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--- はじめに

『産業訓練』誌の頃より、長期にわたって連載してまいりました 「マネジメント入門」が

今回の掲載分をもちまして完結となります。そこでこの機会に、MTP研修が目指している

管理者育成の観点から、少しお話したいと思います。

私は、会社時代にも社内研修講師を兼務してきましたから、MTPと関わって２７年くらいに

なります。日産訓に来てからでも１６年たちました。その中で受講生の方々から、様々な質問・

意見等がありました。それらの中からいくつかの 「誤解」 を紹介いたします。

まず、「この内容は全部知っている内容だ。目新しいことは何もなかった」 というものがあ

りました。私の研修は新知識の付与を第一目的にしていません。職場での行動変容（実践

による職場の改革）を期待しています。

「５W1Hを聴いたことがありますか？」 と 「５Ｗ１Ｈを４秒以内に言ってください」 の違いです。

言えないと職場で、また、コミュニケーションの場で使えませんよね。単に知っているだけで

職場で効果があるでしょうか。

次に、「うちの会社は給料が安いから、モチベーションも低くて定着率が悪い」と、会社の

制度のせい、言い方を変えれば 「人は金のみで動く」 と理解している幹部もいました。内

発的動機など考えてもいないのでしょう。

また、「研修内容や研修技法が古い」 と言う声もあります。内容は、各企業からなる「改訂委

員会」 にて逐次見直しています。ここでは、板書形式での研修技法についてお話ししましょう。

最近は、パワーポイントを初め、各種のプレゼンテーション・ソフトが充実しています。逆に

日産訓で実施しているようなホワイトボードを使った 「板書方式」 は、「古臭い」 と批判され

る傾向にあります。ビデオを初めとするこのような電子機器等による研修は、本当に効果が

上がるのでしょうか？

また、近年教材は一般的に何でも「ビジュアル化」をよしとする傾向にあります。ビジュアル

化したほうが、理解は本当に深まるのでしょうか？
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① 誰にとって効率的な研修か？

よく、「いちいち板書していると時間がかかるし面倒くさい。パワーポイント等で行えば研修

の時間が短縮できる」という話を耳にします。確かに講師が板書すると、そのための時間は

かかるでしょう。

しかし、受講生も板書します（板書するように指導します）。研修時間を短縮して助かるの

は誰ですか？ 講師自身ではありませんか？ 受講者は本当に理解できたのでしょうか。

ただ読むだけで、あるいは聞くだけで講義内容が身につくのであれば、そもそも研修講師

など要りません。本やビデオなどを見ればいいだけです。

また、プレゼンテーション・ソフトで投影した内容を「メモしなさい」 と言っても、ほとんどの

人はメモしません。「その画面をコピーしてください」 と言われるだけです。指示をすれば受

講者がメモをとると思っている方は、人間心理を理解していないと言えます。

② 書くことは必要ないのか？

次に、「別に書く必要はないのではないか？」 という意見もあるかと思います。最近の若い方

は（こういう言い方は本当はいやなのですが）メモ帳を持たない人が多くなってきています。

ケータイ（スマホのほうが合っているかも知れませんが）に記憶機能がありますから、入れ

ておけばいい訳です。

その結果、どういうことが起きつつあるか。ネット（特にチャット等）を見れば一目瞭然です。

はっきり言って文章になっていません。語彙を知らない、文章として意味をなせない、論旨が

矛盾だらけという目を覆いたくなる現状です。

話すだけなら、多少の論旨の矛盾や冗長な言い回しも許されます。しかし、文書にする

場合はそうはいきません。

私たちが研修中にさまざまな質問をして回答を引き出す場合、必ず受講生の発表内容を

簡潔に板書します。その時に、発言はしたものの書こうとすると言葉が適切に取捨選択出来

ない方がなんと多いことか！「話せるんだけど、まとめるのはどうも・・・・」 と言われます。話を

だらだらと、とりとめなく話すことは出来ても、簡潔にまとめることは苦手である。それでいい

のでしょうか。その原因は簡単です。文章を書かなくなったからです。書かせる必要はないの

でしょうか。

③ ビジュアル化の危険性

「文章で書かれたものより、ビジュアル化した方が理解が深まる」と、よく言われています。

本当でしょうか？

こんな経験はないでしょうか。ある小説を読んで感動した。映画化されたので早速見に行っ

たところ、あまり面白くなかった。結論 「原作のほうがよほど面白い」。 どうしてそう感じたの

でしょうか？

3



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

人は文書を読んで、自分のイメージ（脳内での映像化）を作ります。その際には想像力（同時

に創造力も）を働かせて、自分の映画像を制作しているのです。その内容が、監督の映像化

（監督も原作の文書から映画化したことに注意）と異なっていたために面白くなかったのです。

もうご理解いただけたと思いますが、最初からビジュアル化されたものだけを見ていると、

この想像力・創造力は全く使われません。従って、養われることはありません。これらの能力

こそが、今求められているのではないでしょうか。

④ ビジュアル化の効用

ビジュアル化の欠点ばかり述べたようですが、もちろん多大な効用もあります。仕事を正確

に教える場合、特に安全作業の指導などには大きな力を発揮します。つまり、研修内容によっ

て適切な研修機材を使用することが大切なのです。

⑤ マネジメント研修

マネジメント研修では、自ら考えることが重要です。特に問題解決では先の創造力は必須

です。従って、文章を読ませて考えさせることや、意見をまとめて書かせる等の内容が重要

になります。日産訓のMTPはこのような考え方で進めています。

⑥ 「講義指導研修」と「会議指導研修」の進め方

非常に残念なことに、世の中には 「似非会議指導研修」 が氾濫しています。つまり形だけ、

いかにも会議指導法を扱っているように見えて、実は講義形式になっている、あるいは口頭

試問になっているというものです。

講義指導法の特徴を述べます。講義指導法は、一般的には知識の付与に大きな力を発揮

します。必要に応じてOA機器を活用することも多いでしょう。事実の確認や正しい仕事のやり

方を見せる場合（覚えるではないことに注意）には有効です。講演会を考えればいいでしょう。

一方、その場合の受講者の応対を考えて見ましょう。詳細なレジメ（シラバス）にメモを記入

するでしょうが、せいぜい講師の意見への疑問レベルまででしょう。大半は説明の補完程度

ではないでしょうか。聞いているだけです （退屈になれば、聞くこともしなくなります）。

会議指導法は受講者に考えさせることが目的です。考えをまとめるためには 「簡潔に書く」 と

いう行動は絶対に必要です。ましてや考えるだけでなく 「実践」 を目的としているのですから。

そして書かせるためには、講師が板書することは絶対条件です。見出しをその都度書くのは、

受講者が見出しの後に自分の意見や講師とのやり取り・他の受講生も含めた質問への回答も

メモをすることができるからです。そしてこの回答がこの後の講師の持っている結論へ誘導して
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いくための教材であり、受講者への納得・印象強化を図っているのです。（蛇足ですが、MT

