
COLLOQUIUM

コロナ禍を越え

「人への投資」を進める

産訓

コ ロ キ ュ ウ ム

4 APRIL 2022 Vol.72 No.740

●2022年度の事業計画について
日本産業訓練協会 業務部

●人材を探す企業、人材を育てる企業

日本産業訓練協会 元専務理事 成瀬 健生



COLLOQUIUM
産訓コロキュウム

CONTENTS

コロナ禍を越え

「人への投資」を進める

●２０２２年度の事業計画について ・・・ ２

日本産業訓練協会 業務部

●人材を探す企業、人材を育てる企業 ・・・・・・ 5

日本産業訓練協会 元専務理事 成瀬 健生

●台湾のMTPを経験して・・・・・・ 13

日本産業訓練協会 主幹講師 府川 亮一

◆講師紹介

●府川 亮一 主幹講師 ・・・・・・ 17

1



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

１． はじめに

2020年にわが国でも始まった「新型コロナウイルス感染禍」は、2022年になっても終息

に至らず、全世界の人類に大きな影響を及ぼし続けています。人と人との密な接触が感染

に繋がることから、あらゆる場で人的交流の場が制限されてきました。

教えるものと教わるものとの対面による指導が基本となる教育・研修の分野は、保育から

大学等の高等機関まで大きな混乱と試行錯誤の対応に追われています。企業研修の場も

同様です。継続的な事業運営において人材の育成を止めることはできません。この間は新

人から幹部研修まで実施への模索の期間でした。

歴史上、数々の疫病を克服して来た人類は、ワクチンや予防・治療薬の開発を進め一定の

効果を上げてきましたが、今回のコロナ禍では、人的交流制限への対応策として、IT技術

による「オンライン教育・研修」を一般的に使うことが一挙に進みました。

当協会においても、2020年度は集合形式での公開講座は前年の5分の1に減少し、事業

経営上においても厳しい状況に置かれました。コロナ禍の影響が長期化・深刻化する中で、

できるものからオンラインでの研修実施に取組み、2021年度は公開講座の約4割をオンラ

インで実施することができました。

コロナウイルスの変異株への転移も予想され、今後もコロナ禍の影響は続くものと考えざ

るをえない中で、2022年度の事業運営は、リアル（集合）とオンラインの利点を組合わせた、

受講する側にとって利便性・効果性のある研修を、改善改良を重ねながら進めてまいります。

２． 2022年度の特徴

人的交流が制限される中で、企業の継続的運営に必要な教育研修をどのように実施する

か。オンライン利用の研修は一般化したが、実際に、これまでと同様の研修効果はあげられ

るのか。前年度に続く課題克服への試行錯誤の期間となると思われます。

当協会の大きな特徴であり、かつ使命は、「企業現場等で部下・メンバーを指導する人」、

言いかえれば管理者、監督者、リーダーを対象に、MTPやTWIなどの研修プログラムを実
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践できるまでに指導できる「トレーナー」「インストラクター」を育てることにあります。言い換

えれば「先生役」をつくることにあります。

過去2年間で、オンラインによる研修が可能であることは実証されてきていますが、集合形

式と同様の研修効果が発揮されるか否かは、企業現場において研修修了者の活躍状況を

見ての判断となるでしょう。2022年度は、オンライン・リアル研修の利点・課題を見極めな

がら、より効果的な研修内容・方法を見出していく期間となります。

基本方針として、

①TWI講座は、コロナ対策、参加の利便性を考慮し、オンライン研修を前年度と同様に実施する。

②MTPおよび階層別研修については、オンライン研修を大幅に増加する。

③リアル（集合）での研修の利点も重要視していく。

④計画した公開講座を確実に開催できるよう受講者の集中を図り、講座開催数を設定する。

⑤コロナ感染拡大、受講者希望者数の増大など、状況の変化に即応し、リアルとオンライン

の相互変更、臨時開催等柔軟に事業運営を進める。

３． 公開講座

前年度との変更を、「集合研修」と「オンライン研修」の回数で比較しています。
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講座名（一部略称）
2022年度（計画） 2021年度（実績）

計 集合 ライン 計 集合 ライン

TWI

JIトレーナー養成講座 15 13 2 10 8 2

JM 同上 5 5 0 3 3 0

JR 同上 8 6 2 9 5 4

JS 同上 5 4 1 6 4 2

JI 10時間 6 4 2 4 3 1

JM 10時間 3 3 0 1 1 0

JR 10時間 4 2 2 2 0 2

JS 12時間 2 1 1 1 0 1

MTP
インストラクター養成講座 1 1 0 0 0 0

標準4日間コース 5 4 1 0 0 0

階層別

職場ﾘｰﾀﾞｰ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座 1 0 1 0 0 0

職場ﾘｰﾀﾞｰ（2日） 1 0 1 1 1 0

中堅社員 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座 1 0 1 0 0 0

中堅社員（1日） 1 0 1 1 0 1

若手社員 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座 1 0 1 1 0 1

若手社員（2日） 1 1 0 1 0 1

新入社員実務・接遇ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座 1 1 0 0 0 0

新入社員セミナー 1 1 0 1 1 0

研修企画運営実務 1 0 1 0 0 0

マネジメントを学ぶ 1 0 1 0 0 0
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（注１） 公開講座の日程・開催場所・参加料金などは「2022年度 産訓事業のご案内」

