャリア形成と人材育成等 を加味し、「問題の特定」と「優
先順位づけ」を行い、「打ち手」を決めていく。以下、いくつかの実例での取り組みをあげる。
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--- 「役割意識」 に応え 「啓発的な職場」に変える
30年近く前の話になるが、ある工場部門での事例である。そこはルーチン的な分析や業務
が大半で、膨大なデータを日々取っていく割にはそれが会社でどう評価されているのかメン
バーは理解もしていないし知らされてもおらず、いくら頑張っても誰にも認められないという
孤立感や虚無感が漂って、極めて精彩に欠ける職場であった。いくらメンバーが頑張ろうと
思っても、その 「部下の役割意識に応える」 ということが職場としてできていなかったことが
原因と考えた。そうした状況の中、ある顧客から製品についての厳しい指摘が寄せられ、担
当部署の説明でもなかなかご納得がいただけず、最終的に製造部門に問い合わせがあり、
結果その顧客が工場に直々に来て 「技術部門に説明を受けたい」 という事例が起きた。
そこで、これはある意味チャンスと思い、一部のメンバーも同席し一緒に対応させ、以前の
膨大なデータを準備し、共に現物保管品（同一製造ロットの保管品）を保管庫から持参し、
これを基に顧客に丁寧に説明したところ、基本的にご納得をいただけた。この事例を通じて、
日々無意味の様に感じられる膨大なルーチン分析やロットの保管作業などが 「いざという
時にものを言う」 事もあるのだと、メンバーにもしっかり理解され、当該メンバーの業務への
取組姿勢が大いに変わり、それが職場内にも伝播した。職場での日々単純なルーチン作業
も、一番大事な顧客のためにやっているということに気づき、そのルーチン作業に誇りを
もってやる風土へと変革され、それ以降数多くの技術提案や改善に繋がっていった。
一見退屈なルーチン作業とその解析が「我が事」となり、それを日々関連部門と効果的に
共有することができるようにもなり、いわゆるMTPでの 「芝生の経営」 の事例に少し近づい
てきた思いすらした。やっている仕事の意味やその価値に気づくとここまで人や職場は変わ
るものかと、この事例をきっかけに人や組織が 「啓発的な職場」 に向け、自走しはじめた。

--- 研究開発で生きる「職務充実」の観点
次に、20年近く前の研究開発部門の事例である。研究開発部門、特に基礎研究開発部
門においては従事している研究員はもちろん、社内の他メンバーから一体何をやって何の
ためにどんな成果を出しているのか、また結構な費用を長年使い続けていることに対して等、
なかなか簡単には理解されず苦しむことが普通である。研究員自身も自分なりに考え、会社
の将来の方針に従い新規事業の基盤となるような基礎研究テーマや、他社が追随できない
独自のコア基盤技術の開発を模索しているわけであるが、すぐに開発ラインに乗りビジネス
に直結するものは少なく、会社や職場の漠然とした方針や要求の挾間に悩み、個人的にチー
ム的にも漂流しているように見える、まさにスタッフ部門の悩みならではのケースが多々ある。
ここでは、「職務充実」という観点でリッカートのピンの教えの様に 「部下の目標を組織上
位の目標とリンクさせ、目標と状況の擦り合わせと役割意識の統合」 がポイントと考えた。
実際に組織上位の目標とは言っても具体的につかみにくいことが多く、研究開発部門に対
しての机上の経営戦略的なロードマップを掲げ、それに沿って進めて行くことも簡単ではな
く、何となく雲をつかむ面が多い。
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解消策としては、企業の組織での価値創造のバリューチェーン上流に当たる研究開発部
門は、下流の技術開発・商品開発・生産技術開発・原料・製造・購買・マーケティング・営業・
ロジスティック部門等と、それぞれ的を絞った組織的ブレインストーミング等の実施や、経営
企画部門との協働で研究開発部門と関連部門で未来開発の手法であるシナリオ・プラニン
グ等を行い、息の長い研究テーマの方向性を組織間で探り合意し、そのプロセスを共有して
いきながら研究開発のテーマの方向性や成果の進捗共有を進めて行くことが有効である。
研究開発部門が孤立しないように、また研究成果をどう活用するかは意外と研究者自身
にもその価値を図りかねる所も多く、むしろ出口系・活用系部門からの新たな視点が息
詰まりかけた研究に活路を見出すこともしばしばあった。また、タイミングも重要であり、
日常の異分野のコミュニケーションや風通しのよさが、時として会社を救う発想を与える
思わぬ開発に繋がることも多い。さらに、複数の組織バリューチェーンを跨ぐダイナミック
な調整には、プロジェクトやチームのリーダーシップの発揮が欠かせない。経営としても、
研究開発部門を経営マターとしてしっかり位置づけ関係部門との連携強化を図り、研究
リーダーは各部門とのコミュニケーションを十分に図り、研究シーズやニーズを的確に引
き寄せ、効率よくアウトプットを出す努力が必要である。
このような 「職務充実」 を通じて、研究者の 「主務意識」 が醸成され、新たな視点で 「自己
啓発」 を行い、出口部門に対する 「責任感」 が出てきて、「達成意欲」 も旺盛になり、「使命
感」 が強くなり、「問題意識」 が磨かれ、「仕事の先取り」 ができ、「改善・改革意欲」 が増す
効果に繋がる例を結構見てきた。この辺は組織間を跨ぐダイナミックなプロセスであり、ＭＴ
Ｐの内容的には、大いに腕を振るえるところであると実感した。

--- 商品開発で知ったリーダーシップの本質
さらに、10数年程前の商品開発部門の事例である。研究開発部門はいわば 0 を １ にする
部門、商品開発は １ を 10 にする部門と言われる。研究開発と商品開発の違いは一言で
言えば、前者は 「生みの苦しみ」 であり、後者は 「時間との戦い」 であろう。 １ を 10 にする
商品開発部門は、開発の目標がある程度関係部門でも議論され定まっているので、既存技
術をいかに活用し、また研究開発部門で磨き上げた会社独自のコア技術を実装化し、納期
を決めて製品化に向けてスケジュールを組む、一連の壮大なプロジェクトである。商品開発
は商品の発売時期を想定した開発になり、限られた時間の中で完成させねばならず、遅延
は許されず、多くの関係者の心労と緊張は格別のものがある。
ここでの作業で最も重要なことは、各部門のリーダーを纏めるプロジェクト・マネージャー
（PM）が全バリューチェーンを一元的に「繋ぎ」、一気通貫させ計算通りの製品を市場に納期
に合わせて送り込むことである。商品開発部門自体の 「創造性の開発」 は当然であるが、
PMの 「リーダーシップ」 や 「指令系統の統一」 等には大きく組織内外の調整問題が絡ん
できて、この開発部門のバリューチェーンにおける 「繋ぎ」 が最も重要になり、この繋ぎ方
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の巧拙が企業の商品開発能力に直結していると考える。商品開発部門は実ビジネスの実
践ということでもあり、経営をも巻き込み、社内だけではなく社外とのコミュニケーションも
圧倒的に多く、PMの高度かつスピーディーな 「リーダーシップ」 の取り方が最も重要に
なってくる。PMはそれぞれ役割の異なる各部門のリーダーに協働してもらう立場上、効果
的なリーダーシップをとるべく「状況適応型」を意識し、指示型・相互交渉型・相談型・委任
型等も緊急度や対応する組織や人材のタイプに応じて変えていかねばならない。
また、リーダーシップという限りは、「目標」を示し、「任務」を支え、「働きかけ」、「影響力」
を及ぼし、「要求・期待」に応え、十分な「動機づけ」をし、目標を「達成」するという強い意志
を持っておかねばならない。私はいつも「繋ぐ」ことと「状況的リーダーシップのあり方」の重
要性を言い続けてきた。商品開発部門では、経営資源として「金」は経営の理解が得られれ
ば必要なものを得ることは可能だが、このようなPMや各部門のリーダーの存在は、価値創
造を次々と実現することを旨とする企業にとって死活問題となり、連綿としたこれら人材育
成は組織上大きな課題になる。

