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コロナ・パンデミックの贈り物
～訓練担当者が迎える分岐点なるもの～

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

日本産業訓練協会 理事長 鈴木 俊男

新年おめでとうございます。旧年中、いろいろとお世話になりました。年頭に当たって考え

ていることを綴ってみました。ご高覧いただければ幸いです。

コロナ・パンデミックはしぶとい

昨年は、医療関係者の捨て身の貢献あってのことですが、手洗い・マスク着用・三密回避・

在宅勤務・オリンピック無観客の開催・当協会においては講座のオンライン化対応等、COVID-

19の感染症拡大の乱高下に振り回された一年でした。

コロナ・パンデミックは、深刻な打撃となり、われわれの生活テンポを一変させ、経済に大きな

損害を与え、GDPは3パーセント以上の縮小を見ました。多くの家庭や共同体を苦しみや悲し

みに陥れています。そんな状況が継続する中で、誰もが持つ日常生活が早く元通りに戻って

欲しいとの願いが一種の欲求不満になり、これがこじれて利己的になり、それが蔓延し、社会

全体から寛容さが奪われるという兆候さえ見え隠れしています。現行資本主義社会体制は、ワ

クチン製造のテクノロジーを製造過程に乗せたが、全人類に配分するグローバル・メカニズム

を残念ながら持ち合わせず、感染予防対策は穴だらけの状態です。挑戦する自然が語り掛け

るメッセージは、先を見えないよう目隠しした上で、三密回避、ロックダウンのような「行動規制」

を伴う重荷から「人類は逃れられないぞ」と云わんばかりです。長期にわたる目に見えないコロ

ナウイルスの攻撃に弱りきっている人間同士が互いに「つながっていないと何一つ解決しない」

という「人間的弱さ」を知らず知らずに確認させようとする「しぶとさ」を示しているようです。

気候変動は地球上の全生物が共に暮らす共通の「家」が悲鳴をあげていることを教えている

他方で、気候変動が加速し、壮絶な規模の火災・洪水・暴風雨が世界で当たり前になった一

年でもありました。昨年の10月31日から11月13日まで、英国のグラスゴー市で開催された国

連主催の第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP-26）期間中、人類共通課題の将来を

語り合うニュースがわが家のテレビに流れ込んできたとき、われわれが慣れ切っている「ポイ捨

ての生活・文化」に戻るのではなく、どうしたらそのような習慣を打破できるか、こんな身近な

問い掛けがありましたが、友人や孫たちを含めた家族仲間で語り合い、積極的思考を仲間同

士で行い、一種の開放感を感ずる対照的な体験を持った方も多かったと思います。

人類に投げかけられた地球温暖化問題の原因の一つに、人類自らが発達させた科学・技術

をフルに利用・活用して、地表全てを塗り潰すような無差別的に生態体系（エコロジー）破壊行

為を長期にわたり仕掛けてきたことが挙げられています。コロナ・パンデミックと地球規模の気

候変動に見られる自然体系側からの反撃は、「怒り」のような、自然力を結集した繰り返し襲い

かかる挑戦に見えます。
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人間側の対応

この様にコロナ・パンデミックと気象変動による自然災害とのダブル・パンチを受けている人

類は、この試練の経験を改めて考えてみることが求められているように思えます。国連事務総

長は、「人類と自然との和解（地球システムと人類との関係改善）」が21世紀の最優先課題だ

とグラスゴーで語り、政策上の「歴史的試金石」、「倫理上の試金石」だとも書いています。

その意味するところは、「人類の危機」と「思考の仕方を改める」ということだと考えます。人

類は、物理学、化学、生物学、社会学それぞれの歴史が語るように、「自然」の一部を対象範

囲として厳密に定めつつ、科学を進化させてきました。科学的とは、ある現実の観察から仮説

を立て、仮説に従って、実験あるいは観察を行い予定通りの結果が得られれば、仮説が正し

いとされ、理論として、法則として、原理・原則として受け入れられ、そのような理論に従って

「現実」に手を加え、そこに技術が生まれ、このように科学によって支えられた技術が人類の

文明を築いてきたわけです。

ポイ捨て文化を改めようとする声の中核に位する生態学は、自然はそれ自体が有機的なシ

ステムを形成している、科学的（部分的）改善が自然というトータルなシステムを破壊している

と警鐘を鳴らしています。輸送の生産性向上が気象変動に、農業の生産性向上（化学肥料や

農薬の投与）が土壌破壊につながっているとの例がよく挙げられています。人間社会が閉鎖

的なシステム（人の独善的な点）に陥って来ているわけです。換言すれば、人類も微生物も含

めて他の動植物も地球という同じ家に共に暮らしていることを人類は忘れているようです。

転換期を考える

コロナ・パンデミックと気候変動は、歴史上の転換期における何らかの「分岐点を探る」、

「選びと決断」を求めているようです。それが今年の課題になるのではないでしょうか。そこ

には、「試練の時は手段選びの時・決断の時」だという経験から来る人知が具体的アクショ

ン・行動手段を求める声として、せがむようなこだま（木霊、谺）が響いています。「早く元に

戻って欲しい」ではなく、そこへ戻ってはならないもの、パンデミック後の生活において「必

要な生活条件は何か」、「払いのけなければならない習慣はどれか」を「識別」することが望

まれているのではないでしょうか。そこからの「発見・認識」を忘備録に只収めるのではなく、

それを生活に活かす「シナリオ」や「装置」を準備せよとの一種の命令形の声が聞こえてくる

ように感じています。

「時代の転換期とその分岐点」を考え、自己を省察するには、特に働く人のための教育・訓

練を担当する人に大切と思われる「二点（自分自身からの学びと思考について）」を綴って

みたいと思います。

一点目は、われわれ自身の「癖」を見詰めるに当たり、順を追ってつきつめることは、堂々巡

りをして、結論に到着しない難しさがあります。ある出来事に対する自分自身を見詰めるガイ

ド・ポストとして、自分の「思い」、「言葉」、「行い」、そして自分の「怠り」という四項目を立てて、

省察を試みることで自己改善の出発点（分岐点）にたどり着けます。この四項目は相互に連動

し、思わぬ自分発見につながります。

二点目は、自然自体が一つの有機体的なシステムで成り立っており、しかも人類自身が他

の動植物と共に地球という同じ家に住んでいる点を熟慮することです。話がジャンプしますが、
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具体的にはしかし、個別企業現場の質的向上を目指し、科学的管理を担当するIEエンジニア