およびホームページ（最新情報改訂中）を参照ください。

（注２） TWI-JMにつきましては、2022年度もオンラインでの公開講座開催は計画して

いません。以下の理由によります。

①受講時に、ラジオシールドの実演用道具一式が必要になり、自宅・事務所での

準備が困難なこと。

②実習時にホワイトボード用に加え、縦横5メートルの移動を映せるカメラの設定

が必要となること。

但し、受講条件が整う企業から複数の申込があれば、今後対応することも可能です。

詳細は事務局にお問い合わせください。

４．2022年度の取組み課題

（１） 第4回MTP研究会の開催

MTPインストラクター養成講座を修了し、企業・団体でMTPの実践研修に携っている方々

および当協会講師を中心に、毎年秋に研究会を実施してきました。2年間コロナ禍でZOOM

によるオンライン会議が続きますが、本年も集合またはオンラインでの開催を計画しています。

当協会の役割は、指導者を指導する立場の人の力量向上にありますので、インストラクター

各自が日頃実践の中で感じる疑問や悩みを率直に意見交換し、指導力の向上に役立てて

いただくことを期待しています。

（２） TWIトレーナー連絡会の新設

TWIは日米間の太平洋戦争終結後、米国から紹介された歴史をもちますが、戦後経済復興

に邁進した企業生産現場で、人材育成に大きな役割を果たしてきました。約80年の年月が

経過しましたが、その科学合理性、人間理解を基盤としたプログラムは、現在でも有効な

指導プログラムとして、多くの企業等で人材育成の方策として活用されています。企業で、

実際にTWIの運営・活用に従事されている方々と、交流の場を新たに設けて、TWIのさ

らなる価値を高め、今後の幅広い活用の道を研究していきます。

（３） 研修使用テキストの一部変更・改訂

新型コロナ感染禍は企業における人事政策・制度に大きな影響をもたらしています。テレ

ワーク、ジョブ型人事制度への移行、ダイバシティーの拡大、LGBTへの対応など、当協会

の研修にも具体的な対処が求められています。

人間性の理解に基づく「原理・原則」は変わることはありませんが、職場でのマネジメント上

での新たな課題にどう対処するか、最新の情報・知見を収集し、テキスト類や指導方法等の

改良改訂に取組んでいきます。
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はじめに

今年の春闘もほぼ目鼻がついてきて、主要企業の賃上げは、昨年よりいくらか多くなるよう

です。政府が旗を振って、勿論連合の要求があって、経団連も上げられる企業は上げて頂き

たいといった趣旨の発言まであったところですから、多少高めになっても当然かもしれません。

日本の平均賃金も平成不況になってから殆ど上がっていません。GDPも伸びていないし

物価も上っていないのだから仕方がないという意見もあるようですが、やっぱり一番おか

しいのは30年もGDPが殆ど増えないということでしょう。かつては世界一の高度成長を誇

り、世界第２の経済大国にまでなった日本が、本当に残念です。

その原因については、また皆様と論じる機会があればと思っていますが、あのころの日本

は、企業がどんどん成長していましたね。

GDPを作っているのは企業ですから、企業が成長すれば、経済成長になるわけです。

では企業を成長させるのは誰かと言いますと、それは、その企業の社長以下の従業員の働

きでしょう 。

ということで今回は、企業の存在意義と、その企業を構成する人間、最近は人材という事

が多いようですが、経済学の用語でいう『人的資源』の問題について考えてみましょう。

1    岸田首相四半期開示見直し発言

--- 岸田総理の企業観

まずは、企業という物をどう見るか、企業は何のために存在するのかといった問題からです。

岸田総理は総裁選の時、上場企業は四半期ごとに経営数字を記事にしなければならないと

いう現在のルールを止めようと言っていました。趣旨は、短期の業績に気を取られるように

なってよくないという事のようです。

総理は、企業は永続して存在しているのが健全だから、あまり短期の業績に気を取られな

いようにする方が良いとお考えのようで、世間の多くの人もそう考えていると思います。国が

経営者に短期の業績を気にするようなルールを押し付けるのは良くないと考えての事でしょ

う。これは私も賛成です。
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--- 企業は安定して長期に存在するのがよい