--- ダイバーシティの中での創造性育成
以上、いくつかの事例を述べてきたが、その他MTP的な事項で留意してきたこととしては、
「創造性と創造のプロセス」 「職場の創造性を発揮するには」 であり、管理者自身が柔軟
な発想力を持つことは当然のことながら、メンバーの育成において「創造的人間の7つの
条件」、即ち ① 未来を想定できる能力、② 自己を客体視する能力、③ 環境変化を感受
する能力、④ イマジネーションする能力、⑤ 仮説を設定する能力、⑥ 既存の概念に拘らな
い、⑦ 執念を持ちあきらめない、等を常々心掛けてきた。
さらに私は、⑧ ダイバーシティの強化を追加したい。これは職場の多様性を確保すること
が多様な価値観や見方を提供でき、新たなイノベーションを推進する力の源泉であると信
じるからである。ダイバーシティの実現は、社内でもある程度異分野の交流でも実現できる
が、社外のもっと異質な集団との組み合わせは刺激が大きい（社外とのコラボ等）。

--- 一人ひとりを活かす大切を示すMTP
その他、留意すべきMTPの要素として、「人間行動の理解」 の 「部下は個々人であり一
律ではない」 「部下は人であって機械ではない」 ということである。人は様々な 「外部から
の刺激」 に対しても色んな行動差が現れ（個人差）、これを良しとするか改善の対象とする
かは、個々人をよく見て考えねばならない。
仕事のやり方でも、種まき型／刈り取り型、一筋型／マルチタスク型 、 個人型／協働型
等 多様であり、その人に合ったやり方やその人が最もモチベーションが上がる方向で貢
献度が上がると考えられる。この辺を無視して、一律の価値観でメンバーを評価し配置を
行い、型にはめて管理していくことは百害あって一利なしである。その意味での適材適所
を考え、人を活かしていくことが必要である。人事の原則の一つとして、「選び、育て、活
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かし、評価し、報いる」 と言われているが、心したい。よく自分の職場には人材がいないと
ぼやく管理職がいるが、これは管理者として最大に恥ずべき発言と思われる。何故なら、
それは管理職として最も大事な業務の一つであるメンバーの育成を他人事と見て放棄し
ている管理職の悲しい姿だからである。「職場や組織の風土改革」 も長く根付いた宿痾の
病の面があり、一朝一夕には改革できない。しかし、まずはMTP的な、行動科学上の科学
的な原理・原則に基づく人と仕事の仕方や組織の在り方を考察し方策を考え、それを実
際に試していく努力を続けていけば、自ずと風土改革の実現のよい手立ても見えてくる
だろう。MTPは科学であり普遍的なものである。
私の場合、MTPの全体の体系をなるだけ意識し、組織や職場やメンバーの状況につい
て抜け漏れなくまたバランスよく見ることも忘れないように、MTP全体の体系をコンパクト
にまとめた表を縮小コピーし、手帖に入れて常に持ち歩いて時々眺めていた。
以上、自身の限られた経験からではあるが、何とかしてMTPを実践に結び付けるべく、
管理職時代に工夫していたことを述べてきた。もしMTPを知っていなかったら、私の管理
職活動はもっと場当たり的で統一性に欠けていたかもしれない。実際はMTPの 1割か 2割
くらいしか活用できなかったかもしれないが、「使ってなんぼ」 のMTPであり、MTPを知
識で終わらせては意味がなく、たとえ部分的な 「つまみ食い」 であっても、実務家としては
少しでも実践に供する努力をすべきと思う。
Ⅲ．経営職となって知ったMTPの深い意義
経営職（役員）に就いた当初、今後MTPは関係なくなるのかなと考えていたが、大きなプ
ロジェクトの責任者や部門の担当役員になると、却ってMTPの効用や効果がよく理解でき
るようになった。
経営の立場では、企業経営におけるガバナンスやコンプライアンスが重要になり、また企
業価値の向上（企業の持続的な成長と中長期的な価値向上）という観点では、とりわけ
「現状打破」 のイノベーションの推進が重要になってくる。
ガバナンスやコンプライアンスにおいては、社員が仕事を仕組みや決まりに従ってきっちり
行っていくことが基本であり、それについてはMTPの体系で十分尽くせるものと考える。
即ち、個々人が自分の仕事の役割をしっかり認識し、他の業務との関係をきちんと理解し、
「効率的」「効果的」「経済的」に業務を遂行するために職場の環境を改革し、「何のため」に
「誰のため」に仕事を行うのか正しく認識し、「やらされ」 感で動くのではなくモチベーショ
ンを持って自らが主体的に動き、さらなる自身の成長と自己実現を図るために、積極的
に自己啓発に取り組んだりすることである。
また、イノベーションとMTPは一見あまり関係ないようにも見えたが、MTPの中でも「育
成と啓発」 という職場の生産性や創造性を育む内容もあり、また組織の中で常に問題に
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なる人間関係についての問題においても「人間と集団の理解」というところがあり、更には
「リーダーシップと管理の展開」 という、イノベーションにとって最も重要な要素のリーダ
ーとリーダーシップに関して示唆することが大きい。

イノベーションの実現に最も鍵となることは、私は 「コミュニケーション」 と考えているが、
言い換えると 「繋がる」 ことと 「可視化」 と 「ダイバーシティ」 であると思う。現代のイ
ノベーションは誰かが密かに考えた秘密兵器のようなアイデアが実現することではもはや
なく、ダイナミックに多くの関係者が 「繋がり」 、短期目線ではなく中長期の価値創造の
実現の目線で開発の目的や過程や進捗・成果を関係者でどう共有化し理解していくかの
「可視化」 であり、またイノベーション遂行においては多様な人材や環境という多様性の
確保の 「ダイバーシティ」 がなければ画期的なアイデア創出や突破力も期待できず成功
しえない。その足腰は、やはりMTPの諸要素が基本となっている。

Ⅳ．SDGsやDX等の新時代にもMTPの価値は不変である
上記縷々述べてきたが、私の会社人生において、MTPは管理の虎の巻というようなもの
ではなく、不易流行の、ぶれない、組織や人の理解で必要なことは全て網羅された、原理
原則に基づく普遍の価値を持った「行動科学の体系」と思っている。個人的には、MTPに
は「性善説」の思想背景があり、MTPは科学であるが血も涙も情もあると感じている。
私は、MTP以外にも関連した人事・人材開発・管理職・経営関係の研修を山ほど受講
する機会を得てきたが、どれもMTPの体系を理解していれば、基本的には目新しい物は
なかったと言っても過言ではない。

昨今のコロナ禍や進み行くテレワークの時代の環境下において、昔と同じ集合研修で
MTPの価値を伝えていくことは時代的にも困難なことであるかもしれないが、手段の
問題は時代に則した前向きで有効な解決策が今後種々出てくることを期待したい。