Pの■の質問で受講者の回答を必ず書くのは、受講者にも書かせるためです。講師が自ら

書きもしないものを受講者は言っても書きません。・・・「示範」 ）

会議指導法の質問の目的は、印象強化と受講者の経験との照合です。よく 「この質問の回答

は予め書いてあるじゃないか」 という質問を受けます。かまいません。内容によりますが、「ここ

に書かれている一例を参考に、あなたの経験ではどうですか」と質問すれば自らの経験を話し

てくれます。

会議指導法の質問は 「模範解答を求める」ものではありません。後の講師の結論の印象強化

が目的です。頭のいい受講者は「講師が欲しがっている回答」を探そうとします。間違っても

「合っている、間違っている」などと評価せずに、受講者が思っていること・考えていることを発

表させてください。講師として板書が大変なことは十分承知しています。しかし、きちんとした

板書を実施しなければ、考える能力、すなわち問題解決能力は絶対に身につきません。

よく、欧米の授業で 「考えさせる授業」 がTV放映されますが、先生が生徒に質問した回答

を必ず板書しているのを、それこそ必ずですが見ます。（こういう事実の確認にはTVという

OA機器は有効ですね） 会議指導法を実践しています。

⑦ マネジメントに 「模範回答」 などない

最近プレゼンテーション・ソフトの活用方法で疑問に思っている点があります。それは、皆の

発言（意見）から結論を導き出すのはいいのですが、その結論をプレゼンテーション・ソフトで

映写していいかどうかということです。理想的なＭＴＰであれば、手引書の内容を講師が板書

するということだと思います。

とは言っても、結論がＭＴＰのシート等に書いてある場合もあります。結論が最初からある

ことをなるべく感じさせないためにも 「これは、あくまで回答例の一つです」 とは言っていま

すが、本当に記載することが必要なのかと、いつも悩んでいます。

また、最近は研修によっては 「模範解答を載せてくれ」 という要望が以前より多くなってき

たことも心配の一つです。養老孟司先生が、大学の講義中に、「この問題には結論などない」

と言い切っているにもかかわらず、「模範解答は何ですか？」 という質問をされることを嘆

いていましたが、（不遜な言い方かもしれませんが）お気持ちはよくわかります。

--- おわりに

江戸時代、日本の教育は当時世界一だったといわれています。農民の子弟であっても

「寺子屋」で学習していました。その内容が 「読み・書き・そろばん」 だということは非常に

印象的です。それから数百年たった現在、読み書きは本当に大丈夫なのかという心配を

しています。杞憂に終わればいいのですが。
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１． 第一回インストラクター養成講座の始まり

1950年（昭和25年）10月、立川駅に近い無門庵ホテルに集合した14名は、期待とともに

不安な中で約1か月に及ぶ管理者訓練のインストラクター研修を受けることになった。

14名は民間企業から13名と通商産業省（以下「通産省」）の1名であり、いずれも管理職経験

があり、英語が多少わかる者との条件で、米軍関係者の面接試問を受けて選抜された人たちで

あった。土日を除き毎日、軍用のバスで立川空軍補給廠（FEAMCOM）との間を往復し、午前

8時から午後5時までのハードな研修に臨んだ。

石炭連盟から参加した広瀬俊男氏は、「教室以外は立入禁止で、昼食も持参の弁当を食し、

まるで連日法廷に護送される巣鴨プリズンの戦犯にも似たりの観があった」 と述懐している。

それでも4週間の研修の最終日には、拘束からの解放感や参加者同士の惜別の情、履修全コ

ースを回顧するプレゼンテーションの巧みな演出に、感動的な盛り上がりの中で有終の美を修

めることができたという。そして、この14名がMTPインストラクターの第1期生となったのである。

実際のところ、この研修会は米軍において2回目の開催であり、その参加者は米軍立川・横田

基地の32名、輸送機で到着した沖縄基地の20名との合同での開催であったが、わが国として

は「通産省主催第１回」開催と位置付けられている。

２． 米軍による講座開発と日本政府の強い関心

当時わが国は、太平洋戦争の敗戦により連合軍の占領下にあり、その主体であった米軍の

米国極東空軍では日本人労働者が約24万人も雇用されていたという。立川基地にあった空

軍補給廠では、保全・補給・自動車修理等に使用する備品類の扱い、車両の修理などに従事

する労働者を適切に指導監督する日本人 「管理者」 育成が急務であった。米軍における当時

の管理者訓練方式はGMやフォード等の米国大企業の影響を受けたものであり、中佐・少佐

クラスの軍人がその任に当たったが、あまり効果が上がらなかったようである。

1949年（昭和24年）の春になって、空軍補給廠中央人事部で、「日本人監督者訓練計画」

（Supervisory Training Program for Indigenous Personnel）を作成する方針が

決定された。
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基本方針には、以下の4点が掲げられている。 ①訓練指導者として有能な日本人を選ぶ。