いつも行っているコンビニが無くなると都合が悪いですね。愛用してきたカメラのメーカー

が無くなったり、家を建ててくれた建設会社が倒産するといろいろ都合が悪い、などと言う

ように、企業は世のため人のために仕事をしていますから、仕事を長く続けてもらいたい

というのは人情でしょう。

これは経営理論でもそうで、ゴーイング・コンサーンという言葉があります。企業というの

は永続して存在し続けるものという意味です。この言葉は英語ですから、欧米でもそうい

う考え方が確立している事になりますが、日本では企業は「売り手、買い手、世間様」の「３

方良し」という言葉があるように、世間様が大事なステークホルダーですから、勝手にやめ

たりすることは世間様に申し訳ないと考えます。

--- ドラッカーも驚嘆

経営学の神様などと言われるピーター・ドラッカーは日本に来て、日本には１００年以上も

続く企業がいくらでもあることを知り驚嘆したという事ですが、今もある金剛組という企業

は法隆寺を建てた企業だそうです。ドラッカーはその後日本でまず有名になり、今は世界で

有名ですが、日本の企業の在り方に大きな影響を受けたといわれています。

2     企業の役割を理解する

欧米では企業は株主のものというのが一般的な考え方です。欧米に学んで株式会社を

作った日本でも法律的にはそうなっています。欧米ではもともと資本家が、何かに投資し

ておカネを儲けようとビジネスをやったようです。ですから、今でも企業の目的は利益とい

うのが一般的です。

日本では藩閥政治の頃から地域の人たちが、その地域を豊かにしようと協力して産業を

興すといったことが行われていました。そんな歴史や文化の違いから日本では産業を興す

のは地域社会のため、今では企業の目的は社会の役に立つことといった経営理念が一般

的です。

--- 欧米でもゴーイング・コンサーンの概念が

欧米でも企業が発展し、社会で重要な役割を果たすようになるにつれて、企業は一発儲け

て止めるのではなくて、永続して存在することが大事というゴーイング・コンサーンの概念が

生まれ、今ではCSR（企業の社会的責任）まで言われているわけで、企業の重要性は今や世

界共通の認識となっています。そこで重要になってくるのが企業と人間の関係です。

--- 改めて企業とは何か

企業を構成するのは人間と資本です。企業は財やサービスを生産して社会の役に立つことで存

在し続けているのですが、それを動かしているのは人間です。資本主義と言いますが、やっている

ことは人間が資本を使って社会の役に立つ生産をしているのです。主人公はあくまで人間です。
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主人公の人間が、「資本が沢山あった方が技術革新も進み生産性も上ってよい仕事が

出来る。資本が重要だ」というので、「資本主義」という言葉が出来たのでしょう。人間が資本

に使われるなどという事はありません。資本は人間を使いません。人間を使うのは「上司」で

す。上司は人間です。

ということになるのですが、上司や株主が、資本つまりおカネの事ばかり考えているよう

では、企業の安定した発展は難しいようです。社会のために役立つことを目的に、そのた

めに必要な資本はしっかり稼ぐと考えてそれを確りやるために、従業員を大切にする企業

の方に発展性があるようです。

３ 長期的視野の経営、人間中心の経営

--- 主役である人間の重要性を明確に

ここまで見て来ますと、よく言われる「企業は人なり」という言葉の意味が明確になってくる

ような気がします。

企業は人間と資本の組み合わせでできていますが、資本には意思はありません。資本は役

に立つものですが、それは、資本を持つ人間、遣う人間次第です。何度も言いますが 「人間

が資本を使って生産活動を行う」のが企業ですから、企業において最も重要なのは「人」だと

いう事はおのずと明らかでしょう。

１９９２年にこのことを明確に宣言した報告書があります。１９9２年というのは、プラザ合意に

よる円高の上に土地バブルの崩壊が重なり、日本が物価下落と地価下落というダブルデフレ

に突っ込んだ直後で、当分は長い不況の中で企業はコスト低減に真剣に取り組まなければ

ならないという厳しさに突入した時期です。

---日経連の報告書 「これからの経営と労働を考える」

これがその日経連の報告書のタイトルです。日経連は経済団体の中で産業における人間

問題の専管団体で、「日産訓」を作った団体です（２００２年に経団連と統合）。

この報告書の中に、「日本的経営とこれからの企業」という項があって、その中に「変えては

いけないもの」として、１.長期的視野にたった経営、2.人間中心の経営、が明確に指摘されて

います。

この委員会は当時の王子製紙の河毛二郎会長が委員長だったため、通称「河毛委員会」と

言われていますが、それまで言われていた日本的経営の三種の神器は「終身雇用、年功序列、

企業別組合」というのは形態で、上の２つが日本的経営の精神的、理念的バックボーンと再

定義（再確認）をしたものです。

僅か２３頁の小冊子であり、散逸や忘却を恐れる人も多いので、是非皆さんの記憶にとどめ

ていただきたいと思います。
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--- 人間中心だと長期的視野が必要になる