MTPの原理原則を元に、今後の時代を融通無碍に解釈していけば、イノベーションの
実現と継続が求められ、今後大きく変化するSDGｓ（持続可能な開発目標）やDX（デジ
タル・トランスフォーメーション）等の時代でも、およそ人と組織が関係する限り、MTP
の指し示す本質的な価値は摩耗するものではないというのが、私の個人的な結論である。

＊補足 今でも日産訓より入手可能であるが、「管理者のありかた」（産業訓練特別資料
No.4、平成5年第20版）、「Active Listening」（同資料No.9、昭和47年再改定
版）は、未だに価値ある古典として一読する価値はある。前者はメアリ・フォレット論文
集翻訳、後者はカール・ロジャースの日本講演時（日産訓主催セミナー）の資料である。
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▲ MTPの体系のコピー
筆者の渡氏が、20cmｘ14cmに
縮小したコピーを折り曲げ
20数年以上手帖に入れて
日々、持ち歩いていた。
（第9次改訂版資料）

▲ 第87回 MTPインストラクター養成講座研修時の集合写真・1995
前列右から２番目が筆者の渡淳二氏。
日産訓の府川亮一主幹講師も同期。
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渋沢栄一が活躍した時代の産業人材育成
日本産業訓練協会

専務理事・事務局長

和栗 安広

＜近代日本への歩み＞
今年のNHK大河ドラマの主人公渋沢栄一は、「日本資本主義の父」あるいは「近代日本の
創造者｣といわれ、現在に至るわが国の経済発展に貢献した人物として高く評価され、2024
年に新たに発行される1万円札の顔としても注目を浴びている。
渋沢は1840(天保11)年に、埼玉県深谷の豪農の長男として生まれた。江戸時代を通じて
染料として使われた藍の栽培・販売を手掛け、経済的にも恵まれた渋沢家は、子弟に対する
教育にも熱心で、栄一は幼少の頃から漢籍を学びながら剣術によっても身体を鍛え、有為な
青年として育っていった。
時は幕末、鎖国政策により約250年間安定した社会が、開国を求める欧米諸外国の干渉・
脅威に、徳川幕藩体制は大いに動揺していた。「尊王攘夷」は血気にはやる若者にとって行く
べき道を示す旗印となり、栄一も攘夷そして討幕を志すようになった。決起の直前に、江戸で
学び国内外の情勢を知った従弟の懸命な説得で思い止まり、その後栄一は江戸に出て文武
を学ぶことになった。
「時代は人を求める」の言葉通り、栄一は一橋慶喜の側近であった平岡円四郎と出会い、一橋
家に仕官することになった。渋沢は持前の商才や合理的判断力により、力量が認められ次第に
重用されるようになった。1866(慶応2)年第14代将軍家茂の死去により慶喜が将軍家を継
いだことで、栄一が倒す対象であった「幕臣」となったのは歴史の皮肉だろうか。当時は、薩長
連合、大政奉還、王政復古の大号令と続く政治権力の激動期であったが、徳川幕府の威信を
かけて参加したパリ万国博覧会に、14歳の慶喜弟の昭武に随行したことが、渋沢という人物
を大きく成長させることとなった。
渡欧で得たものは、近代産業装置・設備の素晴らしさや偉大さを現実に見聞して日本の立ち
後れを心底実感し、国の将来になすべきことが明確になったことだけではない。日本では卑下
されていた「商人」が、フランスでは銀行員・企業家等として、政治家や軍人達と堂々と対等に
付き合っていることを知り、経営の創造家として開眼したことである。渋沢の「論語と算盤」に
ある理念は「賤商意識の払拭と商道徳の向上」にあるといわれるが、前時代の「商人」を、新た
な日本の近代産業発展の担い手となるべき産業人、ビジネスマンへと先導し、後に続く若者
達に社会的役割への認識と自負をもって自己実現を図る思想的拠り所を示したことが、渋沢
の「近代日本の創造者」に相応しい価値といえよう。
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徳川政権の瓦解により帰国を余儀なくされた渋沢は、静岡に隠棲中の慶喜の下で民間人と
しての事業を立ち上げるが、人材の不足に悩む明治政府は渋沢を放ってはおかず、1869（明
治2）年11月、民部省租税正改正掛長として任用することになった。欧州で学んだことが早速
活かされる。上司であった井上馨と度量衡や太陽暦への変更等､現代にいたる経済取引の制
度・基準を整備した。しかし、官尊民卑の風潮の中、わずか5年後の1873（明治6）年5月には
官を辞し、民間実業家として八面六臂の活躍が始まっていく。
＜黎明期の明治産業国家＞
欧米諸国との国力の格差を強く感じていた明治新政府は、国是として「殖産興業」と「富国強
兵」を掲げた。アヘン戦争以来、隣国中国「清国」の苦境を見て若いリーダーたちは強い危機感
を持った。日本の独立を保つには、欧米に国力を一刻も早く追いつかせる必要があり、近代産
業を立ち上げ、国力を高めることは最優先の政策となった。
近代産業は維新後にわかに立ち上げられたものではない。開国を迫る諸外国との接触の中で、
すでに軍事装備品の調達や製造は、幕府および雄藩に共通の関心事であった。幕府は1865
（慶応1）年、横浜製鉄所・横須賀造船所を起工している。それ以前にも1848年佐久間象山が
大砲を鋳造し、1852年に薩摩藩が反射炉を建設、53年に韮山にも反射炉を起工、54年洋式
船鳳凰丸起工等の事例が幕藩時代にもみられる。本格的な取組みは明治に入ってからとなるが、
西洋技術の研究や製造への挑戦は早い時期から始まっていたと理解できる。
助走期間を経て、明治に入ってからの近代産業・技術の取り入れは目覚ましいものがあった。
そのいくつかを渋沢の足跡とともに見てみよう。特に有名なものが1872（明治5）年富岡製糸場
の開場である。明治初期のわが国の海外貿易は大幅な輸入超過であり、支払いによる金銀の
流失は政府の悩みの種であり、輸出額を伸張させることは喫緊の課題であった。当時の主要輸
出産品は銅・石炭等の鉱物資源や蚕糸・茶葉の農産品であり、良質の絹糸を大量に製造し海外
に売ることが重要戦略と判断された。明治初年にフランスの技術により官営富岡製糸場がスター
トした理由もそこにある。一方で、綿糸・綿布は輸入品が多く、国内での大規模製造が期待され
ていたが、1883（明治16）年になって大阪紡績工場が創られ、その成功により1886(明治19)
年三重紡績、1887(明治20)年鐘淵紡績と全国に拡大し、明治の末年ごろには輸入額を超え、
逆に重要な輸出産業として成長していった。
また、鉄鋼、造船、化学等の重化学工業分野は、軍事上の目的もあり、当初から官営の工場と