②米産業界や米空軍内で実験済みの事項に、日本人と共に働いた経験のある米人の意見を

採り入れて訓練コースを作る。 ③教材にはチャート（掛図）・スライド・フィルム等を使用する。

④訓練の必要性と効果について、米人各層への周知徹底を図る。

同年9月に講座概要書が作成された。早速、インストラクターの養成を行い、17名に資格が

付与されたが、いずれも本業を別に持つパートタイマーでの講師活動であったため、十分な効

果を上げられなかったという。さらに11月には日本人インストラクターによって日本人向きの資

料が厳選され、1950年（昭和25年）の3月末になって、訓練マニュアル・シート・チャート等

の印刷物が出来上がり、20会議40時間の会議式訓練コース「管理者訓練計画」（通称：FEAF・

STC）が完成した。

極東空軍主催による第1回インストラクター養成講座が、4月10日から5月5日にわたり、早

稲田大学の施設を使用して開催された。空軍は東京地区の各基地からと、人事院・労働省・

国鉄・早稲田大学・中央大学から各１名の計30名が受講し、内23名に資格が付与された。

その時に民間からの10名のオブザーバー参観が許され、皆が研修の内容に驚嘆したといわ

れている。特に、能率協会の森川理事長および立教大学の大内教授が、講座内容を民間に広

く紹介することを熱心に提唱した。

その結果、5月13・14日に1回目の紹介講演会が開催され、その後全国各地で、日経連や業

界団体の主催で紹介されることになった。6月には、通産省が本研修をわが国産業の職場振

興方式として採用することを決め、連合軍総司令部（GHQ）と極東空軍の間で調整した結果、

資料の版権、使用権などの権利を通産省に移管することが決められた。こうして迎えたのが、

先述の通産省第1回インストラクター養成講座（米軍では第2回）である。参加者の意気込み

も推し量れよう。

３． 初期インストラクター達の熱意と苦労

1951年（昭和26年）4月14日、通産省と日経連の共同開催による訓練効果の実績評価会

議が、丸の内の工業倶楽部でもたれた。その席で、養成講座の名称を、空軍にちなむFEAM・

STCから MTPとすることも決められた。そして全国規模でのインストラクター養成講座が

以下の通り開催された。
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回 会 場 期 間 資格取得者

第2回 社会事業会館（原宿） 1951年4月20日～5月19日 61名

第3回 三笠ホテル（軽井沢） 1951年8月12日～9月11日 52名

第4回 宝塚第一ホテル（阪神） 1951年10月10日～11月8日 64名

第5回 旧田母沢御用邸（日光） 1952年6月18日～7月17日 65名

第6回
電電公社中央電気通信学園

（都下神代村）
1953年4月27日～5月29日 46名

第7回 日本青年館（明治神宮外苑） 1954年6月1日～6月30日 48名



第2回養成講座では、1回目の修了者がインストラクターになったこともあり、その熱気と

ともに受講者との間で数々の軋轢も生じたようだ。その反省から、7月には「インストラクター

連絡会」（以下「連絡会」）を結成し、会員相互の啓発と親睦、産業合理化への貢献を目指す

ことになった。連絡会は本部を東京に、九州・中国・大阪・東海北陸・東京・北海道に6つの支

部を設置し、その多くを各地の経営者協会に置いて、機関紙「とれいにんぐ」や参考資料の

発行を開始した。連絡会での論議の中で、当時のマニュアルを時勢の変化に即応し、日本

人向けに進化させるべきであるとの気運が高まり、翌年1月に「マニュアル改正委員会」を立

ち上げるとともに、4月には第1回インストラクター連絡会定期総会を開催する運びとなった。

1953年4月の春期総会で、通産省主導で進められてきた改訂マニュアルが発表された。

これは通称「通産省マニュアル」と呼ばれ、第6回の養成講座で使用されたが、評価が芳しく

なく、講座終了後の６月、臨時のマニュアル検討委員会が開催された。委員会での議論では、

「旧マニュアルは翻訳調で生硬さがある」 一方で、「改訂版は知識注入の講義調にすぎる」

と、いずれも不十分であるとの意見が大勢を占めた。

折しも同時期にMTPの民間移管の方針が決定され、７月３日に連絡会への移管となったこ

とから、メンバーの士気は大いに高まったとのことである。９月に繰り上げて開催された秋期

総会で、提示されたマニュアル検討委員会答申とMTPの業務移管が承認され、全国組織の

「マニュアル改正委員会」 が発足した。早速11月石川島重工片瀬寮にて、起草委員会の合宿

が行われ、作成された草案が12月の研究会総会で説明された。翌年2月の拡大本部委員会

にて改訂案が審議承認されると、再び片瀬寮での合宿を重ねた。2回延べ20日にわたる

合宿と数十回の委員会・小委員会を開催し、1年有余の月日を経て、新版マニュアルが完成

し、1954年6月開催の第7回養成講座でのお披露目使用となった。

広瀬氏の回想によれば、「日本的事例を織り込み、多くの人の議論の中で妥協をした部分

もあり、全体に常識的であるとともにやや平凡になったことは否めない。FEAF・STC版のフ

レッシュな魅力を失ったところもあった」 とのことである。反面で、実務に携わる多くの人の

視点が入り、企業職場に即した漏れのない指導書としての価値も高まり、その後70年の命

脈を保つことができたともいえよう。

４． 日産訓への移管

1955年（昭和30年）7月に （一社）日本産業訓練協会 （以下「日産訓」） が創立された。

その背景は、当時このMTPだけでなく、連合軍当局の支援・指導により導入された、米国流の

合理主義的な訓練方法が様々な教育訓練方式として並立し、産業界からは総合的な計画性

をもって実施すべきとの声が挙がっていた。そこで、全国的な経済団体として活動していた

日本経営者団体連盟（以下「日経連」）が通産省並びに労働省の協力・支援の下で、新たに

組織を作り、それぞれの教育訓練を統一的に運営・実施することになった。
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このため、MTPインストラクター連絡会においても、その業務を日産訓に移譲することに