話が横道にそれましたが、企業の主役は人間だと書きました。経済原論で生産の三要素は

土地、労働、資本と教わりましたが、土地を資本に入れてしまえば、生産の要素は人間と資本

で、人間が資本を使って付加価値を創るのです。

ですから、生産の成果である付加価値は人間と資本に分配されます。分配するのはもち

ろん人間（労使）です。

良い人間がいて、良い人間関係がないと、このサイクルはうまく回りません。欧米では仕事

の出来る人間をリクルートすればOKという考え方が基本です。日本ではその上に企業を作

る人間のまとまり（凝集力）などと言われる人間関係、少し広げれば企業文化といった要素を

重視します。

こうした優れた人間集団は、作るのに時間がかかります。良いリーダーシップとフォロワー

シップの組合わせ、そこには人の育成、人間関係の成熟といった文化的なものが入ってき

ます。つまり、人間中心の良い会社を作ろうとすれば長期的視野がないと出来ないのです。

４ 高度成長と人間中心の経営

--- 日本的経営で追いつけ追い越せ

ご承知のように日本は戦後世界も驚く高度成長を成し遂げました。そして、当時の欧米

先進国が日本を見て、その経営の在り方の違いに驚き、その辺りから「日本的経営」という言

葉が生まれて来ました。

先にドラッカーが日本の経営を見て驚いたと書きましたが、単に驚いただけでなく、そこに日本

的経営の合理性があることを発見し、ドラッカーの経営学の優れた体系を作り上げたのでしょう。

当時の日本は、自信をもって日本流の経営をやっていたのでしょう。その源流をたずねれ

ば、当然のこととして「長期的視野と人間中心」の経営だったという事でしょう。

戦後の日本は日本流でやってきて、高度成長を成し遂げ、欧米の注目を浴び、資源が無く

ても、技術が遅れていても、人間が真面目に勤勉にしっかりした目標をもって頑張れば、世界

第二の経済大国になれる事を実証したのです。

先進国が軒並み苦しんだ石油危機に発したスタグフレーションも、日本は労使の協力で乗

り切り、労使が対立して動きの取れなかった欧米主要国から日本への調査団が引きも切らず、

ハーバード大学のエズラ・ボーゲル教授をして「ジャパンアズナンバーワン」と書かしめるまで

になったのです。
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--- なぜ今、欧米のジョブ中心の経営に惹かれる

その日本が今なぜ「欧米流のジョブ中心経営がいい」などと言っているのでしょうか。理由

は平成以降３０年もの不況のせいです。

残念なことに、「この長期不況は日本的経営がよくなかったからではないか」という誤っ

た反省にその原因があるようです。

皆様もご存知の事ですが、この長期不況は、欧米の円高要請を受け入れたからです。

この問題については、折があれば取り上げたいと思っていますが、自国通貨の為替レー

トを２倍に切り上げられて、自力で対応出来たのは日本だから、日本的経営の理念があっ

たからで、よその国ならまずIMFのお世話になっていたでしょう。

２倍という自国通貨の切り上げが、その国の経済に壊滅的な打撃を齎すもとだという事

は、その後中国がアメリカの人民元高要請を、即座に撥ね付けている事からも理解でき

るでしょう。

5 「人材を探す企業」と「人材を育てる企業」を比較する

これまで、企業とは人間が資本を使って、社会のために必要なモノやサービスを生産する

ために存在するといった日本の経営理念、そしてそれを適切に遂行するためには企業

経営には２つの視点、「長期的視野の経営」と「人間中心の経営」が最も重要だという事を

見て来ました。

これは日本の文化的背景から来るもので、欧米の企業人と話をしますと、企業経営で最

も大切なのは利益でしょうといった意見が多く聞かれます。

これはまさに文化的背景の違いによるもので、欧米では企業の目的は利益だというのが

一般常識として定着しているのですが、日本的経営では、確り利益を出さないと企業は存

続することが出来ないものですから、そのためには企業は長期的視野を持ち、従業員を大

事に育てなければなりませんよという、利益を生む事の先まで読んだ考え方をしているか

らでしょう。

もうすこし言い方を変えれば、企業というのは、単に利益を出せばいいという物ではなく、

良いものや便利なサービスを提供して社会の役に立つとか、雇用を生み出し、より良い賃

金を払って、社会全体を豊かで安定したものにするとか、技術革新や文化の向上にも貢

献するなど、世の中をより快適にするといった理念があり、その中心に、仕事の出来る良い

社会人を育てるという役割まで含めて、社会に多様な貢献をする「多目的な存在」という認

識があるということができましょう。

COLLOQUIUM
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こうした企業の存在意義の違いから、日本企業の行動原則と欧米企業の行動原則には