して歩みを始めている。造船では上記の横須賀造船所、1889（明治22）年石川島造船所、鉄鋼
業では1901（明治34）年に八幡製鉄所が創業し、日清・日露の度重なる対外戦争を乗越える中
で、質量ともに着々と力を着けていった。
こうした近代工業産業を下支えする諸制度の構築に渋沢は尽力している。1873年官を辞して
すぐに第一国立銀行を創立して産業の資金融資をする体制を創り、また株式により広く資金を
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集める「合本主義」を主唱した。現在の株式資本主義の礎を築いたのである。同時に、産業にお
ける書類文化の到来を予見し、後に王子製紙となる抄紙会社を創立し、西洋紙の国産化を果た
した。同時期、明治政府は産業発展に欠かせない近代国家としてのインフラ整備にも努め、郵便、
電信、鉄道、電気・ガスなどが明治の前半期に立ち上げられたが、その多くにも渋沢が関わって
いることには驚嘆する。
＜近代産業を担う人材の育成＞
欧米に引けをとらない近代国家を目指し、先に進んだその産業技術を取入れ咀嚼し、国内で
生産できるようにするためには人材の育成が欠かせない。明治の産業発展を担った人々はどの
ような人々であったか、「産業訓練百年史」を手掛かりに辿ってみたい。
明治の産業人材育成には、①官民の各企業が自ら技術者・技能者を確保し育成する道、②政
府が主導して技術・技能の養成機関・学校・訓練所等を作り、人を育て民間企業に提供する方法、
そして③産業のニーズだけでなく広範囲な目的から、国民に基礎から高等までに必要な教育を
組織的に実施する国民国家としての教育政策という、大きな三つの流れがあった。
＜積極的な初等・高等教育への取組み＞
まず政府の施策から見てみよう。明治政府は当初から、国民の学校教育には大変熱心であった。
1870(明治3)年に学校規則を定め、翌年には文部省を設置している。その後初等、中等、高等
教育の各分野で、次々と制度の新設・改正を続け、明治5年に「学制」が頒布され、明治12年に
はそれが「教育令」となり、明治19年の「小学校令」「中学校令」「帝国大学令」「師範学校令」で、
ほぼ学校教育制度の体系的確立をみた。その後も改正は重ねられていった。
明治維新後の急速な近代化の要因として初等教育が評価されるが、識字率の高さは世界の
驚嘆するところであった。すでに幕末の段階で、武士階級には藩校、庶民層には寺子屋等の教
育施設がかなり普及していた。渋沢が新時代に活躍できたのも、幼少の頃から漢籍を中心とし
た学問を身に着けていたからといえる。
「義務教育」とされた尋常小学校の就学期間は明治33年に4年、明治40年に6年に定められ、
全国隈なく学校が設置されたが、それでも貧困層では十分な就学はできず、読み書きが満足に
できずに働きに出た者も多く存在していた。明治後半になって、綿紡績工場等で女工たちへの
「補習教育」がおこなわれた背景にもなっていた。
一方で明治政府は、新国家のリーダーとなる優秀な人材に高等教育を授けることの重要性を
認識していた。幕府時代の高等教育機関であった昌平坂学問所を明治元年には開成所として
使用し、その翌年には医学校(大学東校)と開成学校(大学南校)を置いた。1973(明治6)年に
は近代技術を学ぶ工学寮(工部大学校)、その後札幌農学校、駒場農学校など農業畜産技術の
拠点を設置していった。同時に学校教育の指導者育成のため東京師範学校、国際関係に対処
する東京外国語学校も創設している。
民間では、慶應大学、早稲田大学等現在の有力私立大学のルーツとなる教育施設が福沢諭吉
や大隈重信などの開明的なリーダーの使命感と熱意によって、法学系を中心に続々と誕生した。
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若者たちに学びへの情熱を高め、官民競い合って人材を輩出した。なお、1903(明治36)年の
専門学校令ではこれらの学校は「専門学校」とされ、「大学」の名称を持つのは東京帝国大学な
ど数少ないものであった。こうした中で、渋沢は早くから「商業」における高等教育の重要性を訴
えていた。1975(明治8)年に、森有礼とともに商法講習所を設立し経済人の育成を目指して
いる。同所は後に官立となり現一橋大学に繋がっている。
幕末から明治維新を乗り越えたリーダー達が、自ら後進に学びの道を拓いたことに、新時代の
エネルギーが感じられる。
＜困難な現場技能工の育成体制づくり＞
殖産興業を進めるにあたり、欧米から高処遇をもって外国人技術者や教師を招聘し、その指導
を受けつつ学び、自らの知識として消化、蓄積していったのが幕末から明治初期の産業リーダー
達であった。具体的には、長崎造船所、横須賀海軍工廠、富岡製糸場等である。これらの産業は
急速に国内化が進み、欧米の水準に近づいて行ったが、現場での作業をする職工の育成は一筋
縄ではいかないものがあった。
製造業を大きく区分すると、①伝統的な物産製造、②技術導入が比較的容易で、大量生産や効
率的生産で単価を下げ、しかも高品質を維持することで競争力を持つ分野、③日進月歩の技術
開発に対応しつつ、性能・品質・価格等で競争力を求め続ける分野、がある。
明治期における職工・労働者に対するニーズも、三つの分野でそれぞれ異なっており、採用、育
成訓練、労務管理には差異があった。
①の分野は、いわゆる伝統工芸品など近代産業とは異なるものであり、多品種少量生産品が多
く市場も限られている。そこは長い歴史を持った職人徒弟による教育と伝承の世界である。
②の分野は、「軽工業」といわれるものであり、製造機械や技術の移入により比較的容易に生産
の水準を上げることができる。わが国の綿紡績業は、明治から大正の時代の数十年で世界レベル
に達することができた。
③の分野は、現在に至るグローバルな工業製品競争の分野となろう。明治日本も、②③の分野
で、現場での生産を担う職工・労働者人材の育成に取り組んだ。
＜綿紡績における技術の展開と教育＞
外国技術を移入してわが国の近代産業を立ち上げた殖産興業施策は富岡製糸場で実現した
が、ここで技術・技能を身に付けた主に女性からなる現場作業のリーダー達は、その後各地に展
開した製糸場、屑糸紡績所、製絨所等で指導的役割を果たした。富岡製糸場では当初女工が集
まらず、士族の子女が半ば強制的に就労したこともあったが、基礎的素養もありその任を果たし
たといわれる。
近代化を成功させた例は綿紡績業が第一といえよう。明治の初期は綿糸・綿布の輸入品が市
場を席巻しており、貿易収支の赤字の一因であり政府の悩みであった。渋沢は、1879(明治12)