の分析を参考に、働く現場の改善の実現には継続的社内教育・訓練と連動させるため「働き手

を主体として扱い、道具として扱わない」との両側面に経営者の言及（例えば宣言する）が為

されることは、共に育む企業文化を築く価値観を共有し、維持するために重要な分岐点（軸）

として役割を果たすのではないかと考えます。

昨年11月に海外産業人材育成協会の招聘で、対日投資国の経営者団体推薦の研修生に

「日本の経営者が心配している点」と題するオンライン上で説明する機会がありました。特に

労使関係・雇用関係分野の「働き方改革」に絞った説明を試みたのですが、労使関係につい

て日本の特殊事情の説明と、これまでの雇用慣行の改革（Up-grading) が雇用環境変化

に伴って必要になった点に話は進み、経団連が2020年11月に採択した「。新成長戦略（経団

連オリジナルのSociety5.0と呼ばれるコンセプトを国連が推奨する17本の柱から成る持続

可能な開発ゴール（略してSDGｓ）に連結させて協創する世界を構築する戦略）」に合わせた

働き方改革を個別企業レベルで実験的に進められ、団体レベルの場で経験交流が盛んに行

われていることに興味を持ったようでした。何が転換期の分岐点として、何に焦点が当てられ

るようになるのか、研修生たちの関心が拡大しているようにみえました。中でも、新卒採用を

軸とする日本型人事管理が「就職氷河期世代の問題」を機にどのように修正が加わるか、日

本理解に対する研修生たちの興味も拡張・進化したようです。近未来の課題を総合的に捉え

転換期の「分岐点」として問題提起をする経団連の「。新成長戦略」論に関する感想も、これ

から出てくるかと期待しています。

心を打つ詩のような文

この機会に、転換期の分岐点に関連して二つの文を紹介します。一つは、知人である片柳弘史

神父の著書「やさしさの贈り物：日々に寄り添う言葉３６５」（＊）から引用する三つの小品文です。二つ

目は、コロナ・パンデミック対応に追われている医療関係者の間に広まっていた教皇フランシスコ

のメッセージです。昨年3月頃だったと思いますが、友人から家内のところに回って来たものです。

過去にとらわれず：

過去にしていたことを、今できる範囲でやろうと思えば、

決して過去を乗り越えられません。

今しか出来ないことを見つけ、全力で取り組めば、

過去より素晴らしいことが出来るでしょう。

過去に縛られず、今しか出来ないことを探しましょう。

成長とは：

彫刻は削られることで、完成に近づいてゆきます。

人間も、余分なプライドを削り落とされることで、完成に近づいてゆきます。

成長とは大きくなることではなく、むしろ、本当に必要なものだけを残して

削り落されることなのです。
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今すべきこと：

将来が見通せず、今何をして良いか解らなくなった時は、

今の自分の身の回りで起こっていることに目を向けましょう。

今どれだけ沢山の人が苦しみ助けを求めていることに気付けば、

今すべきことが解るでしょう。

教皇フランシスコからのメッセージ：

「川は自分の水を飲みません、樹木は自分の果実を食べません、

太陽は自分自身を照らしません、花は自らの香りを自分にむけて流しません、

他者のために生きる、これが自然界のル－ルです。

わたしたち皆は互いに助け合うために生まれてきました。

それがどんなに難しいことであっても、あなたが幸せであるなら、

あなたの人生はすばらしい；

しかし、もっとすばらしいのはあなたのおかげで他の人々が幸せになるなら。

ですから次のことを覚えておきましょう；

刻々と変わる木の葉の色は美しく、

刻々と変わる人生の境遇には深い意味があることを。

これらを悟るにはしっかりとした眼力が必要です。

だから、不平・不満を言わないで、代わりに次のことを心に刻みましょう：

痛みを感じることは私たちが生きている証拠であることを、

難題に立ち向かうことは私たちが強いという印であることを、

そして祈りをすることは私たちが一人ぼっちではない証であることを！

もしこれらの真理を理解し、そして私たちの心と知恵を整えられるなら、

私たちの人生はもっと意味のある、違ったものに、

そして、もっと価値あるものになるでしょう。

明日も良い日でありますように！」 教皇フランシスコ

本年が、研修に携る方々に幸多く、有意で実りある年となりますよう願っております。

（＊） 「やさしさの贈り物：日々に寄り添う言葉３６５」片柳弘史著、教文館、2020年
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「働き方改革」 は文化的背景の考慮が必要

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

日本産業訓練協会 元専務理事 成瀬 健生

--- はじめに

岸田政権が発足して２か月です。総選挙の結果がどうなるかと思っていましたが、官房の

「働き方改革」実現分室は廃止したものの、同じ自民党政権ですから、政策の変更や転換

はないと言っています。

ところで政府の言う「働き方改革」の目的については「生産年齢人口の減少」と「働く方の

ニーズの多様化」にこたえるために、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、「就

業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作る」とされています。つまり、生産

性向上のために、みんなに働いてもらい、大いに能力を発揮してほしいという事のようです。

人間が社会で働く意味を考えれば、それは当然ですが、この問題のほとんどは、労働市場

や仕事の現場で、労使の行動に関わる問題です。「法律で結婚が幸せになるものではない」

と言われますが、法律は不幸せになることはある程度防げても幸せを作り出すことは出来

ません。

労働法制というのは最低賃金とか最長労働時間とか言うように「これ以下の労働条件は

駄目」というのが本来の役割ですからその辺りは良くわきまえて、政府は余計な口出しはし

ないようにお願いしたいと思っているところです。

１. 労働の在り方は伝統文化の所産

働き方改革で最初から気になっていたのは、３０年この方、日本経済が不振を極める中で、

いわゆる日本的経営がもう賞味期限切れで、欧米流の働き方に倣った方が生産性が上が

るといった先入観があるように思われたことです。典型的には、同一労働・同一賃金や、ジ

ョブ型の人事制度などが推奨され、日本型の新卒一括採用や内部昇進制度を中心にした

人事賃金制度は、時代遅れで非効率といった考え方が一貫しているようです。

---職務をこなせばそれでいい欧米

確かに日本の伝統文化に根差した人事賃金制度は欧米企業の制度とは、ほとんど相容

れないものでしょう。しかしそれは日本と欧米では、企業組織というものの概念が大きく違う

所からきているもので、遅れているとか進んでいるとかいうものではないようです。欧米では

もともと資本家が自分の資本を増やすために企業を起こし、その目的遂行のために必要な

職務を組織化したのが企業で、企業組織の構成要素である職務（job）の出来る人間を集める
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ために賃金を払うというのが原則です。ですから、企業の目的は利益で、賃金は仕事に人が

集まる水準で、それは労働市場で決まり、もともとは企業経営の業績などとは関係ないのです。

そして原則として、その企業にいる限り同じ仕事（職務）を続けます。もっといい仕事をし

たいと思ったら、自分で勉強して、別の企業の採用情報を探して会社を変わります。能力

があれば、こうして企業を変わるごとに高度な職に就きます。

---仲間として良い人間かを問う日本

一方、日本では、企業というのは基本的に人間集団として捉えられています。もともと日

本は、採用の時点では職務という概念が希薄です。職務などは決まっていません。人柄が

良くて、よく出来る人なら採用しようという事です。「良い人」を採用しておけば、何の仕事に

つけても確りやってくれるだろう。仕事の仕方は、会社が教えてあげますからご心配なく、

というのが普通です。

職務に就いても、それは当面の職務が決まっているだけで、その仕事に習熟すれば、よ

り高度な職務に異動します。いろいろな職務を経験してより高度な仕事に就くのです。こ

れが内部昇進制で、重役・社長も殆どが内部昇進の結果という企業が一般的です。

２. 文化の違いを乗り越えられるか

日本の文化も長い歴史の上に成り立っていますから、人間集団だった企業を職務と人

間の１対１の対応で、職務に当てはまる人間を採用するといっても、それで結構ですとは

なかなか言えないでしょう。

例えば、新卒一括採用という問題です。欧米流に言えば、欠員が生じたとき、あるいは

事業を拡張するとか新分野に打って出るといった場合には、欠員になっている職務、新分

野進出で必要になる職務についての求人をするわけで、欠員がないのに新規学卒を纏め

て取るなどは、まるで無駄ではないかということになるのですが、日本企業では「それもそ

うですね」とは言わないでしょう。

日本の人材は大体その企業のカスタムメイドで育っていますから、同じ品質の共通部品

のように簡単に外から補充出来ないと言った問題が大抵は出て来ます。現に就活・採用は、

学生にとっても企業にとっても重要な年中行事です。

---日本の企業では職務が明確でない

日本の企業では「職務」の概念が明確ではありません。欧米のように「私の職務が侵され

た」などという文句はあまり聞きません。A君「君が居なかったから代わりにやっといたよ」、

B君「ありがとう、おかげで助かった」等というのはよくあることですが、職務給になると、

賃金に関係しますから、事はそう簡単ではありません。

日本では職務の定義は割合あいまいで、職務に人が着くよりも、人に職務がついていくの

です。「C課長になってから課の仕事が大分広がった」などというのはよくある事です。職務
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給（ジョブ型賃金）では職務の定義を厳密にしなければなりませんが、日本の企業において