種々の違いが出て来ます。最後に、そうした違いの部分の主なものを点検して整理しておき

ましょう。

---人材を探すのか、人材を育てるのか

先ず総合的に見ますと、欧米の企業はジョブ中心ですから、採用は欠員のジョブがあるとき、

その仕事のできる人材を探すというのが基本です。

それに対して日本の企業は、企業として好ましい人間を採用して、企業に入ってから仕事

を教えればいいという考え方です。

普通高校、工業高校、商業高校など出身は聞いても、また大学での専攻分野を聞いても、

それはあくまで参考で、その人間が当社にとって好ましいかどうかで採用を決めます。

素材がよければ、磨けば光る、磨くのは会社の仕事という素材採用型です。

--- 新卒の定期一括採用

こうした企業の考え方から、日本では、欧米にはほとんど例のない採用方法、学校卒業時

に毎年新入社員の定期一括新卒採用をやります。欧米の企業から見れば、仕事も出来ない

新卒を仕事も決まっていないのに採用してどうするのかと問われます。

しかし日本の企業でそれで困ったという話はほとんど聞きません。

それなのに、政府は「働き方改革」の中で、新卒の定期一括採用などという方式はなくして

いくべきだと言ったりしています。しかし企業はこれを止める気は全くないようです。学校の

方もこれを止めてもらったら困ると考えているようです。何故そうなるのでしょうか。

理由はいろいろあるでしょう。しかし、これを止めて、空席が出来た時に順次採用という事

にしたら、恐らく学卒者を中心に若年層の失業率は欧米並みに（欧米では若年層の失業率

は平均失業率の２倍以上が常識）高まると解っているのでしょうか。

さらに就職氷河期のように、授業料を払う学生時代から働いて給料をもらう社会人への大

転換期に、就職で躓く若者が増え、社会的の問題になるだろうということもわかっているので

しょうか。

日本では、新規学卒一括採用という形で、企業が社会人第一歩を踏み出す人たちのオリ

エンテーション、社会人入門教育、それに職業教育をやっているのです。その成果が、世界

でも驚異的に低い若年層失業率をもたらしているのです。

--- 即戦力への疑問

ジョブが決まっていて、その空席に新人を採用するという場合は当然、その仕事ができる

人間を探すという事になります。確かにその方が素材を採用して企業が教育訓練をするよ

りも効率的だということは言えるでしょう。

COLLOQUIUM
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しかし、即戦力になる能力を持った人というのは、どこかでその仕事についての教育訓練を

受けそれだけの知識、技能、技術を身に着けたという事です。結局、仕事のできる人材とい

うのは、どこかで誰かが教育訓練をしなければ生まれてこないのです。

日本では、各企業がそれをやろうという事になっています。日本中の企業がそうした仕事

の現場でオリエンテーションと教育訓練をするという事は、少し長い目で見れば、その仕事

のできる人材がどんどん増えるという事です。

即戦力を採るという事は、その企業では教育訓練のコストは省けるかもしれませんが、限

られた数の人材を企業が奪い合うという事です。結果は高い賃金を払う企業が採用に成功

するという事で、コストが上がるだけで、仕事のできる人材は増えません。

さらに、仕事というのは、現場で直接経験しないと、本当に出来る人材にはならないのです。

国家資格のような厳格な資格を要求する仕事、例えば、いわゆるエッセンシャル・ワーカーの

ような場合でも、現場で経験することは、習っていない事だらけなどという話はよく聞きます。

だからこそ、名のある企業や組織で勤め上げた人は、引く手あまたという事も起こり得るのです。

---日本に多い「一専多能」の人材

一専多能という言葉があります。１つの専門領域を持ち、その分野に直接・間接、どのように

関連する職務に就いても一人前の仕事ができる従業員の事です。これにうまく合致するよう

な英語の表現はありません。という事は、そういう概念は欧米にはないし、そういう人間も多

分いないという事でしょう。

日本では一専多能の従業員はいくらでもいます。それは企業内の教育訓練システムの結果

です。日本の企業では最終的にはこれが専門だという所に行きつくとしても、それまでに色々

な職務をローテーションで回るのが普通です。その結果が一専多能なのです。

違った部署の仕事の経験があり、それぞれの立場、関係が解るという事は、組織（企業）内

の相互理解や人間関係の円滑化に大きな役割を果たします。こういうおカネに換算できない

ようなメリットは、ジョブ型の企業システムでは生まれてこないということでしょう。

--- 長期雇用重視は非効率的か

日本の雇用制度は終身雇用と言われていた頃と今では大分違いますが、やはり長期雇用

は欧米より多いようです。

長期雇用にはいくつかのメリットがあります。まず従業員にとって、雇用の安定は生活の安

定に直結します。また企業にとっても頻繁にリクルートの面倒をしなくて済みます。人の出入

りが激しいという事は、種々のトラブル、多くの面倒があるという事で、就職先としても、取引

先としても、そういう企業は敬遠されます。

転職してきた人も、その企業に居付いてしまう、非正規で入ってきたが、正規に転換して定

年まで勤めあげるといった人が多い企業は信頼される企業でしょう。
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長期雇用重視は、企業経営の長期的視野にも通じるもので、勿論人を育てるからこそそれ