なった。これにより、1955年9月の第8回養成講座は日産訓の主催として開催し、今日、

2021年の第139回に至り、通算で3,963名のインストラクターを養成してきている。

５． いま、MTPを再認識する意義

早い段階から、MTPに対する高い評価とともに、批判や疑問が寄せられたのも事実であ

った。それは、「そもそも米国人により作成されたものであり日本人の考え・行動には必ずし

も適切でない」 「定型的訓練は時流の変化に即応できない」 などであったが、1960年代・

70年代に導入された百花繚乱の研修技法が環境変化とともに、一時の活況のあとに消えて

いったことを見ると、改訂を重ねつつ命脈を保ってきたMTPの普遍性は誇ってよいのではな

いだろうか。特に、企業内のインストラクターが手引書を使用することによって、どのような組

織・職場においても一定レベルの教育効果を上げることができることは大きな強みであろう。

本年は太平洋戦争の終戦から77年目となる。明治維新から終戦までと同じ年月である。

毎日の報道で知るウクライナ戦争の現実は、世界主要国間での戦争が決して過去のもので

ないことを実感させられることになった。3年以上にわたる新型コロナウイルス禍に重なるこ

の戦争がもたらした世界経済への今後の影響も計り知れない。こうした中で、急激な円安が

進展して、わが国の総合的国力が国際比較において、低下を続けている実態が明らかになっ

てきている。岸田内閣が掲げる 「新しい資本主義」 に 「人への投資」 の重視がうたわれて

いるが、国力の基盤となる 「人」 への関心が高まってくることは歓迎すべきことである。

未曽有の戦禍により壊滅的な打撃を受けたわが国の産業がわずか十数年で復活し、米国

に次ぐGNP大国となった背景に、政府と産業界が一丸となって謙虚に学び、教えを広めた、

使命感と情熱があったことを知ることができる。グローバル化やIT社会と、当時とは異なる環

境下にはあるものの、組織の中で、多数の人々を束ね、企業理念・目的にそって成果を上げ

る管理者の役割は一段と高まっている。日本産業訓練協会として、初期の先達が情熱をかけ

て取り組んだ原点に立ち返り、より価値ある研修を提供していきたい。

＜参考資料＞

新崎盛紀：「経営・管理・監督」（MTPの話） 日本勤労者教育協会

広瀬俊男：「MTPの回顧」 産業訓練1955年３月号

同 上 「MTP今昔物語」 産業訓練1991年5月号

倉橋 宏：「マネジメントの基本としてのMTP」 産業訓練1981年２月号
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人材の育成は大事、人材の活用はさらに大事
－ 成功した人材育成とその落とし穴 －

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

産訓コロキュウム１年間という依頼でしたが、早いものでもう４回目、今回で最終回です。

これまでの３回の中でも、監理者、監督者の役割の最も基本でもあり重要なものは「人を育

てる事」と、繰り返してきたような気がします。

仕事の成否は、そこで働く人間が良い仕事をするかどうかですから、まず部下が良い仕

事が出来るように育成するのが管理・監督者の役割です。それに成功して部下が良い仕事

をする力をつけてきたら、その力を十分に活用するような環境条件を作って、仕事の成果を

上げていくという順序でしょう。

部下たちは、仕事がうまくできるようになり、仕事の結果が社内や得意先から称賛される

ようになれば、そうした経験の中から多くの事を自主的に学び、自己啓発の仕方も身につけ、

自力で成長するようにもなります。企業が発展するという事はそうした好循環が回って初め

て実現するのではないでしょうか。

という事で、最終回ですから、育成の問題だけでなく、育成した部下を徹底的に活用して、

育成のコスパを最大限にするように、人材の活用の問題まで考えていきたいと思います。

実は、日本の企業は、これまで、育成した人材を十分使いこなしてこなかったのではないか

という反省もあるのです。

1    即戦力が欲しいという傾向が

現実の世界を考えれば、即戦力というのは、どこかの企業か、職業訓練所かで、その仕事を

覚えてきたという事で、初めから「即戦力」という人はいないのです。

・ 「働き方改革」 と 「即戦力」

最近は「働き方改革」の影響で、即戦力が流行語のようになっています。働き方改革の中で

重視されている「ジョブ型雇用」というのは、仕事の中身が決まっていて、その仕事のできる人

を採るというのが採用ですから、どうしても即戦力でないと採用されないことになるのです。

ところが日本では、学校で企業での仕事の仕方などは教えてくれませんし、「公共職業訓練」

も不十分です。

10



・ 学卒者の場合

学校では職業訓練はしてくれませんから、金を払って職業訓練を受けるか、安くても給料を

もらって叱られながら仕事を覚えるかと言えば、どうしても後者でしょう。インターン制度など

もありますが、インターンを就職に結びつけてはいけないなどという政府の方針もあるようで、

うまく機能しません。結局、新卒一括採用が最も適切な道、給料をもらいながら、本式な職業

訓練を受けられるということになっているようです。

・ 現状は変化しているが

政府の「働き方改革」推進のせいで、日本の労働市場も次第に変化していくのかもしれません。

しかし現状はジョブ型採用が当然となっているのは、非正規従業員の世界ではないでしょうか。

今の日本では、従業員は大きく非正規と正規に分けられるようで、正規が６割、非正規が４割

といった状況です。産業や職業によってこの比率は大きく異なりますが、中小企業や職人型の

仕事には非正規が多く、大企業や中堅企業の、同じ人間に長期に働いてもらいたいと希望

する企業では正規従業員が多く、採用は新規学卒一括採用が多いのです。

・ 単純業務は非正規・ジョブ型

そういう企業でも、単純業務で、何処の企業でも同じような仕事になっている職種は非正規

に頼る場合が多いでしょう。それは年功制や職能資格制度適用で賃金を年々上げるとコス

ト高になってしまうと考えるからです。

そういう意味では、自分の職業生涯を計画し、高度な仕事を身に着けた高度人材になること

を目指す方々は学卒一括採用で、社内で時間をかけて育成してもらえる正規従業員を目指

すことになるというのは当然でしょう。

2     日本の企業のやってきたこと

今でこそ日本企業は長期不況に苦しんだ結果、従業員の４割は非正規従業員といった雇用

状態になっていますが、今後、多くの分野で、高度な技能・技術で国際競争に勝ち抜いていく

という必要が大きくなりますと、人手不足の中で、より多くの従業員を高度な人材に育て、そ

の力で企業を発展させていく必要が強まるでしょう。

即戦力が見つからない日本ではやはり自前で有能な人材を育てる必要が強くなりそうです。

この点は、ある意味では従来の日本のお家芸でもあるわけで、これからは、改めてOJTと

Off-JTの有効な組み合わせといった企業の人材育成の本格化の時期になっていくのではな

いでしょうか。

・ 良い素材の採用

即戦力の獲得が容易でない日本では、今後も新卒一括採用が一般的という状況は続くで

しょう。企業にはそれぞれに企業文化がありますからその文化に馴染みやすいものが採用
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されるでしょう。

そしてこれは、結果的に若年層の失業率の国際的な比較すれば異常な低さに大いに貢献

するでしょう。給料をもらいながら社会人としての基本的な生き方を身に着けていくのです。

この効果が絶大だったことは、就職氷河期の卒業者の世代にいわゆる８０：50問題（80代の

親と50代の子との親子依存、もしくは扶養の問題）が見られたことからも知られます。

・ 1人前の社会人に

企業は意図するとしないとに関わらず就業時間内、あるいはアフター5時、土日を利用した

ゴルフやテニス、山歩きやスキーなどの機会を作って、社会人の生活の基本や、人間関係の

作り方、チームワークなどを実体験させ、学生から社会人（金を払って勉強する生活から所得

を得て仕事をするという大変化）への移行をスムーズに行っているのです。(企業の上司・先

輩の役割は大きいですね)