年、保険業を学ぶ目的でロンドンに留学中だった福沢門下の山辺丈夫を後に設立する大阪紡績
に入社するよう説得し、それに応えた山辺は留学目的を綿紡績業研究に変更し、一職工として実
務経験を志願する等の努力を重ね、技術と経営両面の知識を吸収して帰国した。1883（明治16）
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年操業を開始した紡績工場は、山辺の「英国に追いつくには２倍働かなければならない」との信
念から昼夜二交替制を実施し、そのことが価格競争力を生んで輸入品に対抗できるまでになっ
た。事業利益も確保できることで、その後続々と三重紡績、摂津紡績、鐘淵紡績など事業参入が
続き、1897(明治30)年には綿糸の輸出が輸入を上回り、明治後期から昭和に至る日本の一大
産業となっていった。
綿紡績事業においての人事労務課題は、技術者の養成ということより大多数の工員、特に女工
の労務管理であった。綿紡績産業の拡大とともに人手不足が深刻となって、企業間の労働者争
奪競争が激しくなった。一方で、女工達の多くは若年で山村・農村から集められ就労したことか
ら義務教育である尋常小学校を卒業していないものも多く、「工場で働きながら学べる」との触
れ込みで集められた。これは「補習教育」と呼ばれたものであり、企業が自らの工場内に施設を
用意した場合や近隣の小学校などに通学させる等の方法を取ったものがあった。企業側の労働
者確保の勧誘目的と女工側の就労疲労後の学習という背景があり、その教育効果は十分とい
えないのが実態であった。その中では、武藤山治に率いられた鐘紡の女工養成教育は、この時
期の産業訓練としては高く評価されている。
＜「東京職工学校」にみる政府の努力＞
製造現場を担う優秀な職工あるいは職長の養成は官民問わず重要な課題であった。いち早く
政府文部省は、1881(明治14)年東京職工学校を設立している。その目的は、他の職工学校の
師範となるか、製造現場で職工長等の指導監督者を育成することであった。しかしながら、現実
は「職工」との呼称から来る社会的地位の低さを背景に、生徒募集に苦労しただけでなく、卒業
後は職工の道を歩まず、当時官民ともに不足していた下級技術者としての道を求めるものが多く、
当初の狙いを果たすことができなかった。明治の20～40年代は、いまだに古参の熟練労働者が
親方層として、作業の指揮監督に止まらず労働者の人事権まで握っている「親方徒弟制」を主流
とする実態があった。その後の生産規模拡大や重工業等の新技術の進展によって、次第に旧来
の親方層では対応ができなくなり、企業の中に自前の教育機関設立の機運が生まれることにな
るが、今しばらくの年月が必要であった。
なお、東京職工学校は1890(明治23)年「東京工業学校」に改称し、1901(明治34)年には
「東京高等工業学校」、1929(昭和4)年に「東京工業大学」になって現在に至っている。
その後も、政府は「実業教育」への取組みを続けた。1893(明治26）年文部大臣井上毅は「実業
補習学校規程」を、翌年「実業教育費国庫補助法」「工業教員養成規程」「徒弟学校規程」を制定し、
年少労働者に職業上必要な知識を組織的に与える職工養成機関として、国庫補助を加え推進を
試みたが、実態は工業よりも農業関係に補助は費やされ、結果として工業分野は大企業での見習
職工制度の登場を待つことになった。
＜民間事業経営者の人材育成への熱意＞
官営事業は富国強兵のもとで先端技術導入開発が目的であり、事業の採算は二の次であった
が、民間の事業では利益を上げることが求められる。渋沢が進めた銀行融資制度や「合本主義」
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の株式制度は出資者に利潤をもたらさなければ継続できないことになる。
人材育成に関する基本姿勢も、いかに収益をもたらす経営ができるか、それを実現する人材を
採用し、育成活用することにあった。明治初期の経営者は幕末維新の動乱を乗り越えた果敢な
チャレンジ精神と国家危機に臨んだ強い使命感を持った人達であった。その代表者が渋沢であり、
三菱の岩崎弥太郎であろう。岩崎は個性の強いワンマンとみられているが、土佐の下級士族の出
自でありながら早くから勉学への志を持ち、安積艮斉、吉田東洋等当代一流の学者に師事し、そ
こで後に「政商」への道を拓く後藤象二郎等との出会いもあった。岩崎は事業を進める上で有能
な人材の獲得登用に努め、外国人教師や学識ある日本人の採用には金銭を惜しまなかった。教
育にも熱心であり、1875(明治8)年に三菱商船学校、1878(明治11)年に三菱商業学校を設け、
現中央大学に繋がる礎を創った。三菱だけでなく、三井・住友・安田等の財閥グループでも、出身
身分によらない有能な人材の登用による活躍が光っている。
また、今に至る三菱グループの工業分野でのルーツは長崎造船所にある。幕末の1861（文久1）
年、オランダ海軍軍人H.ハルデスの技術指導で製鉄所が完成、幕府、官営を経て1887（明治20）
年に三菱に払い下げられて、1898（明治31）年には本格的な貨客船常陸丸（6172t）を建造した。
初期段階の職工は、旧来の鍛冶、鋳物師、大工などの既存職人が外人技術者・職工から指導を
受け見様見真似で学んだが、次第に自立できるようになり、「親方」として未熟練職工を育てる親
方徒弟制が一般化していった。しかしながら、規模の拡大や高度技術への対応等の面から旧来
の育成方法の限界も意識されるようになり、官民で組織内に職工の養成を目的とする機関がで
きてきた。1889（明治22）年横須賀造船所の「海軍造船学校」、三菱の長崎造船所では1899
（明治32）年に「工業予備学校」、1909（明治42）年国鉄の中央・地方「教習所」、1910（明治43
）年八幡製鉄所「幼年職工養成所」、日立製作所「徒弟養成所」等である。しかしながら、先に「職
工学校」でみたように、現場での職工労働者を養成することよりも、大学出の上級技術者を支え
る中・下級技術者を指向する傾向が強く、現場層の教育は大正・昭和年間での取組みとならざる
をえなかった。明治期においては管理と現場の身分格差は依然として大きいものが存在していた。
＜渋沢が残したもの＞
渋沢は70歳の古稀を迎え、一部の名誉職的な役職を除き多くの企業・団体の役員を辞し、日本
と米国の親善活動や癌予防等の医療福祉事業に貢献した。「青い目の人形」もこの頃のエピソード
である。また、女性の教育にも支援を惜しまず1901(明治34)年の日本女子大学の設立にも尽力
している。1931(昭和6)年92歳で天寿を全うしたが、やはり偉大な明治人であった。
参考図書