が可能になる訳ですから、長い目で見れば最も効率的ということになるのではないでしょうか。

最終的には寿命の長い企業ほど信用が大きいという事につながっていきます。

--- 技術革新をどう受け止めるか

「働き方改革」では、政府はよくこんな説明をします。

技術革新で不振になる企業がある一方で、新しい革新分野では人が足りないという事が多く

なる。そうした場合に不振の企業の労働力を革新分野に速やかに移動させることが大事だ。

だから雇用の流動化を進めなければならない。

一見もっともなことに聞こえますし、そういうこともあるでしょう。しかし、これは日本企業の

伝統的な経営の在り方から言うと、多くの場合間違っている事になる危険性があります。

具体的な例を挙げますと、石炭から石油へのエネルギー転換が起きた時は、日本企業は

これは徹底して労働力移動に踏み切るべきだと認識し、経営者が資金（雇用保険の経営側

の料率の引き上げ）を出して「雇用促進事業団」を作り、炭鉱労働者の他業種への移動促進

（たとえばガソリンスタンド従業員へ）に注力しています。

しかし他の多くの場合は、不振になる企業が自社の中に新しい産業部門を作り、業種転換を

して、従業員を再訓練し、新規事業を成功させています。繊維企業は化学や電子産業に、食器

産業はセラミックや半導体産業にといた具合です。中小企業でも新潟県燕市の金属洋食器で

世界に名をはせた企業群は、今はロケット部品をはじめ先端産業の金属部品などを積極的に

手掛けているのです。

会社も従業員も継続して、仕事の中身が大変身というのが、日本流の技術革新対応のため

の企業スタイルとして一般的です。労働移動が良いか、企業自体の変身が良いか、これは企業

自体が決めることでしょう。

（今回は、非正規労働の問題については触れませんでしたが、それについては前回の「働き方

改革は文化的背景の考慮が必要」をご参照いただきたいと思います。）

おわりに

こうして書いてきますときりがないのでこの辺りで止めますが、これから本当に大事なことは、

真面目で勤勉、高い技術、高い開発能力を持つ日本人は欧米の真似をするのではなく、日本

の特徴ある文化にふさわしい形で、胸を張って進んでいけば、間違いなく日本らしい成功をお

さめるだろうと思っています。

長期不況の中でもアニメやスポーツ、芸術分野、社会現象としてのジャパニーズクール、更に

は和食といった食文化などは確実に世界に浸透して来ているのです。日本文化はアメリカのよ

うに派手さはありませんが、静かに着実に世界に受け入れられて来ています。これからも、舶来

崇拝や欧米の真似ではなく、日本的な理念や着想に自信をもって確り取り組んでいけば、自然

と道は開けてくると思っています。
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１．各国の受講者の特徴

私が、台湾で「MTP-I研修」を行うようになってから、１０年以上が経ちました。私の受講生に

対する最初の印象は「年齢的に若い方が多い」「女性が日本に比べて多い」ということでした。

これは、受講者の立場の違いがあります。そもそも日産訓の成立理由は、大企業の社内研修

講師を育成することでした。当然の事ですが、企業の上司や先輩達が受講するので年齢的に

も高くなります。もちろん最近は、中小企業関係を指導する社会保険労務士や、中小企業診断

士の方が受講する例も増えてきました。

台湾の受講生は、当初からコンサルタント系の方が大変多かったと思います。また、他のアジ

ア諸国では、AOTSの留学生対象にMTP-Iを行っています。ここは、いわば各国の企業の選

抜者が来ていますので、個人参加はあまりありません。

また台湾では、大企業で一度に多人数を対象にMTP-Iを実施する例があります。これは、

MTPの精神を全社的な共通認識とするためです。

一方、日本では、大企業の研修講師候補者が少人数ずつ継続的に来ています。この方法で

は、他の会社との異業種交流会は出来ますが、反面、研修部門にとどまり経営層まで十分に浸

透できない可能性もあります。

次に受講者についてですが、各国の受講者による相違はあまり感じられません。国別よりも

職種による相違の方が大きいように感じられます。（企業内の研修講師、幹部、組織的なコンサ

ルタント会社、フリーランスの診断士等による差）。もちろん、一般的に言われているように日本

人の方が、周囲を気にしてやや消極的な面もありますが、企業現場からの出席者が多いからと

も思えます。

研修内容はどこの国も同じ内容で行っています。台湾の方の方が、きちんと自分の意見を

言って、しっかり自己主張しています。日本では、「模範解答を模索するのではなく、自分の思っ

たことを素直に言ってください」と言っても、「こんな時、どう発言したら講師に喜ばれるか」

13
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「周囲は、どう思うだろうか」というように考えてしまう者がいます。国民性ともいえますが、「こ

ういう言い方をすれば人間関係がよくなる」というHow toセミナー等の影響もあるのではな

いかと思います。

台湾の受講者は自分の意見をしっかり言いますが、その意見の中には２種類あります。

第一は、他のセミナーによる講師や文献による社会学者や心理学者の理論等をそのままい

う人です（すぐわかりますが）。第二は、エビデンスに基づいて自分の考えをきちんと発表する

人。こちらの受講者に出合うと、本当にうれしいです。

２．ＭＴＰが改善できる経営管理

現在の企業管理における最大の問題は、「管理能力の劣化」です。これは、日本も台湾も変

わらないと思います。かつては、管理者は組織・職場の管理（Management）を重点的に行う

人が多かった時期がありました。1957年には、「株式１、２部上場企業の課長約９０％がMTP

を受講しており、GNPの伸びとMTPの普及度が正比例している」とOECDで日本代表が報告

しています。（出典 MTPのより良き理解のために (一社) 日本産業訓練協会 編）

ところが、いつの間にか「効率化」の名のもとに、「Playing ＆ Manager」と呼ばれる管理職

兼担当者を増やしていきました。その結果、「権限の委任」によって管理業務に必要な時間を作

れる優秀な管理者を除いて、忙しさを理由に管理業務を疎かにするようになりました。それは、

実務の方がはるかに楽であるからです。そうして、徐々に職場のコミュニケーションが悪化し、

マネジメントが毀損してきました。

一方で、一部の「新自由主義者」が、「人手が足りなければ、どこからでも雇えばいい」という

「人間性の尊重」を無視した発言をするようになりました。そして、「研修なんかやっても無駄だ」

「自己責任だ」と同調する経営者たちが出現しました。しかし、企業の特殊な技術・技能は「能

力の伝承」なしに継続・発展することはありません。「今だけ、金だけ、自分だけ」という経営者が

増加してはいないでしょうか。やれＩＴだＡＩだと騒いでいるが、その時に使用している機器は、

ＡＩ機械が自動的に作っているわけではないのです。

経営や管理の在り方は、社会制度の違いを除けば国によってそれほど違いはないでしょう。

日本でも外国の経営論や組織論・職場管理のノウハウ等の書籍が愛読されています。細かい点

は異なっても、管理の定義である「組織目標達成のために、人をはじめとするあらゆる経営資源

を、経済的・効果的・効率的に活用すること」を実践する。そのために特に、人間性を尊重した

部下等との接し方を習慣化する必要がある。MTPは管理の基本であり、人間性の尊重の実践

方法であります。
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MTPでは、まず自己検討を行い、管理の基礎を（根）として、管理の４面を（葉）とし、最後に統