・ 仕事は現場で覚えるのが８割

まず仕事を第一歩から教えるのは第一線監督者の役割でしょう。日本の企業では仕事につ

いての教育訓練は8割以上がOJTでしょう。

そして今後重要になるのは出来るだけ早く職務遂行能力を身に着けるような訓練方法でしょ

う。即戦力に代わるのは、出来るだけ早く即戦力なるような教育訓練の在り方です。これには

仕事の意味・本質を教え、それに従って本人も仕事の仕方を考えるという自己啓発という意

識の覚醒が必要です。

・ OJTから出発「守・破・離」の実現へ

人間は教えられれば進歩しますが、更なる進歩は、本人の進歩への意欲、自己啓発能力の

高度化によるのでしょう。

これは良く「守破離」といわれます。先ず教えられたことを守る、それが出来ると次は定型を

破り、自分で何かさらに良い方法を考えたくなる、そしてついには教わったことを超越した一

段と優れたところに達するのが「離」の境地と言われます。基礎に忠実に工夫を重ね新しい

開発に至るというプロセスです。

・ 活躍の分野の広がり

こうして初心者からベテランへ更に開発者へ進むにしたがって、活躍する分野は職場、事業

場、企業、業界、国、世界と広がることになります。

どのレベルまで行き着けるかには個人差はありますが、こうして育成した高度な職務能力こ

そが企業の宝なのです。

３ 人材活用に問題はなかったか

さてここまでは人材の育成について見て来ました。
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戦後から１９８０年代まで、日本企業は世界に追いつけ追い越せで人を育て、技術力を高め、

世界のトップレベルに追いつくまでになりました。しかし１９９０年代に入りますと、就職氷河期

を含む円高長期不況の中で、残念ながらこうしたきめ細かい人材育成が些か（大幅に？）手

抜きされたことは否めません。

そしてそれが、日本の企業の力、産業の力、経済全体つまりGDPの増加を妨げ、経済成長

力を低下させてきたことは明らかです。

かつて世界のベスト５に入っていた日本の１人当たりGDPは２０２１年には２８位に堕ちています。

これからの日本はその挽回のプロセスに入っていかなければなりません。そしてそのために

必要なのは、GDPを稼ぎ出す、日本経済を発展させる人材の育成に注力することですが、こ

こで注意しなければならないのは、育成した人材を徹底して活用し尽くすという戦略でしょう。

・ 日本は人材活用面で落とし穴に

終身雇用や年功賃金は、雇用の安定、生活の安定をもたらすという意味で日本の風土・文

化に良く適合し、従業員は安心して仕事に打ち込み日本の発展に貢献してきたと思います。

その結果、安全で豊かな国になった日本は平均寿命が世界一の長寿国になってきました。

そしてこれが皮肉なことに、人材育成の成功で保有する多くの人材を十分に活用すること

を難しくしたようです。

・ 人生50年が 70年、80年に

人生５０年で設計されていた年功賃金や定年制では、今の人生７０年、８０年には対応でき

ません。しかし長い年月をかけて育成してきた人材を、まだ元気な５５歳で「はい、定年です」

というのは勿体なさすぎます。

まだまだ本人は優れた能力を企業のために発揮できるのですが、年功賃金制があるので定

年再雇用などということになって、持てる能力を生かせない閑職に配置転換などというのは人

材の活用という面から見れば大変な無駄です。

・ 育成した能力は徹底活用する

何はともあれ、企業としては、長期間のコストや管理監督職の努力で育成に成功した企業

の宝の人材を、まだまだその能力発揮のできる段階で別の職務に配置転換したり、本人が辞

意を示せば、あとは地域社会などでの貢献をお願いしますといって能力の活用を容易に諦め

てしまうというのは、余りにコスト意識が足りない、大変勿体ない事ではないでしょうか。

・ 日本の企業は鷹揚すぎたのか？

確かに、日本の企業は、特に大企業は、日本社会全体のために人材を育てるといった意識

が強かったのでしょう。

例えば、多くの企業が海外留学制度などを用意していて、企業に在籍しながら、企業の援助

も得たりして海外留学し、海外の有名大学でそれなりの学位を取り、実力をつけて帰って来

て、有用な人材として会社に貢献するかと思いきや、外資系企業などに転職しても、企業は特

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

13



に文句もなく、頑張れよと送り出すような例はたくさんあったように思います。鷹揚、寛容と

いうのは美風かもしれませんが、人材育成のコスパから言えば勿体ないと思われるところ

です。

・ 中国、韓国へ「即戦力」を提供

更に極めて残念なのは、日本の主要産業の企業で育成され、高度人材として適切に活用

されるべき多くの技術者が、長期不況の中で、国内で仕事の機会を失ったり、不満足な処

遇であったりし、そうした事情に目を付けた中国や韓国の企業から、まさに「高度な即戦力」

として招かれるケースが続出し、中国、韓国の技術水準の急速な向上に多大な貢献をした

といった現実があったという事です。

日本を３０年近くにわたる長期不況に陥れた、国際情勢、それに殆ど有効の手を打てな

かった日本の経済政策といった多くの基本的な失敗の結果と言ってしまえばそれまでで

すが、これも、日本が人材の育成には大変熱心だったが、その成果の人材の活用には大

きな「とりこぼし」があったという残念な経験ではなかったでしょうか。

・ 人材の育成は徹底した活用で完結する

優れた人材育成を行ってその結果で他国を潤すというのも、日本の寛容さを示すものかも

しれませんが、外国から言わせれば、日本は有り難い国ですねと感謝されると同時に日本は

脇が甘いと見られているのかもしれません。

４ 人材を育てた企業は元を取れ

考えてみれば、膨大な時間とコストをかけて企業は人材を育成しているのです。OJTを

主軸にした人材育成、日本の得意技と言われる企業内異動による一専多能従業員の育成

等は、勘定科目には出ませんが実は大きなコストがかかっているのです。

こうした人材育成の成果である高度の能力を持つ従業員を、自社で活用せず安易に手

放して、他社やなかんずく外国企業に高度な「即戦力」としてその能力を活用させるとい

うのは、日本経済としては大きな損失でしょう。

企業は人材育成にかけたコストの徹底回収をしなければなりません。結果的にそれは、

掛けたコストと本人の自己啓発、自己成長による能力のトータルを活用回収することにな

るはずです。

・ 今の定年再雇用でいいのか

現状多くの企業では６０歳定年で、そこでいわゆる終身雇用関係は終了、多くは1年契約で、

契約を更新しつつ、65歳まで継続雇用可能という形が多いのではないでしょうか。賃金につ

いては旧定年年齢５５歳前後で定期昇給はなくなり、定年再雇用に入ると通常３割程度の一

律減額といった考え方が多いようです。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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そして、同じ職務で賃金減額という訳にも行かないので、少し楽な職務に異動などというこ