「産業訓練百年史」日本産業訓練協会
「明治大正史」中村隆英 東京大学出版会
「日本の歴史」（20・21巻）中央公論社
「はじめての渋沢栄一」渋沢研究会(編)
「日本史年表・地図」 吉川弘文館 その他
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◆ 渋沢栄一 関連年表
西暦
1840

和暦

渋沢栄一

政治・経済・社会

教育(学校・産業）

天保
誕生
11
この間、日米修好通商条約1858、安政の大獄1859、桜田門外の変1860

1864

元治
一橋家に仕官
01

禁門の変、第一次長州征伐、四国艦隊下関攻撃、横浜製鉄所・横須賀造船所

1866 慶応2 慶喜が将軍となる

薩長連合、第二次長州征伐

1867

大政奉還、王政復古の大号令

1868

3 パリ万博に渡欧
明治
帰国
01

福澤諭吉「西洋事情」

鳥羽伏見の戦い、明治元年、戊辰戦争、商法大意布達、株仲間廃止

昌平校・開成所を再興、慶応義塾に改称

2 新政府に仕官

版籍奉還、東京・横浜間電信、造幣寮設置

昌平校を大学に、医学校(大学東校）、開成学校(大学南校）

1870

3

工部省設置、岩崎・九十九商会

大学規則・中小学規則頒布

1871

4

岩倉視察団、廃藩置県、新貨条例「円」誕生、郵便規則制定

文部省設置、工学寮（工部大学校）

1872

5

太陽暦、富岡製糸場開業、新橋・横浜間鉄道

学制頒布、東京師範学校、明法寮学校(法学校）、「学問のすすめ」

1873

6

1874

7

台湾出兵、佐賀の乱

東京女子師範学校創立

1875

8 商法講習所

租税制度改革、貨幣条例、三井物産

商法講習所、三菱商船学校、同志社英学校

1876

9 東京会議所会頭、東京府養育院 三井銀行

1869

1877

大蔵省を退官、第一国立銀行 創
征韓論、地租改正
立、抄紙会社設立

学制追加、東京外国語学校創立

札幌農学校

10

西南の役、コレラ流行、第一回内国博覧会

東京大学、学習院創立

1878

11 東京商法会議所

大久保刺殺、竹橋事件、商法会議所・株式取引所、金禄公債下付

工部大学校、駒場農学校、三菱商業学校

1879

12 東京海上保険

琉球領有、安田銀行

学制を廃し教育令制定

1880

13 博愛社

横浜正金銀行

改正教育令制定

1881

14

開拓使官有物払下事件、明治14年政変、東京大火、明治生命保険

東京職工学校創設、明治法律学校(明治大）

1882

15

日本銀行設立、大日本山林会・大日本水産会

三菱商船学校を東京商船学校に、東京専門学校(早稲田大）

1883

16 大阪紡績会社

鹿鳴館、大阪商船会社

帝国教育会成立、青山学院

1884

17 日本鉄道会社

秩父騒動

東京高等商学学校(一橋大）

1885

18 日本郵船、東京瓦斯

伊藤内閣成立、日本銀行券発行、工部省廃止

教育令改正、英吉利法律学校(中央大）

1886

19 東京電灯

三重紡績

小学校令・中学校令、帝国大学令・師範学校令
（体系的な学校教育制度確立）、国定教科書

1887

20

東京に電燈、日本麦酒・札幌麦酒、鐘淵紡績

教科書検定規則

1888

21 札幌麦酒、東京女学館

日本石油

「君が代」が国歌

1889

22 石川島造船所

憲法発布、東海道線全通、北海道炭礦汽船

海軍造船工学校

1890

23

帝国議会開催、地方自治制度、商法公布、関税法施行、
豊田佐吉人力織機発明、大日本労働者同盟

教育勅語、職工学校が東京工業学校に、三菱長崎に職工見習
制度、国学院大、中学校令改正、高等女学校の名称起こる

大津事件、東京商業会議所、度量衡法

東京製鋼、東京人造肥料、日本
煉瓦製造、帝国ホテル

1891

24

1892

25 東京貯蓄銀行設立

1893

26

富岡製糸所三井に払下げ、三菱合資会社

実業補習学校規程

1894

27

日英条約改正､日清戦争

高等学校令・高等師範学校規則制定、徒弟学校規程

1895

28 北越鉄道

下関条約、新潟鉄工所、日本精糖

高等女学校規則制定

1896

29 日本精糖、日本勧業銀行

造船奨励法公布、佐渡・生野銀山を三菱に払下、汽車製造

師範学校令公布、高等教育会議

1897

30 澁澤倉庫

普通選挙同盟会、労働組合期成会、貨幣法公布（金本位制）、
日本勧業銀行

帝国図書館設立、京都帝国大学

1898

31

日本鉄道機関方スト

1899

32

普通選挙期成同盟会、商法施行、北海道拓殖銀行、関税定率法施行、
日本遠洋漁業

私立学校令,中学校令、実業学校令、高等女学校令、
三菱長崎造船所工業予備学校

1900

33 日本興業銀行

治安警察法 ,北清事変、社会主義協会、産業組合法公布、株暴落

小学校令改正(義務教育4年）
日本女子大学

1901

34 日本女子大学

日本赤十字社創立、社会民主党結成、メーデー開始、八幡製鉄所創業、漁業
法

1902

35

日英同盟、日本興業銀行

1903

36

「平民新聞」

1904

37

日露戦争、煙草専売法、尼崎造船所、三越開業、石油共同販売所設立

1905

38

奉天会戦、日本海海戦、ポーツマス講和、塩専売法、相続税法、鉱業法

鐘紡（中央職工学校、鐘淵紡績共済組合）

1906

39 東京電力、京阪電気鉄道

鉄道国有法、南満州鉄道、大日本精糖、帝国肥料、大日本精糖、
日本社会党結成

仙台高等工業学校

1907

40 帝国劇場

足尾銅山・別子銅山罷業、株暴落、森林法、日清汽船、日清紡績、帝国製麻

小学校令改正(義務教育6年）、東北帝国大学

1908

41 米国会議所メンバー来日

社会党解散命令、米国恐慌、日本窒素

奈良女子高等師範学校

1909

42 多くの企業・団体の役員を辞任

日韓併合、伊藤暗殺

国鉄・教習所、米沢高等工業学校

1931 昭和6 永眠92歳

（注）：渋沢栄一欄にある企業等は、渋沢が設立発起人、委員、役員等で関与している。
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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、飯田隆講師・八重樫仁講師のお二人です。