合による実践（花を咲かせる）という構成になっています。各研究事例は、通常のセミナーのよう

な単なる問題解決に限らず、テーマの深堀や場面転換、テーマの深耕を理解する等いろいろな

使い方がされています。

MTPを社内の全階層で実施すれば、企業の継続的発展が図られ、離職率は著しく減少し

ます。優良企業の条件とは何か。消費者のニーズに合った商品・サービスの適時適正な提供

だろうが、誰がやっているかを考えれば従業員ではないだろうか。従業員が優秀になって、主体

的に仕事に努め、部下を適切に育成する。これが優良企業の条件ではないでしょうか。

ここで、離職率についてみます。最近、一つの企業に長期間勤続することよりも転職してキャリア

アップすべきとの風潮になっていますが、本当に成功しているかを検証してもらいたいものです。

よくある誤りは、経営層や上級幹部層が自ら実践せず、中間管理職以下にやらせる場合です。

「示範」になっていないので、継続的な実行が出来なくなります。「研修に効果などない」と言っ

ている管理者はまず、研修したことを理解しようとせず、実践していません。

３．MTPの特徴

MTPは、管理の基本を網羅して不易流行を唱えています。ソクラテスの言葉から、「人間性心

理学」など、管理に必要な「不易：変わらないもの」を基本としつつ、「流行」を見直すため５年程

度のスパンで改訂を行ってきました。しかし他の多くの経営管理コースは一時的な「流行」を追

いかけるので、時流に乗って流行するものの、新しいものが出ればとってかわられます。

MTPの講師が、企業経験を積んだ者であることも、研修内容が空理空論ではなく、体験型で

あることも特徴の一つです。MTPはテクニックではありません。MTPの思想・精神を使用して

いる有名企業は、一例としてオリンパス・キヤノン・日本製鉄・神戸製鋼・東レ・日本たばこ・国際

自動車等数百社がありますが、詳しくはホームページ等を参照してください。

４.ＭＴＰの進化

MTPは、管理の基礎を根とし、各種の管理の側面（管理の事象を違った角度から見る。特に

仕事の面と人間の面）を「葉」とし、最後の実践を「花」とする概念モデルでできています。

また改訂は、基本的には「流行」の部分の見直しです。日産訓では、各種の先端的経営理論を

採用するのではなく、実績を確認した上で変更しています。例えば「U理論」や「テイ―ル組織」
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「ホラクラシー」等は、研究はしているものの、現時点では記載されないでしょう。それらの判断

は、各企業のMTP-Iインストラクターの中から選ばれた「MTP改訂委員」による「改訂委員会」

で改訂案が検討されます。

５．ＭＴＰと新型コロナ

ＭＴＰの企業での必要性は新型コロナ下でも変わりはありません。「問題解決の基本」を参

考に自社に合った対応をするだけです。ＭＴＰはセミナーではないので、模範解答は存在しま

せん。管理者が解答を自分で考えられる能力を身に着ける研修であります。

現在、日産訓では新型コロナ下でもＭＴＰやＭＴＰ－Ｉを実施しています。日本の大企業のほと

んどが人が集まるリアルの研修を禁止したため、順次ウェブによる研修に切り替えました。可能

な限りホワイトボードの用意をお願いしました。無理な場合は、白紙にサインペンを用意してもら

いました。講師側は、１枚のホワイトボードを使用し、皆の意見を書くためのボードを別途用意し

ました。

ＭＴＰ-Ｉ養成研修では、ＺＯＯＭを使用し、１週間（６日）を２回、トータル１２日間で実施しました。

板書技術の確認のため、２日間だけ集合研修を（緊急事態宣言の間隙で）追加実施しました。

研修の合間の休憩時間をこまめに取ることや、各自がカメラに近づきすぎないことなどにも注

意しました。

これからの時代へのＭＴＰの活用は、まず ◎管理の基礎を知る ◎自分自身を検討する

◎自分の強みを伸ばし、弱みを鍛錬していく ◎自分の職場、部下に合ったマネジメントを実

践していく、という今までと同じプロセスを実践していくことで、変革の時代も乗り切れます。

不易の部分を十分に理解し、流行の部分を自社に合わせて実践していくことでしょう。

これはいつの時代にも言えることです。だからこそ、MTPは７０年以上続いているのです。
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日本産業訓練協会（日産訓）で非常勤・主幹講師をしております府川亮一と申します。