とになるのです。６０歳で職務遂行能力、長年積み上げた高度専門能力が落ちるでしょうか。

体力は漸次落ちるかもしれませんが積み上げた能力のレベルは急に落ちるものではないで

しょう。

・ 定年再雇用を重要な雇用ポートフォリオ（雇用賃金管理グループ）に

定年再雇用の従業員は、今後ますます増えることが予想されます。健康寿命が延びて、６５

歳はおろか７０歳過ぎても元気で働きたい人が増えるでしょう。

このグループは高度専門能力を持っていますし、慣れ親しんだ仕事に愛着を持っている人

も多いでしょうから、最も手のかからない優れた人材です。

確かに加齢の問題はありますし、歳と共に個人差も出ますからきめの細かい処遇・賃金管

理が重要になるでしょう。

という事は「ジョブ型賃金」システムが最も適したグループという事になるでしょう。

・ 「ジョブ型賃金」が最も当てはまる雇用グループ

すでに高度専門能力を保有しており、問題は加齢の影響如何という事もあるかもしれませ

んが、定年時の処遇も参考になるわけですから、きめの細かいジョブ型賃金の適用が可能

になるでしょう。

多分それは、外部から採用した契約型の高度人材、ジョブ型採用の外国人従業員の賃金

決定にも役立つのではないでしょうか。

これから当分の間、日本企業は、多様な雇用ポートフォリオを抱えて、多様な人材を活用し

なければならない時期が続くのではないかと思いますが、定年再雇用従業員の積極的活用

に成功することは必須の条件になるのではないでしょうか。

連載４回の最後は人材育成だけでなく、育成した人材から最大限の企業への貢献を引き

出すことが人材育成の終着点であることを強調して終わりたいと思います。

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム
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COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

プロフィール

1981年 秋田県職業安定課入職 公共職業安定所勤務

2006年 ヒット・ビジネスコンサルティング 講師

2009年 独立しAIビジネスの屋号にて講師

その後、株式会社ａｉびじねすに名称変更、階層別・テーマ別研修の企画・講師

2021年 女性幹部養成プログラムみちのく立志塾 開塾

日本産業訓練協会 非常勤講師

主な資格

・一般社団法人日本産業訓練協会

MTPインストラクター、中堅社員研修コース指導者、接遇研修コース指導者 習得

・産業カウンセラー

・国家検定キャリアコンサルティング技能士２級

・実践行動学プログラム公認インストラクター

・ジレンマワークショップインストラクター

・公益財団法人実務技能検定協会

サービス接遇検定１級、ビジネス実務マナー検定1級、秘書技能検定１級

研修講師から日産訓講師になった経緯

最初の就職先の上司から「働く女性の理想像を追及してください」というメッセージを頂き仕

事に励んでいたものの、家庭の事情で退職し紆余曲折の後に司会業務に携わっていた40代

初めに、一人の研修講師と出会いました。

新入社員研修の場で「社会人には姿勢が問われます。物事に取り組む心の姿勢、それが現れ

る身体の姿勢」と語る講師の言葉が、初めは椅子の背もたれにもたれ掛かって座っていた新入

社員達の心に届き、背筋が伸びていく様子を見て、講師という仕事の奥深さに触れました。

その講師にお願いして修行を開始し、講師の道に進みました。
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今回ご紹介するのは、中村 夢美子講師です。