それは簡単ではありません。戦後以来、アメリカに学んで職務給を入れようという動きは随

分あって、日経連は「職務分析センター」を作って長年セミナーをやりましたが、日本に定

着したのは職務給ではなく「職能資格給」でした、という経験もあります。伝統文化そのもの

が変わらない限りその壁は崩せないのでしょう。

3. しかし、変わってきた部分もある

皆様既に気が付いていらっしゃるでしょう。日本にも、欧米流の職務給（ジョブ型賃金）が、

ほぼ貫徹しているセクターがあります。

---非正規雇用２０００万人の存在

それは非正規雇用といわれるセクターです。しかもこのセクターは、プラザ合意、バブル崩

壊後の長期にわたる「円高不況」の中で増えたというだけでなく、２０１３年、日銀の異次元

金融緩和によって円レートが正常化してからも、減らないばかりか増加の傾向すら見せると

いった勢いで、就業人口の40％になろうとしているのです。

この中に含まれるのは、無技能の単純なパート・アルバイトから始まって、今、高齢化やコロ

ナの中で処遇（賃金水準）が問題になっている介護や福祉関係の仕事も含み、建設業、製造

業、流通関係、飲食店、各種サービス業、金融業、そして公務員にまで広がっているのです。

この方たちは、仕事があって人の足りない時に求人広告で採用する世界です。賃金はその

地域のその職種によって決まっていて、原則有期雇用で、勿論同じ仕事を続けるのが当然

という働き方です。

---高級職にもジョブ型は存在

それだけではありません。ハイタレントマンパワー、高度プロフェッショナルと言われる高級

な専門職にも、それなりの雇用のマーケットはあります。

こうした高度専門職の場合は、給料・報酬は当然高く、契約社員あるいは経営者サイドで

役員、社長、CEOといった高級人材マーケットの人たちですから、大抵は労働基準法には

関係ないということになるのでしょう。高度の専門家で、働き方は自分で選べるのであれば、

政府に「働き方改革」で云々言われる立場ではないのかもしれません。（なのに、何故か「高

プロ」問題というのがありました）。

4. 併存する２つの労働市場

こうして見ますと、今の日本には２つの労働市場が併存しています。そのひとつは、伝統的

な日本の企業文化の在り方に適合するように作られた企業別の労働市場です。それぞれの

企業は別個の人間集団ですから、企業の生産性が違えば労働条件も違うということが起

こります。企業別の賃金格差です。もうひとつの労働市場は、企業の枠を超えて地域に広

がり、そこで職種別に決まっている（非正規労働者の）労働市場ということになります。
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---企業別労働市場では高生産性企業の賃金は高い

日本の企業はもともと人間集団ですから新入社員からトップまで、苦楽を共にするという

意識があります。従って、生産性の高い企業ではトップの報酬も高いでしょうが、従業員の

給与水準も高いのが一般的です。従業員の給与は地域並みでいいなどとは考えないので

す。当然企業別賃金格差が出ます。それはある程度当然の事として、労働組合でさえも認

めているのです。

欧米の場合には、生産性が高くても、賃金は地域の同一職種並みに払えばいいというの

が本来の考え方で、高生産性の企業では、その分利益が増えて、経営者や株主がその恩

恵に与かるのが原則のようです。

---非正規の地域別労働市場では企業の賃金は欧米型

非正規従業員を増やせば、地域のマーケットで決まる賃金水準は生産性に関係なく地域

の状況で決まりますから地域の平均か、あるいはそれより低くなる可能性もあります。言っ

てしまえば、非正規従業員の場合には、賃金の決定は企業ではなく地域のマーケットが決

めてくれたものを企業が払うということになります。

5. 働き方改革では２つの基本的労働条件の整合性を求める

ところで「働き方改革」ではどういう事になっているのでしょうか。労働条件の中で基本的

なものは２つ、賃金と労働時間でしょう。「働き方改革」では、労働時間の短縮（のちに労働

期間の多様化？）と同一労働・同一賃金が関連する主要なテーマという事でしょう。という

事で、この２つについて見ていきたいと思います。

---労働時間についての迷走

当初、労働時間についての「働き方改革」のスタンスは、労働時間短縮だったように思い

ます。国際的にも評判の悪い過労死などを無くそうという事であれば、それは労働市場が

分断されていようがいまいが共通に考えられる問題です。残業時間の制限やインターバル

制は働く人の健康を守るために重要です。これがILOの１号条約（週４０時間制）の批准を

目指したものかどうかは解りませんが、先ずは歓迎すべき事でしょう。

このスタンスは結構だと思えたのですが、高度人材や裁量労働などのエグゼンプション

（除外規定）の問題で紛糾してしまいました。さらに驚いたことに、副業、兼業など二重就業

を一般化しようという方針が出るに及んで、労働時間短縮問題は、まるでぼやけてしまい、

労働基準の精神は曖昧になり、今日に至っています。

---同一労働・同一賃金の基準は何か

同一労働・同一賃金は一見全くの正論のように感じられます。同じ仕事をしていて賃金

が違うというのは妥当ではないといえば、「そうだ」と答える人が殆どでしょう。ここで問題

になるのは、同一労働、「同じ仕事」とは何かという問題です。
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職務給（ジョブ型賃金）の場合は、先に職務の定義があって、それで賃金が決まっている

のですから、設計上、同一労働・同一賃金になっています。もっと仕事ができてもやる必要

はないし、やってはいけない（他人の仕事を侵す）のです。

日本の賃金制度では、同一労働・同一賃金はその人の入社から退職までの仕事に賃金

が見合っているという設計になっているようです。１年先輩と机を並べて同じ仕事をしてい

ても、先輩の賃金の方が高いのは当然で、1年たてば、今の隣の先輩と同じ賃金になるか

ら同一労働・同一賃金は守られているということになるのでしょう。 「働き方改革」の中で

も、正規従業員の年次による賃金格差は認められています。

---労働市場の違いからくる格差は？

正規と非正規の従業員が並んで「同じ」仕事をしている場合は、見かけは同じ仕事でも、

仕事の仕方や種々の配慮、仕事への取組み方が違うとはっきりしていれば「同一労働」では

ないと認められるようです。勿論、全く同じ仕事だったら、正規従業員に合わせろということ

になっているようです。しかしそうすれば、地域のマーケットで成立している賃金水準から

言えば、同一労働・同一賃金ではないことになります。非正規の場合も企業間格差は認め

られるのです。

---矛盾だらけのガイドライン

「働き方改革」のガイドラインを見れば、矛盾するような問題は沢山出て来ます。これは、全

く違った原理で決まるものを、何とか辻褄だけでも合わせようとする結果で、基本的に合わ

ないことの方が当然なのです。しかし、行政の命令には従わなければならないので、それな

りの理屈をつけて、違反にならないようにするしかないというのが現実でしょう。

---解決は全てが非正規になった時

では欧米の原則はどうなっているのでしょうか。欧米の考え方は従業員はすべて「決まっ

た職務についている人間」で、たとえ雇用期間に制限のない場合でも、退職まで同じ仕事

をするのです。熟練度が上がれば職務給は上がりますが（熟練度別賃金）、日本のような

内部昇進制は原則ありません。良い仕事につきたければ自己啓発、資格取得などでよい

仕事の求人を探すのです。そうなれば賃金などの処遇は全て職種別、地域別のマーケット

で決まり、どの企業で働いても職務が同じなら賃金は大体同じですから、同一労働・同一

賃金は一貫します。

---その時、日本の正社員はどうなるか

敢えて仮定の問題に答えるとすれば、日本がそうなるという事は、殆どの正社員は職務給

で雇用される従業員になるということになり、定年まで同じ仕事、内部昇進などはない、今の

非正規並みの雇用状態になり、限られた経営者と中枢幹部が正社員の生き残りという事に

なるのではないでしょうか。

この人たちは当然、労働基準法などの適用は除外される人ばかりです。そして、企業の所有

者である株主や持ち株会社のために「企業の目的は利益」という旗印のもとに集う高度専門
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職として、従業員とは別の処遇体系（やはり職務給でしょうが超高給）の下で厳しい競争条件