よろしくお願いいたします。

日産訓との出会い

私が日産訓の研修に接しましたのは、1979年、日本専売公社に入職しました１年目に

「TWI-JI１０時間」を教わったことが初めでした。正直なところ、主なステップや急所とい

う言葉を微かに覚えているだけでした。

MTP-I 研修を受講

時を経て、1995年、MTP-I（第87期）の３週間の研修を琵琶湖で受けることになりました。

研修の一環として、２人の相部屋です。もちろん相方は初めて会う方でした。日本たばこから

は４名受講しましたが、MTPの４．５日間の研修も受けずにいきなりインストラクターコースを

受けたのは私一人でした。その時の感想は、１８日間で２０会合と内容が非常に盛沢山すぎて、

若干の消化不良だったように思いました。

特に「会田君と佐藤課長」の事例では、会田君が規則を知っていたかどうかが、研修時には

理解できませんでした。後日、後輩の精神科医と医療カウンセラーに相談したところ、言下に

「会田君は、規則については理解していますよ。しかし、診断書を持っていないから出せない。

だから佐藤課長に、何とかしてくれと頼んでいるんです。」とのことでした。

２人から、異口同音に同じことを言われて、自分が如何に人の気持ちを理解できないかが

わかりました。それが、私がユング心理学を学ぼうと思ったきっかけとなりました。そして、臨

床心理学だけでなく、MTPに関連している「人間性心理学」等も学ぶことにしました。

製造部門から人事部門へ

ずっと製造部門で本社と工場勤務をしていましたが、次第に人材育成の業務が多くなり、エ

リアの人事を行う部署に異動しました。製造では全国を東日本・中日本・西日本・九州の4ブロ

17

◆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。

今回ご紹介するのは、府川亮一 主幹講師です。

府川 亮一



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

ックに分割し、私は中日本エリア・西日本エリアの2か所を5年程「エリア人事部長（製造担

当）」（対外呼称）を経験することになりました。内部呼称は「地域スタッフ シニアリーダー」です

が、人事・教育、企画調査、技術支援、総務経理（域内）、設備と多種多様な業務を行う組織

でした。ISO9001（品質システム），ISO14001（環境システム）、OHSAS18001（現ISO

45001）（労働安全システム）等を取得、維持管理も行っていました。

そして、MTPの社内研修はチームを組み、年３回程度実施していました。当時の製造部門

は、管理職直前、管理職後、上級管理職（部長級）という一人３回の研修を実施していました。

同じ事例であっても職制が異なると、責任・権限のスパンが変わるため、導き出された結

論は異なっていました。MTPは何度研修をやっても、絶えず新しい気づきがあると、今で

も感じています。

また、当時はMTP-Iの受講者が数十名いたため、複数のグループで実施し、「企業コン

ダクター」という講師（コンダクター）の一員として、MTP-Iの前半または後半を担当する

機会を複数回持ちました。

日産訓へ入職

2005年７月にJTのポストオフ制度もあり、選択肢がいくつかある中で、縁あって日産訓

にお世話になる事になりました。日産訓に決めた理由は、JTのOBの方が講師をされて

いて、「府川君は、JTの中で管理者研修をやってきましたね。今後は、日本中の管理者の

育成に携わるのはどうですか」という殺し文句に参ったからでした。当時は、在籍出向と

いう立場でした。

早速TWIの４Jのトレーナーを受講し、一部リーダー認定もされました。TWI-JIをじっくり

学んで、こんなに大事なことを、なぜもっと真剣に取り組まなかったのかと悔しい思いをし

たことを覚えています。また、新入社員研修から、WSTC、中堅社員、職場リーダー研修

と資格を取りました。

その後、先輩講師の指導の下、台湾や中国に研修に行く機会

を持ちました。現在は新型コロナ（オミクロン株）の影響で行け

ない状況ですが、通常の年は年１～２回のMTP-Iと、TWI-

JITを実施してきました。

台湾の現状考察は、「台湾のMTPを経験して」をご覧ください。
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研修講師として気づいたこと

研修講師としての経験上、気づいたことを２，３点挙げます。

まず、最初に感じたことは、講師と企業の相性です。「厳しくビシビシしごいてくれ」と言われ

ることもありましたが、私には無理です。別の講師あるいは別の組織にお願いいたします。

次に、研修に臨む受講者の態度は、研修前にすでにある程度形成されているということです。

研修の目的は、研修開始後に最初に説明するものの、事前に考えてきた者との差はなかなか

埋まりません。特に１日程度の研修では、理解の深さに差が出やすいです。

３点目は「今までの自分のやり方と違う部分を、いかに理解・納得してもらうか」という点です。

一例としてTWI-JI（仕事の教え方）を挙げます。TWI-JIに参加する方は、大部分の方が、部

下後輩の指導をしてきた方です。今までの教え方を否定されたら、学ぶ気になれません。

今までの指導方法を否定せず、より良い方法を紹介する。そして、TWI-ＪＩがいいと納得し

てもらえるなら、積極的に実践してもらうという立場で研修しています。

最近思うこと

私は、MTPやTWIはあくまでツールであって、企業内で実践し、自己成長と社会への貢献

を実現していくことが目的だと思っています。

最近は、「自己肯定感」と「ISO30414（社内外に対する人的資本の情報開示のガイド

ライン）」について、自己啓発に励んでいます。

ついこの間、日産訓に入職したと思っていましたが、

気づいたら講師として一番長くなりました。

まだまだ未熟ではありますが、今後も、老害になら

ない程度に続けていきたいと思っています。
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