飯田 隆
１．経歴
1979年

新日本製鐵株式会社 入社

労務、人事、能力開発を担当。その後系列の
人材紹介・再就職支援会社に出向。再就職支
援カウンセラーを15年経験。
2014年

（現）日鉄総研株式会社の研修部門で講師として、関連会社等で階層別

研修(新入社員～部長クラス)、管理監督者研修、カウンセリング、メンタルヘルス、
コンプライアンス、ハラスメント防止研修等を経験。
2018年

日本産業訓練協会 非常勤講師 MTPインストラクター、TWI-JI、JM

リーダーとして研修実施
２．資格
社会保険労務士、行政書士、キャリアコンサルタント、シニア産業カウンセラー（JICO）、
2級FP技能士、ハラスメント防止コンサルタント(21世紀職業財団)
３．MTP、TWIと私
(1)私がMTPと初めて出会ったのは、30歳代初めの初任管理職研修「管理の基礎」にお
いてでした。3泊4日の合宿研修で、夜遅くまで『鉄冷え』に苦闘している会社の将来等を
議論していたことを思い出します。研修のなかで現在のMTPの教材にも入っていますが、
『芝生の経営』を学んだときの衝撃を今でも忘れることは出来ません。人が、目的に向かっ
て自発的に協力し合って仕事を成し遂げる話ですが、まさにマネジメントの要諦を余すとこ
ろなく伝えるものでした。講師からは、特にMTPを支える2つの考え方が ①科学的アプロー
チと②人間性の尊重であり、全編に通底する揺るぎない基本思想であることを学びました。
(2)数年後、会社でMTPを各作業所に普及させるために、社内で講師を養成することにな
りました。私も、これに応募し、社内講師としての研修を受けました。研修を実施する立
場から全体系を学ぶと、今までの自分の理解の浅さを痛感し、実践の中で肉付けをし
ていくことの大事さを感じ、もう一度学び直ししようと思いました。そして、その時、MTP
の社内への普及活動だけでなく、将来、産業界への普及活動に自分も参加できないだ
ろうかという、小さな夢を抱くようになりました。
(3)40歳代の入り、転機が訪れました。それは会社で発生した、過労死事件でした。社員の
労災認定をめぐり、私は会社側の労務担当として、遺族や相手方の弁護士と対峙する
役目となり、裁判への発展の可能性も含めてその対策に奔走しました。その後しばらく
して、思いがけず再就職支援会社に出向となり、再就職支援カウンセラーとして、企業を
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リストラされた方の次の再就職先を探す仕事に従事することになりました。ここで色々な
人と出会いました。大企業の部長クラスの方から、メンタルに故障を生じた方、再就職した
ものの受入先企業で不評を買い、再度再就職先を探さねばならない方、リストラされた
ことを家族にも言えず毎日会社に通うフリをしている方、さらにこれは地方公共団体の
依頼による支援でしたが、ダンボールハウスに住まわれている方の再就職支援もやりま
した。それら活動を通じて私が得たことは、当たり前の事ですが世の中には色んな人が
おり、色んな考え方があるということでした。カウンセラーとして本人に寄り添いその方
のライフストーリーを伺う中で、その人なりに懸命に生き抜いてきた、その生き様に感銘
を受けたことも一再ではありませんでした。この経験は私自身の生き方や考え方に大き
な影響を与え、何よりも、私に前に進む勇気を与えてくれました。一方でこの仕事を経験
する中で、私は、支援するための武器が自分には余りにも少ないこと気づき、カウンセリン
グを本格的に学ぶ事を決意しました。また業務に関連する資格も取得し、プロとして支援
の実を上げたいと思い、努力しました。
（4）15年間のカウンセラーの経験後、再び転機が訪れました。親会社の技術研究所の付属
図書館の館長を拝命したのです。20数年前に私は各地に散在していた研究所を移転
統合させるプロジェクトの一員として計画から実行に至るまで一貫して携わりました。各
地から家族を含めて約二千人もの大転勤を敢行した、あの研究所への異動でした。ここ
で2年半の勤務後、5９歳の時、新たなミッションが与えられ、講師をやることを命じられ
たのです。その講師修行のため、改めてMTPのインストラクター養成講座に派遣され、
3度目の学び直しの機会を得ました。さらにTWIの4コースのトレーナーの資格も取りま
した。その後、関係会社等で研修を行うことになりましたが研修の展開に当たって最も役
立ったのは、日産訓での訓練で得たものでした。さらに、その後MTPの第13次改訂の改
訂委員として改訂作業にも参加させていただきました。
(5)日産訓との講師の仕事の関係は、3年前から始まっています。前職が62歳以降週3回
勤務となったことから、ダブルワークとして会社の了解を得て、日産訓の非常勤講師とし
て働くことになったのです。思えば２５年前に、抱いていた「MTP（TWI）を産業界に広く
普及させる活動に自分も携わってみたい」との思いが、いろいろな方の力添えにより、一歩
を踏み出すことが出来たのです。感慨もひとしおであり、覚悟を新たにしている次第です。
４．研修講師として私が考えていること
「有機体は実現傾向を有する。」これは、戦後まもなく日本の教育界・産業界で強い影
響力を持った米国心理学会会長カール・ロジャースの言葉です。その意味するところは、
生きとし生けるもの（=生物=有機体）は、そのものが本来持っている可能性を実現しよ
うとたゆまぬ努力をし続けていく存在である、ということです。有機体の一つである人間
も本来そのものが持っている可能性を開花させ結実させようとする働きを有している。
「私がなりたいと思っている私」にどんどんなっていく、とでも言えるでしょうか。研修に
携わる者は、人に対する基本的な信頼感、人間存在への深い理解と人格尊重の念を
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持つことはもちろんですが、人間は生を終える最後の瞬間まで成長し続ける存在であ
ることを心に刻み活動することが大切だと思います。
私のカウンセラー経験からも人は変わりうる存在であり、成長し続け
る存在である、と確信するようになりました。人の成長は、環境に負う
ところは大きいと思いますが、他方で人間は環境自体を変える力を持
っている意志的存在でもあります。確かに変わるスピードは、人により
違うでしょう。しかし自分が変わらなければならないとその人が納得し
たら、人はあえて今ある自分を新しい自分に変えていける逞しい存在
ではないかと思うのです。教育研修活動は、変わるべきことを本人に
どう気づかせ、寄り添い伴走していくことではないかと思います。
私が再就職支援会社で経験した中で、前の会社で散々な評価をされリストラに遭った人
を、私が別の会社に紹介したところ、先方企業の方から非常に良い人を紹介いただいたと
感謝された経験があります。本人が、前の会社でなぜうまくいかなかったのか、私と対話す
る過程で内省し、自分の課題が何なのかに気づいて自ら変えようと努力され、その結果、
新天地で大輪の花を咲かせたのです。
教育研修に携わる者、部下の育成を図りたいと思う者は、すべからく農業思考で行うべし、
と言われたことがあります。土を耕し、種を植え、水をやり、適時に肥料を与える。雑草を抜き、
嵐が来たらオロオロして歩き回り、毎日毎日、「大きくなれ、美味しくなれ」と傍らにいてそっと
念じる。手を掛けた分だけ、稔りに現れる。まさにこれは、MTPの教材の『芝生の経営』で言わ
んとしていることと同じですね。
MTPもTWIも確かに少し取っ付きにくい所がありますが、戦後70年以上にわたって時の試
練に耐え、先人による現場での分厚い実践活動に裏打ちされた、高度に洗練された体系と万古
不易のマネジメントの本質が、学ぶ者の有するレディネスの深さに応じて、立ち現れてくると思い
ます。大事なことは、知識として学ぶ事だけではなく、現場の中で実践して欲しいということです。
実践によって理論は補強され、実践によって理論の有効性と足らざる点が明確となり、更なる理
論的進化が図られ、確実に産業界全体の共通インフラとなって行くと思います。さらに、理論と実
践の絶えざる往還運動を心がけ自分なりに深めていくことによって、「私のMTP(TWI)、私の生
き方としてのMTP(TWI)」にもつながっていくのではないかと思います。
先行きの見えぬコロナ禍の中、皆様、日々大変なことも多いと思います。
最後に、元気の出る言葉を贈ります。アレクサンドル・デュマの小説「モンテ
・クリスト伯」(黒岩涙香『巌窟王』の原作)の終章結語の言葉です。
『待て、しこうして希望せよ！』

皆様のご健勝を切に祈念します。

☆ 趣味
猫(福井県生まれの保護猫。4歳雌。茶白。名前『茶目蔵』)
自転車（週2回、自宅から海まで往復40㌔走行）
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八重樫 仁

こんにちは。 非常勤講師の 八重樫 仁 と申します。
現在、私が主に担当しているプログラムは国内・海外向け MTPとTWI です。
自己紹介を兼ねて、この機会にちょっと自分を振り返ってみることにしました。
日産訓講師になる前の私
世界の人達と意思疎通ができる人間になりたいと思って、大学ではスペイン語を専攻しました。
大学を卒業した1981年に、ある重電メーカーのグループ会社
に入社し、希望通りの海外営業部門に配属となりました。
以後、退職までの35年間、同じ部門にいましたが、勤務地は
東京、アメリカ、スペイン、英国と様々です。結局、東京と外国
での勤務期間は、ほぼ同じになりました。
5人以上の部下を持ったのは35歳から8年間駐在した
英国が最初です。つまり、初めて5人以上の部下をマネー
ジする立場になった英国で、英国人と一緒に仕事をするこ
とになりました。そこで経験したことは、まさしくMTPの問題

▲ 米国勤務時代・1985
（長男誕生祝）

事例に加えて異文化間問題そのものでした。その後、東京、アメリカと責任を持つ
組織が大きくなっていきましたが、日本人・外国人を問わず“人（部下）に意欲的に
働いてもらうには”という課題への明確な回答が出せず試行錯誤の連続でした。
英国時代に成功した組織運営方法がアメリカでも日本でも通じない、英国・アメ
リカでは自然な職場での人間関係構築の方法が日本では通じない、人生目標の
意識が強い英国人・アメリカ人に対して、人生設計より職場での良い仲間意識・
関係を優先することが多い日本人、等々。同じ人間なのに何でこんなに面倒くさ
いのかと思いながら過ごしました。
50歳を少し超えた時に営業部門のスタッフ的な組織に異動となり、若手～課長クラ
スへの海外ビジネス教育も担当することになりました。恐らく、この時に自分の“これ
からの進む道”が見え始めたと思います。後輩に自分の持っているものを伝えること