を勝抜いて、名誉と富を求めるひと握りの上層階級ということになるのではないでしょうか。

---日本の社会・文化がそこまで変わるか？

これは私にも解りませんし、皆様の中にもいろいろなご意見があるところでしょう。あえて

言えば、私自身は、多分そこまではなかなか変わらないだろうし、変わる必要もないと考え

ています。それよりも、今日の現実の状態を前提に、政府の政策や社会環境の変化の中で、

いかなる対応が考えられるかの検討が大事だと思っています。以下、その点を些か付け加

えておきたいと思います。

６. 望まれる方向

「働き方改革」が今後どうなるか解りませんが、それはそれとして、日本の経済社会は、こ

れからの雇用制度や賃金制度問題にどう対応していかなければならないかという大きな問

題に直面していることは間違いありません。その対応策を「働き方改革」と銘打った政策の

中に見出せるかと思ったのですが、どうもそれは駄目だったようです。

対応しなければならない問題は大きく２つあるように思われます。

1つは日本が豊かな社会になり、その結果として価値観が多様化し、働き方についても、多

様な就労形態が求められるようになってきていることです。もう１つは、働く人間の国際交

流が一般的になり、欧米、アジアを始め外国人が日本国内の企業で働くことが益々増えて

くるということです。

---先ず雇用ポートフォリオの充実を

豊かな社会では、雇用に対する意識は当然多様化します。しかし、出来れば好きな会社

で、伝統的な形で定年まで一社で勤め上げるという従来型を好む人はまだ多いでしょう。

また一方では、特定の専門能力、更には複数の専門能力を持ち、状況に応じて、最も適切

な場所（企業）を選んで仕事をしようという人も増えてくるでしょう。

その専門能力にも、超高度な専門能力から通常程度の専門能力まで多様な場合が含まれ

るでしょう。とくに無技能でも、時間に余裕があれば社会に出て働いてみたい、何か社会に役

立つようなことをしたい人、自分の望む仕事のためにはある程度の規制や束縛も辞さない人、

束縛されるのは好まず、出来るだけ自由な立場で働きたいという人も増えてくるでしょう。

こうした雇用についての意識の多様化に応じて、きめ細かい雇用ポートフォリオを企業

としては準備する必要がありそうです。

---雇用ポートフォリオに柔軟性を組み込む

そして大変重要なことは、この雇用ポートフォリオは、その運用において十分な柔軟性を

持っていなければならないという事でしょう。従業員にはそれぞれのライフステージがあり、

また家庭環境や個人的な意識変化で雇用や賃金についての意識が変わるということは当

然起こり得ます。そのときに、雇用ポートフォリオは従業員にとって十分に柔軟でなければ

ならないでしょう。
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例えば、その時の興味で一時的な仕事と思って就職したが、ここでこの仕事を本気で続

けたいと思うようになった時、企業は適切な面接の上で、本人の希望に沿ったポートフォリ

オのグループへの異動を柔軟に認めるといったポートフォリオ活用の柔軟性です。

---従業員と企業双方の意識の一致を大切に

この柔軟性は、企業の意思だけ、あるいは従業員の希望だけで成立するものではないは

ずです。従業員、企業双方にとって大事なことは、双方の意識や理解が一致したところで

ポートフォリオの中での位置が決まるようにするという柔軟性、ポートフォリオ内のグループ

間の異動が実現するという柔軟性でしょう。

今日の状況の中では４０％近い非正規雇用者の中で恐らく15％程度は正規雇用を志望

していると思われます。この問題への対応については、非正規の方が賃金が安いから、とい

った近視眼的な単純な発想ではなく、それぞれの従業員の意欲、能力といった重要な要素

を見抜き、企業の将来のために役立つ適切な判断が企業に要請されることが多いように感

じます。ジョブ型採用の場合と、企業という人間集団の正規のメンバーになった場合の、働

く事への意欲付けの違いといった問題は、日本でも外国でも大きいようです。

---外国人従業員の場合は

雇用ポートフォリオといえば、1995年に日経連が発表した「新時代の日本的経営」の中の、

「長期蓄積能力活用型」「高度専門能力活用型」「雇用柔軟型」の3つのグループ分けが有名

ですが、この3つとも、さらに内部を、それぞれの企業に適したものに分けておく必要（特に前

2つの場合）もありうるでしょう。

そうした雇用ポートフォリオと、その中のそれぞれのグループについての適切な賃金システ

ムを用意しておけば、その中に外国人従業員の意識にマッチするものがあるはずです。外国

人でも、日本の学卒一括採用で入社する人もいるでしょうし、外国企業での経験の蓄積を生

かして高給の有期雇用を希望する人もいるでしょう。備えあれば、適切なポートフォリオのグ

ループに位置付け、給与、報酬は相談でしょう。

これはあくまでも一つの考え方です。現実にはいろいろなケースがありますから、それぞれ

の企業にそれぞれに知恵を絞って頂かなくてはならないでしょう。

---おわりに

この論文の「5」の部分を書いている時、新聞（2021年11月15日「朝日」朝刊）で、岸田政権

が、安倍政権の作った「働き方改革実現」の分室の廃止を決めたという記事を見ました。解説

に一言、政策方針は変わらないという政府のコメントがありました。岸田政権の意図は解りま

せん。1月の産訓コロキュウムに載るころの状況がどうなるのか解りませんが、問題の本質は

変わらないのではないかと思っています。

※今後、数回にわたって、成瀬健生氏に執筆していただく予定です。
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2021年11月2日、第3回MTP研究会が開催されました。

本研究会は、MTPの第13次改訂を機に、MTPインストラクターとして活動されている方々に、

アップデイトな情報を提供するとともに、研修指導上の疑問等の相互確認や次回MTP改訂へ

の準備などを目的として、年1回開催してきました。

第1回目は集合で開催しましたが、コロナ禍により2回・3回目はオンラインでの開催となりま

した。今回は32名の参加があり、前半第１部で講演会、後半2部では二つのテーマによる意見

交換の場となりました。以下、要約した内容を紹介します。

第１部 講演：LGBTの職場における課題

講師 認定特定非営利活動法人ReBit（リビット）

キャリア事業部 マネージャー 井澤明穂 氏

＜LGBT：多様な性とは＞

「LGBT」について言葉は知っていても、身近な存在であることを認識している人はあまり多

くはないのでしょうか。一般に、性のあり方（セクシュアリティ）には4つの要素があります。それ

は、自らが自認する性＝性自認、からだの性＝生物学的性、好きになる性＝性的指向、服装や

行動などで表現する性＝性表現、です。

女性を好きになる女性がレズビアン（Lesbian）、男性を好きになる男性がゲイ（Gay）、女性

も男性も好きになる人はバイセクシュアル（Bisexual）、自認する性と出生時に割り当てられた

法律上の性が異なる人がトランスジェンダー（Transgender）であり、その頭文字を取ったも

のがLGBTです。これまで実施された数件の国内調査によると、LGBTの人は国民全体の約3

～10％の比率になっているとのデータがあり、数値的には身近な存在であるといえます。

＜企業がLGBTに取組む必要性＞

このように、職場で共に働く身近な人々の中にLGBTの方は存在し、人権尊重の意味からも

企業は社内外で活動することが求められてきています。社内的にはダイバーシティ＆インクルー

ジョン、コンプライアンス、サステナビリティの側面があり、対外的にはステークホルダーや取引

先との信頼関係、ブランディング、社会的責任の観点から、経営の重要課題の一つともなって

います。行政においても、厚労省の｢セクハラ指針｣(2017年改訂)、「パワハラ防止法」(2020

年施行)などで明確に当該課題についてのコンプライアンスの重要性を規定しています。

こうした趨勢から、具体的にLGBTに関する基本方針を策定したり、「PRIDE指標」を受賞し

た企業が急速に増加してきています。人財の活用面でも、人財の採用・活用・離職防止は、企業

人事の重要課題となっています。

MTP研究会2021・開催報告
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＜働きやすい職場への5ステップ＞