中村 夢美子



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

その後、日産訓各コースの指導者養成講座を習得し、討議式研修による学習が参加者の

気づきと動機付けに有効であることを実感しながら研修を担当する中で、日産訓の諸先生

方にお声がけ頂いたことが、日産訓講師になるきっかけとなりました。

日産訓での担当講座（公開講座、講師派遣で可能なテーマ）

🔳新入社員研修、フォローアップ研修、中堅社員研修、ＭＴＰ

🔳ダイバーシティ＆インクルージョン、接客、クレーム対応、

プレゼンテーション、アサーション、ファシリテーション、ハラスメント防止

人材育成に携わる上で核となる考え方

「人」はそう簡単には変わらない。しかし、講師経験の中で「人」が納得して実践することで

前向きに変わっていく瞬間に立ち会えることがあります。その人が潜在的に持っている力が

表出する「啐啄同時」に関われるよう、小さいながら確実な刺激となるべく鍛錬を怠らないで

いたいと考えております。

「研修をすれば社員は必ず変わるか」と経営者に問われれば、残念なことですが答えは「否」

です。参加者に望ましい変化が起こるよう講師が努力するのは当然としても、相手が必ず変わ

るなどと傲慢なことは言えません。様々なツールを使いこなして膨大な情報を得ている現代の

働く人々にとって、研修で得られる情報は表面的には既知のこと、クリックすれば割合容易に

手にできることが多くなっていると考えられます。

国民教育の父といわれる森信三先生が、「教育とは流れる水の上に文字を書くような儚い

ものだ。だがそれを岸壁に刻み込むような真剣さで取り組まなくてはいけない」と説いたと

学びました。

ウェルビーイングの価値が注目される今日、企業が「人的資源」

一人ひとりを真に大切にすることが、働く人の幸福増進に役立ち

ひいては企業の成果に繋がると考えています。

研修実施は企業から社員への期待感を表すこととなりますので、

経営環境変化の激しい今、継続的、戦略的に研修を活用し「人の

力」の面からも効果的に企業運営なさるようお祈りいたします。

今後の研修に臨む意志

「人類の経済活動が地球に与えた影響があまりに大きい」時代、急激な気候変動、格差、

人口減少問題、こうして上げただけでも、これまで生きてきた私たちの価値観の延長でもの

ごとを捉えるだけでは、これからの人生100年時代を生き抜いていくのが難しいと考えます。

17



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

働く人たちに向けて、何事かを語る者の一人として、講師・研修参加者が互いに広い視野で

考え実践するように人材育成に取り組んでいきたいと考えています。

あら、こう書いてくると眉間に皺を寄せているようですが、研修では楽しさの効用も大切に

しています。論語にも「これを知る者はこれを好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ

者に如かず」とあります。「楽しむ」ことは目の前の物事に没入して、そのことが上達し益々好き

になることに繋がります。ただ最近、研修をある意味「楽しむ」きっかけとして冗談のつもりで

話したことが、若い参加者には笑って貰えないというシーンが有り、ジョークのセンスも令和

に衣替えしたいと願う今日この頃です。

ライフワークであるダイバーシティ

ダイバーシティ、特に女性活躍に関心を持ち、塾形式の学びを実施しています。

日本は、道徳観や利他心などで諸外国の人々から尊敬されている素晴らしい面があると聞き

ます。一方、ジェンダー平等という面では先進国の中で最低の水準にあります。いわゆる女

性活躍を進めていく事は、性別のみならず多様な価値観や背景を持つ働く人々が、自分の

力を存分に発揮することにつながり、それが企業成果の前提条件になると考えています。

社会構造、性別役割分担の固定観念、そして女性自身の意識、まだまだ取り組むべき課題

は多いです。ともすればコンフォートゾーン（手慣れていて快適、自信がある仕事の領域）

から出たがらないと指摘されている女性の意識に働きかけ、一歩前に出られるよう継続し

て関わっています。この先、日本の社会が、女性・男性とことさら言わずともよい社会になっ

ていく為の一滴になりたいと活動しております。

オフタイム

ドライブと演劇と、ショーヘイ・オオタニ（岩手県奥州市出身）の活躍を楽しんでいます。

岩手県盛岡市に居住し、車での移動が仕事の一部となっています。雲の流れ、葉擦れの音

や風、小川の流れなどに四季のある国に生まれた幸せを感じながら研修先に向かいます。

また、小さな演劇サークルで活動しています。演劇は観て下さる方がいないと成立しない

傍迷惑な趣味ですが、毎回付き合ってくれる我慢強い友人たちに恵まれ、細く長くゆるやか

に続けていられることに感謝しています。

大谷選手の、人としての基本行動を大切にして、他者への思い

やりを自然に示す人柄に、大いに励まされています。
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１.ＯＪＴの歴史

　ＯＪＴ（Ｏn the Ｊob Ｔraining）という言葉は、1917 年 

米国にてチャールズ ・ アレン （Charles Ricketson Allen） が、

第一次世界大戦中の軍事産業従事者 (造船所の作業員 )の

緊急要員訓練プログラムの作成責任者であった時に生まれた。

彼は、当時 5,000 人の作業者が勤務していた米国の６１の

造船所に、その１０倍の作業員の補充が必要となったこと

に対応した。

　彼は、ドイツの哲学者・心理学者および教育学者である

ヨハン ・ フリードリッヒ ・ ヘルバルト （Johann Friedrich 

Herbart） の５段階教授法（予備・提示・比較・総括・応用）

をもとに、以下の手法を開発した。

　４段階職業指導法（the “Ｓhow, Ｔell, Ｄo,and Ｃheck”

 method of job instruction）

　　 　Ｓhow　・・・やってみせる

       Ｔell　 ・・・言って聞かせる　

       Ｄo　　・・・やらせてみる

       Ｃheck ・・・後を確かめる

　実践のステップは以下の４段階である。

１． 配置する

　・事前に知っている内容を調べる

　・学習に対する興味を持たせること

　・適切な持ち場を与えること

２． 作業をやって見せる

　・注意深く、根気よく説明し、やって見せる

　・急所を強調する

　・一度に一つずつ、完全に教えること

　・理解する限度を超えない

VOL.40

ＯＪＴとＴＷＩ そしてＭＴＰへ
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良い管理の実現（３）

３． 効果を確認する

　・やらせてみる

　・手順を説明させながらやらせる

　・急所を説明させながらやらせる

　・彼らが理解したと判断できるまでやらせる

４． フォローする

　・わからないときに質問できる人を決めておく

　・頻繁にチェックする

　・積極的に質問するように促す

　・だんだん指導を減らしていく

これが中世以来の徒弟制度（弟子は最初仕事と無

関係の雑務から始めその後師匠の補助をするよう

になり、数年から数十年をかけて仕込んでいく手法。

現在も多く存在する）ではない職場指導、すなわち

ＯＪＴの始まりと考えられる。

２．ＯＪＴからＴＷＩ（Training Within

　　 Industry for supervisors） へ

　時を経て、１９４２年（第二次世界大戦中）米国

のフランクリン・ルーズベルト大統領の直轄組織

として、「戦時人力委員会」 （War Manpoweｒ

Commission） が招集された。ここで、再度

ＯＪＴの改善が図られたのである。すなわち、企業

内訓練（ＴＷＩ：Training Within Industry）の

次の 4つのプログラムに発展した。

１. JIT （Job Instructor Training、仕事の教え方、

　1942 年 4 月） - できるだけ早く作業者を教える

  技能を身につけるように訓練するために開発さ

  れ、ロールプレイングの手法を取り入れＯＪＴ

　を行う監督者の技能を向上させることを基本的

　な目的とした。

2. JRT （Job Relations Training、人の扱い方、

  1943 年 2 月）

3. JMT （Job Methods Training、改善の仕方、

　1943 年 9 月） - 後に日本産業訓練協会にて開発した、

　「安全作業のやり方」JST （Job Safety Training）

　の基礎となる。

4. PDT （Program Development Training、訓練

　 計画の進め方、1944 年 9 月）-このＴＷＩプログラム

　 が戦後の日本に導入され、現在の企業研修のもとに

   なっている。

 ここでは、例としてＴＷＩ-ＪＩ「仕事の教え方」 に

ついて挙げる。

まず、基本哲学として 「相手が覚えていないのは、 自分

が教えなかったのだ」 がある。その上で従来のＯＪＴの

トレーナー研修方法に「ロールプレイング」を加え、定型化

することにより、監督者の「教える技能」のレベルの向上と

均質化を図った。そして、教わる者が意欲を持って具体的に

覚えられるようなシステムとした。　

主な段階は４段階である。

　第一段階　習う準備をさせる

　第二段階　作業を説明する （言って聞かせる＋やってみせる）

　第三段階　やらせてみる

　第四段階　後を確かめる

ここで 「第一段階　習う準備をさせる」 における、５つ

の重要な「細目」を解説する。

① 気楽にさせる

　一般的には「アイスブレイキング」と呼ばれる行為で

　ある。教える側が意識しなくてもポジションパワーが

　上位である場合が多い。

　ここでの目的は「不安の取り除き」である。極端な話、

　「今まで出来なかったことを出来るようにする」ので

　ある。従って、現在は、出来なくて当たり前なのだ。

　しかし、指導者はしばしばこの事を忘れる。そして、
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連載・マネジメント入門

　