▲ 英国勤務時代・1998
（スコットランド家族旅行）

の価値と喜びを実感した時でした。
日産訓講師になったきっかけ
2016年の58歳になった時、家族の事情で35年務めた会社を退職しました。“さあ、これからどん
な仕事をしようか”と思っていた時に、偶然、大学時代の先輩と20年ぶりに会うことになりました。
その先輩が、当時、日産訓の講師をしていたことが、今の私に至るきっかけです。その後、MTP、
TWI等の研修を受講して正式に日産訓非常勤講師となりましたが、実は、私がそれらの研修を受ける
前に思っていたことは“単なるテクニックを教えるプログラムなら講師になるのは止めておこう”でした。
しかし、研修後には“自分がこれらのプログラムをもっと早く習得していたら、自分の部下はもっと幸せ
だっただろうな”と思うようになっていました。私が過去に対面した様々な問題への対処の仕方は、単
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なる思い込みや経験を基にした底の浅いものでしかなかった、つまり、人の本質を理解せず、
目の前の問題を解決する為のテクニックを追求していたことに気づかされたのです。同時に、
講師になることで後輩たちの将来に係り、彼らの役に立ちたいと思えたことが日産訓講師にな
ることを決めた理由と言えるでしょう。
講師になってからの気づき
日産訓プログラムを受講する方々の姿勢は様々です。一般的に、自ら望んで受講
される人は研修に積極的に参加しますが、会社で決められた人材育成プログラムの
一環で受講される人は受動的に受講する傾向が強いと言えるでしょう。私が会社員
時代に出席した研修への参加意識は殆ど後者の方でした。結果、私はいつどんな研

▲ 海外研修生と共に
（2019）

修を受講したのか、何が仕事に役立ったかを殆ど覚えていません。
そんな私が、今は、かつての私のような受講者に対して“人間行動の原則とは”とか“相手が覚えて
いないのは自分が教えていないのだ”と教えているのは皮肉なものですが、私が研修でフォーカスす
るのは、そのような、あまり積極的ではない受講者です。何故なら、彼らが積極的になれない理由が
わかるからです。“仕事が忙しい、内容が理屈っぽい、講師の情熱を感じない、講師の話が平坦で飽

きる、詰め込め式で研修に無理やり参画させられている感が強い、好奇心をそそる話の展開がない”
でしょうか。
社会人が自分の消極的な姿勢を講師のせいにするべきではないとも言えますが、社会人だろうが
学生だろうが、研修や授業に引き込まれない主な理由は、“内容がつまらない”と“講師の話がつまら
ない”に尽きるでしょう。日産訓プログラムの内容には全く問題ありません。断言できます。あとは、講
師の教え方・研修の進め方です。私が日産訓研修で持ったような“気づき”をどうやったら私の受講者
にも持ってもらえるか、気づきを持ってもらえる援助行動は何か、を考えながら講師を続けています。
受講者の上司や人事担当者方々への期待
どのような受講者にも気づきを持たせるのが講師の責任であり、腕の見せ所ですが、受講者がより
多くの果実を得るには、受講者の上司や人事担当者の皆様による“環境づくり”が必要となります。つ
まり、受講者が問題意識を持って研修に臨む為の事前準備と研修後のフォローアップです。
“今の自分には何が足りないのか、何を伸ばしたいのか、自分はどのような上司になりたいのか”等、
人それぞれでしょうが、研修前にそれらの点を整理させた上で受講させる“動機づくり”が、受講者が
より多くの気づきを持つ、実りの多い研修に繋がります。フォローアップは研修で得た気づきを実際の
仕事に役立たせることで、単なる記憶・知識に埋没させないための援助活動ですが、これをやる・やら
ないで決定的な違いが出ます。是非ご検討頂ければと思います。
皆の幸せのために
私事ですが、息子に3人目の子が生まれます。息子は、急に背中がずっしりと重くなっ
たと、笑いながら言いました。彼は、今、自分の人生への責任や喜びを実感しているの
でしょう。受講者の皆さんに、研修を通して、より良い人生に繋がる気づきを持ってもら
えたら、講師としてこれ以上の幸せはありません。
いつか、そんな講師になりたいと思って試行錯誤を繰り返しています。
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◆書評（BOOKS）

『 事例で学ぶ ＯＪＴ
― 先輩トレーナーが実践する効果的な育て方』

著 ： 田中 淳子
刊 ： 経団連出版
価格 ： 1,600円＋税

今から後輩を育成指導するためにOJTを推進する先輩たちにとっては、事例を基にした
読みやすく、理解しやすい内容になっていて、大変役に立つ書籍である。
全９章のまとめ方も各章ごとに完結しているため、OJTを実施中の方に疑問が生じたときに、
参考書・手引書としても使いやすくなっている。

第Ⅰ章

OJTトレーナーの役割

第Ⅱ章

周囲を巻き込み、みんなで育てる

第Ⅲ章

新入社員と信頼関係を築く

第Ⅳ章

業務の教え方と質問対応

第Ⅴ章

社会人としての基本を学ばせる

第Ⅵ章

経験学習を生かす

第Ⅶ章

仕事の取り組み方を教える

第Ⅷ章

新入社員との １ on 1 ミーティング

第Ⅸ章

フィードバックと振り返り

この内容を一見すると「当たり前」と受け止めやすいが、各章の各細目（67ある）について、
一つずつ具体的に事例を交えて解説しているところが秀逸である。

また、各章の各細目については、「悩みのあるある」という項から始まることで、OJTトレーナー
が実際にぶつかる可能性のある課題を取り上げて、実例を含めて「アドバイス」としているのも
解りやすいだろう。
次のページに一例を挙げる。
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第Ⅴ章 社会人としての基本を学ばせる
３５. コミュニケーション力をつけさせる には
「悩みのあるある」
敬語と電話対応が特に苦手のようです。仕事をするうえで必要な口頭や電話
でのコミュニケ―ションをどのように教えたらいいですか。
という内容に対して
アドバイス １ ： 若者言葉の違和感を自覚させる
アドバイス ２ ： プレゼンなどの機会を設け、担当させる
アドバイス ３ ： 電話は、練習と数をこなして慣れる
アドバイス ４ ： 先輩との違いを本人に見比べさせる

（詳細内容は略）

のように、具体的かつ多角的な面からアドバイスを挙げているのも実行しやすい。

一方、トレーナー自身についても
８ . OJTトレーナーを担当するメリット
12. 周囲の協力を上手に得るには
25. 先輩たちは見られている！？
等、OJTトレーナー自身のコミュニケーションの強化や示範の必要性、自己啓発・人材
育成についても詳しく記述されている。

さらに、新入社員のモチベーションや仕事に対する意欲、仕事への取組み姿勢などに
ついても的確にアドバイスを行っている。
29. 理解しているかがわからない
31. 同じことを何度も聞いてくる
48. 仕事の目的を意識してほしい
49. 「この仕事、意味あるんですか？」

（詳細内容は略）

これらは、OJTにおける重要項目であるが、ともすると忘れられやすい。また、これらは
日産訓で実施しているTWI-JI（仕事の教え方）で重点を置いている内容でもある。

OJTをこれから始める方も、詳しい方も、ぜひ一読することをお勧めしたい。
（府川 亮一）

『 事例で学ぶ ＯＪＴ
― 先輩トレーナーが実践する効果的な育て方』
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