では、LGBTも働きやすい職場作りに何が必要となるでしょうか。

5つのステップとして「方針の明文化」・「支援体制を整える」・「制度対応の変更」・「社内理解

の促進」・「社内理解の可視化」が挙げられます。ぜひ、取り組めるところからご検討いただけ

ますと幸いです。

＜個人として今日からできること＞

これからは、「誰かにとって働きやすい。誰かにとって安心できる。」職場であることに止まらず

「誰もが働きやすい。誰もが安心できる。」職場であってほしいと思います。職場も社会も、作る

のはそこに集う「人」です。仕事人として、大人として「どうありたいか」を個人として考えていき

たい。その場合、次のようなことを心がけて行動していただきたいと願っています。

・ LGBTだけでなく他の人権課題についても情報を知り、考え、行動する。

・ 「女／男らしさ」が選択肢を狭めたり、異性愛や結婚・子育てが前提となっていたりしている

場面に気付く。

・ 「彼氏／彼女／夫／妻」ではなく、「パートナー／お連れ合い」と言ってみる。

・ LGBTのニュースや今日の研修の話を、職場／家庭／地域などで肯定的に伝える。

・ LGBTに理解があることの象徴である「レインボーグッズ」を身に着けたり、身近に置いたりする。

＜事務局より＞

井澤講師には、LGBTの一人としての20代から現在に至る自らの体験を、率直かつ丁寧に

語っていただきました。企業の理解不足による限界も感じて、今の社会で生きづらさを抱える

人々の助けになりたいとの思いから、ReBitのメンバーになったとのことです。

この団体の名称には、「Re＝繰り返し・何度でも、Bit＝少しずつ」の意味で、「繰り返すことで、

少しずつ社会が前進してほしい。」との願いが込められていると話されました。企業における社員

教育を目的とする当協会においては、「全ての人が豊かに働く職場づくりを目指して」活動を広

げていくReBitの理念に賛意を示し、応援していきたいと思います。

ReBitの連絡先 HP：http：//rebitlgbt.org

MAIL: info@rebitlgbt.org

第２部 各社取組みの情報交換

第2部では、ZOOMの「ブレイクアウトセッション」機能を活用して、4グループに分け、2つ

のテーマ「オンライン研修の対応と実施状況」と「テレワーク時代のマネジメント」について活発

な意見交換がなされた。

Ⅰ．オンライン研修の対応と実施状況

（実施上での工夫）

・「緊急事態宣言下」で集合での研修が出来ず、遅ればせながら今夏から始めている。
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・MTP研修の日程については、「1週ごとに1日実施」、「2日間を2回」などの分割方式で行っ

ている。連続する３～4日間をオンラインですることには、講師・受講者双方に負担感がある。

・10時から17時までの6時間、連続する2日間を、2週連続で実施した。この方式だと参加者

は、朝もしくは夕刻に本来業務を処理できて、業務への影響が少ないと好評であった。

・グループワークは、「ブレークアウトルーム」を活用することで問題なくできた。

・研修に使用するテキストは事前に送付した。

・複数のカメラ、モニターを使うと、よりリアルな研修に近づけることができる。

・パワーポイントの利点は多いが「手書き」も重要だ。ホワイトボードを使うのが標準だが、自宅

などでの参加の場合はスケッチブック等を活用した。

・職場の自席で研修の場合、「音読部分で声を出すのが恥ずかしい」との意見に、講師が読む

との対処例が紹介された。

・オンライン研修は集合の場合より時間がかかるので、「人をめぐる問題」に重点を置いて実施した。

・オンラインの場合は6～8名が効果的、それ以上の場合は集合研修の方が良い。

・方法では、10名程度を集合させて一部を自宅等で実施したが、自宅組はどうしてもビジター

姿勢となってしまう。改善策として、あらかじめ座席を指定し、座席表に基づき講師が指名す

る等の方法がある。

・オンライン研修には工夫が必要。パワーポイントとホワイトボードでの板書の使い分け、チャッ

ト機能の活用、ブレイクアウトセッションでは3人ごとに絞る。

・受講者が自分でエクセル画面を作成し共有できるようにする。

（メリットとデメリット）

・オンラインのメリットは、経費の削減と多人数の参加が容易という点にある。

・オンラインの場合、いつ当てられるかとの緊張感があるようだ。

・集合研修とリモート研修のハイブリッド型の研修は、大変やりにくい。

・画面を見ることで受講者との視線が合わず、反応を読みにくい。

・受講者の間でPCの習熟度に差がある。

・自宅の場合、所用でPCを離れる者もいた。

・通信状況によりタイムラグが生じた。

・通信回線の容量により、全員の映像をするとダウンしてしまった例があった。その場合、音声

だけでの運営をせざるを得なかった。

・技能系の研修は、原則集合研修で行っている。知識部分は一部オンラインでも可能だが、

モノに触れて確かめないと、資格は与えられない。

(今 後)

・MTPはやはり、フェース・ツー・フェースの研修が効果的である。講師・参加者同士の熱の伝

わりに差がある。特に初対面同士では信頼関係が作りにくい。

（この意見には後述の山口研修部長のコメントを参照されたい。）

・講師1人でのオンライン研修は負担が大きい。トラブル対応のシステムサポート(補助者)は必

要だ。しかし人員の余裕がない中では、今後講師1人で実施することも求められてくる。
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・集合研修の良さは、職場から離れた非日常の体験でリフレッシュできることにある。飲み会

などの場での人間関係構築も重要である。コロナ禍が終息したら集合研修に戻すつもりだ。

Ⅱ．テレワーク時代のマネジメント

・テレワークとなって、「使える人と、使えない人」が明確になってしまった。仕事を自分でコン

トロールできない人、当事者意識のない人が浮かび出てきた。

・若い人には、自ら考え、自ら行動する「自己管理能力を」身に着けさせることが大事である。

・当社では、自律的に仕事ができているか「自己診断システム」を取入れて、気づきを促している。

・通勤時間が無くなったことでの効率は向上した。

・当初はコミュニケーションの希薄化を心配したが、お互いを気遣うことも増え、かえって良く

なったと思う。

・若い人にとってはチャットの方が意見を出しやすいようだ。対面より言いやすいとの声を聞く。

・「Video-on」で顔出しをするかどうかは、本人の意向を確認する等、ケースバイケースでし

ている。

・テレワークでは、仕事のオン・オフの切換えが難しい。今後の労務管理上では、多くの課題が

出るだろう。

Ⅲ．その他

（１）管理者研修

最近産業界では、プレイングマネジャーが一般化し、管理者としての意識が希薄になってき

ていると感じる。今こそMTPが示すマネジメントの原理原則を広めたいと思う。

一方で、MTPは内容が古く現場で使えないという人もいるのは事実だ。MTP講師として、

不易流行の言葉通り、根幹部分を大事にしながらも、LGBT等の新しい課題にも対応でき

るようにしていきたい。

（２）LGBT研修

・すでに10年前から取り組んでいる企業(A社)のメンバーから以下の紹介があった。

10年前から社内での取組みで、「パートナー」という言葉が定着している。今では社内の

議論の場でも、「普通」という言葉がNGとなっている。最初は産業医による研修から始まり、

その後開催されたLGBT当事者のパネルディスカッションで衝撃を受けた。1～2割いると言わ

れ、改めて周りを見回すアンテナが張れた。実際部下にもいたことが分かった。研修会は年

間数回各100名程度で実施し、参加は強制ではなく希望者としているが、管理職層が積極

的に勧めていることで、参加の機運はできている。

このように、当社では、ハラスメント研修、ダイバーシティと多様性の中での考え方・価値観

の違いの一部としてLGBT研修へと繋がってきた。

・講演を聴いてLGBTの理解には個人差が非常に大きいことが分かった。今後MTP研修の

中にも取り入れて、人の扱い方に細心の注意を払うことの必要性を改めて認識した。

・まず知ることが大切であると思う。LGBTの人に登壇してもらって、生の声を聞くことが効果

的である。

・当社では、オンラインにより、画面オフでLGBTの人によるディスカッションを計画している。(B社)
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＜山口研修部長コメント＞