  たった一回やって見せて、できない時に「なにを

　見ていたんだ！しっかり見ろ！」とか「なんで、

　言われた通りに出来ないんだ！」というパワハラ

　を行うことが多い。

　私は、「必ずできるようになるから心配しなくて

　いいよ。万一覚えられなかったら、私の教え方が

　悪いんだから。」と言い切っている。

② 何の作業をやるかを話す

　今から教える内容を簡潔に紹介する。

③ その作業について知っている程度を確かめる

　中途半端に「知っている」と思い込んでいる場合

　が一番危険である。何年か前にやっていたことで

　あっても、現在できるかどうかは別の話である。

　「昔やったことがある」と言われたら、必ず一回

　やってみてもらうこと。そして、相手は「出来る

　と思い込んでいた」場合が多いので、うまくでき

　なくても「ウソを言うな！」というパワハラはや

　らないこと。

　私は、「しばらく離れていたから腕がちょっと鈍

　ったかな。正確にもう一回覚えようか。やってた

　からすぐに思い出すよ。」と話している。

④ 作業を覚えたい気持ちにさせる

　これは、言い換えれば「なぜ、この作業をこの

　手順で正確に実践しなければならないか」という、

　「目的」を話すことである。ここでは、この作業と

　作業手順の必要性・重要性・安全性および相手

　への期待をきちんと話すこと。相手が、「この仕

　事を真剣に覚えようとするかどうか」がここで

　決まる。

　この目的の理解が不十分であると「技能的には

　出来るけれど、面倒くさいからやらない。」という

　事態につながる。残念ながら安全作業などで見

　受けられることがある。

⑤ 正しい位置につかせる

　相手が覚えやすい、見やすい位置はどこかを決めて

　おき、その位置についてもらう。

　第二段階以降の各細目については省略する。興味の

ある方はぜひＴＷＩ-ＪＩを受講していただきたい。

　ＯＪＴの書籍を見ると、以上の内容はだいたい網羅

されていることが多い。しかし、ＯＪＴの実践手順と

して、トレーナー（指導者）に対して「実施手順」に

まで組み込み、しかもロールプレイングに落とし込ん

で、かつ技能訓練としたものはＴＷＩのみであろう。

　そして、教える内容そのものも、自分が普段実施して

いる作業について「不完全な教え方」と「正しい教え

方」を比較研究できるものである。

　ＴＷＩは「ＯＪＴの発展形」である。

３.ＴＷＩの展開

　さらに、このＴＷＩは３Ｊから４Ｊに展開した。

　ＴＷＩ-ＪＩ（Job Instruction)　仕事の教え方

　ＴＷＩ-ＪＲ（Job Relation) 人の問題の扱い方（人の扱い方）

　ＴＷＩ-ＪＭ（Job Methods)　改善の仕方

　そして日本では、１９６８年に職業安定法に基づき

日本産業訓練協会により、

　ＴＷＩ-ＪＳ（Job Safety)　安全作業のやり方

　が、誕生した。これは、労働安全衛生法が公布（１９

７２年）される４年前であった。
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良い管理の実現（３）

４.ＯＪＴを実践するために

　以上のように、俗に「ＯＪＴ」と言われている

指導法は、現在は「ＴＷＩ」と名前を変え、企業

の中で実践されている。ＯＪＴについての文献は

種々あるが、企業で正確に実行するためには、まず

「正しい教え方」を身につけ、実践していかなければ

ならない。

（参考）

５.ＴＷＩのＭＴＰへの展開

　１９４９年、日本にてＭＴＰの前身であるＦＥＡ

Ｆ版ＳＴＣが作成された。この時の内容の一部に、

ＴＷＩ-３Ｊが含まれている。

＊米国極東空軍立川基地雇用の日本人従業員の増加

　に伴い、日本人の監督者も急増したため、その教

　育を日本語版によって　実施する必要にせまられ、

　Ｇ.Ｈ.ロビンソン氏（軍属）を中心に、ディクソン

　宮内氏など二世軍属や島村氏、武澤氏、佐々木氏

　等によって、日本語版資料（手引書、シート、チャ

　ート）、外に英文１６ミリ映画　（It’s Your Job

　（４０分））を作成。

＊２０会合、４０時間コースで、ＦＥＡＦが作成し

　たので「ＦＥＡＦ版ＳＴＣ（Supervisor Training

  Course）」と呼ばれたが、今日のＭＴＰの原型を

　なすものとして十分なものであって、目的的にみ

　ても、ムダも誤りもない完璧に近いものであった。

＊「新しい管理者＝ボスから指導者へ」

　管　　理　　　　　　１２時間

　作業教育　　　　　　１２　〃

　作業方法の改善　　　　６　〃

　作業関係　　　　　　　８　〃

　総　　合　　　　　　　２　〃

＊「ＦＥＡＦ版ＳＴＣ」の基調

　ＢＭＣ （Ｂasic Ｍanagement Ｃourse）　　　　

　　　＝基礎管理者講座

　　　フォード、ＧＭで実施中の　管理コース

　ＰＭＣ （Ｐrimary Ｍanagement Ｃourse）

　　ＴＷＩ-３Ｊ（ＪＩ、ＪＭ、ＪＲ）

　　科学的管理論（テーラー）

      「管理者の基本的な姿勢」　科学的接近（アプローチ）

　　管理の５機能（フェイヨール）

　　   （計画、組織、指令、統制、調整）

　　　 「管理のプロセス」　組織の型　計画、指令、統制、調整

　　などを統合した内容

　　（人間関係論（メイヨー）は、後刻加味）

　　　 参考文献：「ＭＴＰのより良き理解のために」日産訓

　長期間連載していました「マネジメント入門」のシリー

ズも、今回で終了することとなりました。

　基本的には、ＭＴＰの第１２次改訂版をベースとして

加除訂正をしました。連載が予定よりも長期に渡ったた

め、ＭＴＰ本体の方は第１３次版になるという珍現象も

発生しました。

　今回は最終回なので、ＭＴＰ研修が出来るまでの歴史の

中で、その基礎の一部であるＴＷＩとの関係を掲載しました。

現在の研修との相違など興味深い点も多いと思います。

　また、自ら考える研修としては、会議指導法という

研修技法が重要なのですが、この、会議指導法も唯の

グループワーク型セミナーとは違います。

　「自ら考えて行動するマネジャー」育成の研修として、別に

詳しく記載しておりますので是非参考にされてください。

　

　長期に渡るご愛読、誠にありがとうございました。
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