ＭＴＰは「不易と流行」の「不易」、つまり変化してゆく中にも変わらないマネジメントの基本

が手引書の内容の中心になっていますが、手引書には具体的な記載がない「流行」に関する

内容を、企業を取り巻く環境や社会の流れに合わせて取り入れていくことが、インストラクター

の役割として求められます。

今回、第１部でReBitの井澤講師に「LGBTの職場における課題」をご講演いただいたのは、

この「流行」に関する具体的内容のひとつとして紹介するためでした。

今回講演いただいた内容について、ＭＴＰの手引書に関連するセッションは

第２セッション マネジメントと人間行動及び組織

第１節 人の行動の理解 「個人差」「人格を持った存在」

第３節 組織における人の行動 「ダイバーシティ」

第７セッション 問題解決の基本

第１節 問題と問題意識及び問題解決の手順 「リスクマネジメントとは」

「コンプライアンスとは」

第９セッション 欲求不満への対処と態度の啓発

第３節 人の態度

第４節 態度の変容

第１０セッション 人をめぐる問題の解決

第１節 人をめぐる問題の解決方法 「ハラスメント対応」

等になります。今回の内容を参考にして、ぜひ今後のＭＴＰにご活用いただきたいと思います。

第２部では、オンライン研修の対応やテレワークのマネジメントについて意見交換していただ

きました。対面研修にはオンライン研修にはない研修効果があることは、多くの方が認めるとこ

ろです。しかし、「移動時間」「旅費交通費」がないこと、さらに「チャットを活用した発言の活性

化」など、オンライン研修ならではのメリットに関する意見もありました。

研修におけるコミュニケーションについて、オンラインによるマイナス面はあるものの、基本は

対面と変わることがなく、ツールの活用によりオンラインにも十分対応できるという意見もあり

ました。

MTPの不易と流行と同じように、コミュニケーションにも対面とオンラインの両方に共通する

「不易」と、オンラインならではの特徴に合わせることが必要な「流行」があります。これは、テレ

ワーク時代のマネジメントにおいても同様であり、会社や受講者の研修環境やテレワークの状

況にあわせて、MTPインストラクターは「不易」を基本にしながらに研修内容を追加するなど、

研修運営方法を工夫して「流行」に対応することが必要です。

ダイバーシティ＆インクルージョンは、多様な人財を獲得し活用することにより組織の創造性

が向上することに貢献します。同じように研修でも、対面研修＆オンライン研修の多様性に対

応することにより研修効果が向上するように、弊協会もインストラクターの皆さんとともに工夫

を重ねて参りたいと思います。

成功事例や問題点のご相談など、引き続き情報交換をいたしたくインストラクターの皆様の

ご協力をお願い申し上げます。
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先日、パキスタンのマネジャークラスの方々にMTPの一部をオンラインで紹介しました。その

時の研修が、とても印象的で学ぶことも多く、それを皆さんに紹介させて頂こうと思います。

1．この研修を実施した背景

まず、日産訓が英語で実施する海外向けのMTP研修について説明します。

毎年、（一財）海外産業人材育成協会様（通称AOTS）を通じて、主に東南・南アジア、中米の

マネジャークラス向けに「ＭＴＰインストラクター養成講座（14日間コース）」を実施しています。

この研修にはいつも各国から、とても優秀なマネジャー達が集まります。

一方、上記研修とは別に、特定の国を対象に「ＭＴＰ紹介コース（８～9時間）」も、AOTSを通

して実施させて頂いています。それが今回の研修でした。AOTSの海外パートナーのひとつ、パ

キスタン経営者連盟がその加盟企業から20数名の受講者を募り、開催されることになりました。

2．今回の研修で知った驚き

研修の最後の1時間で、かつてＭＴＰインストラクター養成講座に参加したA氏（パキスタンの

ある大企業の人事部長）が特別参加し、現在、どのようにMTPを会社に導入しているかを、受

講者全員に紹介してくれました。パキスタンの企業がMTPを導入するには様々な困難があると

思いますが、彼の話は同胞達に勇気を与えてくれたに違いありません。

彼は、インストラクター研修を受講後、直ぐにMTPに沿った社員教育の改革を会社に提言した

ものの、経営陣が難色を示したそうです。しかし、どうしてもMTPを導入したい彼は、経営陣に

直接MTPを知ってもらうしかないと考えたそうです。私は彼の個人的依頼で彼の会社の管理

者向けにオンラインで短いMTP紹介講座を開きましたが、その受講者の中に彼の会社の経営

陣もいたことは知りませんでした。結局、彼の提言は承認されました。後に事情を知った私の気

持ちは、彼の努力への敬意しかありませんでした。

彼は、何故、そこまで頑張ったのでしょうか？ 彼が私に言ったことは、「人事部長の立場で、

長く、社員の消極的な姿勢による問題や離職率の高さに悩んできたが、MTPを知って気づいた

ことがあった。それは、社員の様々な問題の根源には、会社や直属上司の社員に向き合う姿勢

に原因がある場合が多いということだった。」とのことでした。彼がMTPの核心を理解し、それを

信じて、困難を乗り越え、目標に向かう努力を惜しまなかったということです。

3．受講者感想

参考までに、今回の受講者の印象的な感想も記します。

＊このプログラムをもっと早く学んでいたら、自分の部下も、自分の家族も、そして自分自身も、

もっと幸せだったろうと思う。 （ある企業のマネジャー）

MTPの価値をパキスタンのマネジャーから知らされた

日本産業訓練協会 非常勤講師 八重樫 仁
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＊私は1989年に日本とアメリカを訪ねて、大企業のトップに、社員教育や採用について尋ね

た。日本企業のトップは「新卒者を採用し、会社全体で育てる」と言った。アメリカ企業のトッ

プは「必要な部署に、必要なレベルの人を内部・外部を問わず求める」と言った。個人的に

は、日本方式の方が企業の長期的発展には理想的だと思った。今回の研修を聴講し、今も

自分の考えは変わっていない。（パキスタン経営者連盟会長）

また、この研修ではありませんが、他の機会にパキスタン受講者達が言ったことも思い出しました。

＊戦後わずか20数年で経済規模世界第2位になれたのは何故？

＊日本人は、戦前と戦後で全く違う目的を追求しがらも、いつもダイナミックに行動しているが、

何が日本人をそのようにさせるのか？

等々、MTPの範疇を超えての感想や質問も多くありましたが、総じて、「上司と部下の関係性

はどうあるべきか？」、「何故・どうやって日本人はそのようなことができたのか」 という疑問だ

ったと思います。

4．私の感想と今後への期待

パキスタンは、先の大戦後、英国の植民地から独立を果たしました。従って、社会の多くの面に

英国の影響を残しているようで、社員採用方法・教育の方法・上司と部下の関係性等は英国・

米国方式に大変よく似ています。そんな彼らが、何故、言語も文化も違う日本の研修プログラム

（MTP）を自分達の仕事に活用しようとするのでしょうか？前述した受講者の感想も参考にする

と、彼らは確かに日本の歴史・日本人の成功事例に学ぼうとして受講しますが、人（特に部下）の

育成と動機付けを重視するMTPの内容が彼らに新鮮な気づきを与えるからではないでしょうか。

人は、例え成功者の言葉であっても、納得出来なければ行動しません。つまり、MTPは世界の誰

にでも受け入れられる普遍的なプログラムだということです。

一方、振り返って、今の日本におけるMTPはどのような意味を持つのでしょうか？MTPが日本

企業に紹介されてから70年が経ち、日本の企業を取り巻く環境は大きく変化しました。グローバル

化や柔軟な労働者の活用が求められた結果、本来、日本企業が持っていた「人（社員）重視」の

マネジメント姿勢が希薄になってきたのではないでしょうか？

MTPは、どのような個性も尊重され、公平に評価されることが、目標達成への条件（動機付け）

であるとします。少子高齢化による労働力の減少・貧富の格差、等々の問題に対して、マネジャー

が「人である部下」とどのように向き合って、組織の目的・目標を達成するかを問うMTPは、私たち

に様々なヒントを与えてくれるのではないでしょうか。パキスタン・マネジャー達が日本の歴史に

学ぼうとする姿勢には日本人として誇りを感じますが、「今の私たちはそれに値する日本人か？」

が問われたような気がしてなりません。

講師としてMTPを紹介しながら、受講者であるパキスタン・マネジャー達からも多くの刺激を

もらい、様々なことを考えさせられた研修となりました。

このような機会を与えて頂いたAOTS様には、改めて感謝いたします。
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◆ ウッドエイト社会保険労務士事務所 代表 八木 香苗

東京都港区で社会保険労務士事務所を開業しています特定社会保険労務士と

キャリアコンサルタントの八木香苗と申します。

なぜ今回、私がＴＷＩ－ＪＲ（人の問題の扱い方）トレーナー養成講座を受講したか

というと、きっかけは私の過去の経歴に遡ります。

私は税理士事務所に13年勤務していました。当時は毎月、月次決算や決算申告のために顧問先

企業に訪問していました。そのときに経営者の方から伺う相談内容は、まず会計や税務についての

お金の話から始まります。節税について、資金繰りについてといった相談内容から始まった話が、

終わる頃には毎回必ずと言っていいほど、その会社に働く人についての相談内容に変わっている

のです。社労士になろうと思ったのもそれがきっかけでした。

社労士になってからは、中小企業の経営者の方や幹部社員の方からもっと多くの人に関するご相

談を受ける立場になりました。社労士は労働関連法令の法律の専門家です。法令順守も大事ですが、

企業活動が円滑に進んで企業が発展するには、そこで働く人々が持てる力を十分に発揮できる環境

を整えることが大切だと思っています。

この研修は大企業にお勤めの方々には有名な研修かもしれませんが、中小企業でしか勤務経験の

ない私は、この研修の存在を知りませんでした。先輩社労士からこの研修のことを教えてもらい、実際

に監督者として受講させてもらったことで、中小企業にこの研修を提供できれば、良い組織作りに役

立てると思い、トレーナー養成講座を受講しました。

私たちが受講した養成講座は、日産訓の研修史上歴史に残る講座だったのではないかと思います。

コロナ禍ということもあり開催自体が危ぶまれる中、参加申込者は次々とキャンセル、最低実施人数の

３名ギリギリでの初日スタートでした。そしてその夜、衝撃が走ったのです。３人の受講者のうち１名のご

家族がコロナに感染したと。翌朝は、このまま打ち切りになるのではという不安な思いで会場に行きまし

た。キャンセル待ちをしてやっと受講できることになった講座だったので、どうしても受けたいという強い

思いを汲んでいただき、講座の継続を許可くださった事務局の皆さまをはじめ、開催を後押しして最後

まで実施をしてくださった府川講師、一緒に受講してくれた安田広美さんには本当に感謝しています。

（次頁に続く）

※ 緊急事態宣言中で、殆どの公開講座がキャンセルに追い込まれた2021年の夏に、TWI-JRトレーナー養成講座を

受講された、ともに社会保険労務士の八木香苗様・安田広美様に、講座を受講されての感想を伺いました。

TWI-JR （人の問題の扱い方） トレーナー養成講座を受講して
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「部下は個人として扱わねばならない」

当たり前のように聞こえますが、多くの部下を持つ監督者の立場からすると、これがなかなか難し

いのではないでしょうか。

仕事に来るときはプライベートのことを全部家に置いてくる訳ではない、プライベートで現在進

行形に起こっているゴタゴタも全部ひっくるめて出社してくる「個人」であるという大前提、そして

その部下を理解して、どう動いてもらうかという監督者の言動がいかに部下や組織に影響するか。

70年以上続いている研修内容だけに、6日間の学びを進めるごとに実践的で非常に奥が深い学

びを体験することができました。

職場で働く人々の関係性の質が変われば、個人の思考の質や行動の質もよい方向に変化して、

結果の質の向上につながります。良い結果が出ると、メンバーの相互信頼が深まり、さらに関係の

質が向上していくという好循環が生まれます。私自身、トレーナーとしてまだまだ精進が必要ですが、

ＴＷＩ－ＪＲ研修を中小企業に提供することで、企業が成長する好循環を生むきっかけを作っていけ

たらと思っています。日産訓の皆様には、今回この様な機会を与えて頂き、心より感謝申し上げます。

◆ ＳＵパートナーズ社会保険労務士事務所 代表 安田 広美

私は、社会保険労務士として東京都内で開業をしています安田広美と申します。

昨年５月、同業の方から、TWIは名だたる大手企業が70年間も続けている研修

で、続けているだけあって本当にいい、と教わりました。社会保険労務士の顧客は

中小企業がメインです。その中小企業に大手企業と同じ研修をすることが出来たら、

中小企業が絶対によくなると思いました。そこでJRのオンライン10時間講習を受講し、初めてTWIと

いうものに触れました。

10時間講習では、技能を得る講習会とはこういうことなのか、と驚きました。

今の研修スタイルはグループワークの時間があることが多いと思いますが、TWIは後半の講座はほと

んどワークです。どんどん楽しくなり、やり方通りに発言ができるようになりました。

これは楽しい！技能獲得とはこのことか！俄然、日産訓のトレーナー養成講座が楽しみになりました。

そこから２か月後、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言中の養成講座が始まりました。コロナの

心配もあり、不安な面もありましたが、受講生が少なく非常に濃い学習をすることができました。

講義は、10時間講習で聞いた内容の記載があるテキストが配布され、文章を読むことにより、深く内

容がわかるようになりました。

また実習では、受講生が２名だったこともあり、後半は特に実習、実習、実習の連続です。最初はド

キドキしながらトレーナー役をしました。ただ、受講生は二人。どんどんトレーナー役が回ってきます。

（次頁に続く）
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だんだん、素の自分でトレーナーができるようになりました。

実習で難しいと感じたところは、２つあります。

1つめは、テキストにある実習をあるべき姿の実習内容に沿って進めていくことです。臨機応変さが

求められます。受講生役の方が方向性の違う発言をしても、否定することなく、傷つけることなく、

講座を進める必要があります。これは、実践では大丈夫だろうか？と不安でした。戸惑う面もあり

ましたが、府川先生のご指導によりコツをつかむことができました。

２つめは受講生が用意した問題の実習です。この場では、問題解決は目的ではなく、人の問題の

扱い方の技能を得ることが目的です。しかし、ついつい問題解決をしようとしてしまい、実習の時間

が長くなりすぎたり・・・。どの方向性に行くのかわからない不安もありました。繰り返しトレーナー役

を行うことにより、自分自身が問題解決をしようという思考があったことに気が付きました。10時間

講習の目的は問題を解決することではなく、人の問題の扱い方の技能を得ること。これの目的を間

違わなければ大丈夫、と自信を持つことができました。

トレーナー養成講座を受講し、私は自分の成長を感じることもできました。

実習用に実際の人の問題を２つ用意していきます。これは以前受講した10時間講習のものと同じも

のにしました。同じもので大丈夫だったかなぁ？と心配でした。しかし、まったく問題ありませんでした。

トレーナー養成講座では10時間講習と違い、かなり深く学びました。また自分もトレーナーとして、

実習を行いました。そのあとに、自分の実習用の問題を改めて見た時に、問題の扱い方が全く変わ

っていることに驚きました。日頃の思考にJRを取り入れると、問題の扱い方は本当に成長できると実

感しています。

私はまだまだTWI-JRの学びを始めたばかりですが、日々技能を活かし、その経験をトレーナーと

して、また社会保険労務士として、日本で働く方々に貢献していく決意です。

最後に、日産訓の方や講師の府川先生には、コロナの心配がないよう、様々なご配慮を頂きました。

この場をお借りして深く御礼申し上げます。

写真左から ▶
安田広美 様
府川亮一 主幹講師
八木香苗 様
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　ここでは、前回のリーダーシップに続いて「状況対応のリーダー

シップ」について研究を進めます。

第２節　リーダーシップのスタイル

　本節では、リーダーシップの現れ方について、さまざまなスタイ

ルがあるので、さまざまなリーダーシップスタイルを研究するとと

もに、自己のリーダーシップスタイルを認識します。

　リーダーシップ論は、前回も記載しましたように

◎変革型リーダーシップ　　　　　◎セキュアベース ・ リーダーシップ

◎サーバント ・ リーダーシップ 等々、様々なリーダーシップがありま

す。ここでは、状況対応のリーダーシップを取り上げて研究します。

リーダーシップスタイルの自己点検

　人間にはさまざまな個性があります。管理者も同様です。

管理者は、まさに「汝自身を知れ」です。自己のリーダーシップ

スタイルを知り、そのうえで組織の目標達成に向けた管理を行う

ことが望まれます。次のページにあります 「リーダーシップ１６

のチェックリスト」 に記入してみてください。

①各人チェック　　②次の類型に該当する設問別スコアの合計

③スタイルの確認………類型別合計点を比較し、最も大きい合計

点の類型が、本人がとりがちな類型

リーダーシップの四類型

　先の「リーダーシップ 16 のチェック」の類型は、つぎに

該当します。

　Ⅰ類型＝委任型（放任型）、Ⅱ類型＝参加型（温情型）、

　Ⅲ類型＝納得型（統合型）、Ⅳ類型＝指示型（専制型）

　みなさんのリーダーシップスタイルは、このいずれに該

当しますか？　どの類型が、最も望ましいリーダーシップ

スタイルだと考えますか？

　どの類型が最も望ましい型とは、一概に言えません。管理者の

個性、管理の対象者など、さまざまな条件によって異なります。

VOL.39

１.リーダーシップ（Ⅱ）
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（３）個々の仕事に応じて

　　リーダーシップの使いわけは、単に部下一人ひとりに

　　対して行うだけでは十分ではありません。同じ部下

　　でも、担当している仕事によっては成熟度が異なる

　　場合もあります。その場合は、同一人物に対して、ある

　　仕事については、例えば「参加型」の対応を、別の仕事

　　については、「指示型」の対応をしなければなりません。

　　このことは、集団（チーム）に対しても言えます。

（４）その他

　　部下の成熟度の中で意欲や態度にかかわる側面は、

　　家庭の事情や精神的な悩み・ショック等により急に

　　低下したり、スランプ状態に陥ったりすることが起り

　　えます。このようなときは、部下の成熟度は以前の

　　状態よりも後退していますので、管理者も、部下の

　　一つ前の成熟度まで後退させたリーダーシップの類型

　　を想定し、そのレベルに合った指示または支援的な

　　行動を強化することが望ましい。このようにすること

　　により、部下は再び前の成熟度レベルに戻ることが

　　できます。このことは、集団（チーム）のメンバーに

　　対してもいえます。

状況対応のリーダーシップ

　　適切な管理を行うためには、状況に応じたリーダー

　　シップスタイルで臨むことです。ただし、同じリーダー

　　シップスタイルを適用し続けると、管理上、マイナス

　　になる場合もあることに注意します。

メンバーの成熟度とリーダーシップ

　　メンバーの成熟度のみでなく、個別の仕事に関する成

　　熟度も前提として考えます。また、集団（組織、チーム、

　　グループ）としての習熟度に応じたリーダーの行動も、

　　メンバー個々の成熟度に応じるのと同様です。

　部下・集団（チーム）の成熟度とリーダーの行動（一例）

１．成熟度

（１）部下の成熟度

　　「部下の成熟度」とは、部下の業務処理能力、

　　判断状況能力、意欲・使命感など、部下の知

　　識、意欲、態度等の高低を総合した概念です。

（２）集団（チーム）の成熟度

　　「集団（チーム）の成熟度」とは、職場士気、

　　情報収集体制、役割分担、集団（チーム）と

　　しての問題形成・問題解決能力、知識・技術

    の累積と集団(チーム)としての共有化など、集団

    （チーム）としての知識、技術、意欲、態度等の高

　　低を総合した概念です。

２．成熟度とそれに適するリーダーシップの類型

　・成熟度が最も低い→「指示型」（専制型）

　・成熟度がやや向上→「納得型」（統合型）

　・成熟度が更に向上→「参加型」（温情型）

　・成熟度最高レベル→「委任型」（放任型）

３．成熟度に応じたリーダーシップの使いわけ方

（１）部下一人ひとりに対して

　　先に見た通り、リーダーシップは部下の成熟度

　　に応じて使い分ける必要があります。したがって、

　　管理者は部下一人ひとりについて、細かくその

　　成熟度を検討考察しなくてはなりません。そし

　　て、例えば、初心者の間は「指示型」、彼が十

　　分に成熟した段階では「委任型」等の使いわ

　　けを行う必要があります。

（２）集団（チーム）に対して

　　複数の部下またはチームに対して仕事を割り当

　　てるときは、全員が同じ成熟度のレベルにあれ

　　ば問題は少ないのですが、レベルが異なる場合

　　は、管理者みずからが一人ひとりの成熟度に見合

　　った措置を講じるが、その中の責任者に具体的

　　で適切な指示や助言を与える等の配慮が必要です。
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第３節　組織活性化とリーダーシップ

　リーダーシップとは、組織の目的・目標を達成する

ための影響力であり、リーダーとは、つき従う者がい

て初めてリーダーに値します。すなわち、リーダーシッ

プは、組織との関わりが深いものです。

組織の活性化とは

　活性化した組織とは、どのような状態となっている

と思いますか？

◎組織の全員が、組織の目標を認識し、共有している

◎組織構成員全員が、組織目標達成の観点から行動している

◎組織構成員全員が、役割を分担しあい、それぞれの

 責任を果たしている

◎組織構成員間に、仲間としての信頼感と連帯感がある

◎組織構成員間の相互作用（やりとり、かかわり合い）

 が活発に行われている

◎組織構成員が、全員の力で組織の目標が着々と達成さ

 れつつある

◎組織自体が変革、改善され、発展していることなどを

 実感している

　組織の活性化とは、現在の組織行動のあり方（組織と

しての目標達成へのアプローチ、組織内の人間同士のあ

り方など）にとらわれず、必要があれば、変化に対応で

きる組織行動が行えるための作用であるといえます。

 組織の持つ力とは、一言でいうと、その組織のもつ状

況対応力であり、あるいはその組織の持つ問題解決能力

であるということができます。これは、組織の構成メン

バーが組織目標を共有して、その達成に向けて意欲を持

って、役割を分担し、相互に機能し合うことによって、

産み出される力です。

　しかしながら、組織の力は、その構成メンバーの意欲や

能力を、単純に合算した総和として求められるわけではあ

りません。第１節で研究した通り、集団というものはそこ

に含まれるメンバー個々人や、グループの態度などによっ

て影響され、十分にその力を発揮できない場合もあります。

他方で、組織（集団）が、その持てる潜在能力を見事に開花

させて、高い職場士気の形成をもたらし、予期しなかった成

果を収めることもあります。

　このような組織の持てる能力がフルに発揮された状態が

「組織が活性化」された状態です。そのような状況であれば、

環境変化に対応して組織のあり方自体や集団としての行動を

変容させることもできます。

組織の総合能力の向上

　組織の活性化とは、言い換えれば組織の目的、目標に向け

ての、集団としてのエネルギーの発揮の状態です。その前提

には、部下／メンバー個々の能力向上ばかりではなく、その

相互作用としての行動、すなわち、それを可能ならしめる高

い組織総合能力が必要です。

組織の総合能力とは

　組織の総合能力とは、どのようなものでしょうか？

◎控えの者の実力が高い　　　◎役割交代が円滑にできる

◎相互協力ができている　　　◎目標が共有されている

◎メンバー同士の切磋琢磨がなされている

◎知恵の交換（取得）がなされている

◎各人が自分の役割を的確に果たしている

◎問題解決や改善を実践している

　組織の総合能力とは、その組織が集団として持つ状況対応

能力です。それは、集団としての問題解決能力と、集団とし

ての行動変容能力で構成されます。

　 　組織総合能力＝組織として持つ状況対応能力

　　　　　　　 　＝問題解決能力＋行動変容能力

組織の総合能力項目と現況

　次のページの参考資料「組織総合能力 20 のチェックポイ

ント」によって自己チェックをしてみましょう。

尚、この項目内容については、既に研究済みです。

　◆総合点が多いほど総合能力の高い組織。

　◆各人の組織の強い点、弱い点を洗い出す。

　◆強い点は伸ばす。弱い点は、なぜそうなっているかを研究する。

これらは、これまでの、管理についての研究内容に他なりません。
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