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明けましておめでとうございます。

困ったことに、今年は先の見えない年の様ですね。今は足元を見つめ、基本を固めること

が重要な時と思います。

昨年末に、海外の経営者団体の専門家招聘事業で面白い経験をしましたので、以下に

紹介いたします。題して「資本主義というKey word」の日本での扱いについてです。

はじめに

経済産業省が所管する一般社団法人に 「海外産業人材育成協会（AOTS）」 があります。

この協会が、毎年行う招聘研修事業の一つに、日本に直接投資をして外資系企業の事業

活動が円滑に進むよう、対日投資国の使用者団体の専門家を招聘し、日本の労使関係・

人事管理の事情を研究する機会を提供し、個別外資系企業に対する投資国の使用者団

体からの後方支援的な協力を期待・お願いする、期間一週間のプログラムがあります。

私は、過去4年程の間 「日本の使用者の関心事」 と題する3時間半程のセッションを担当

してきました。

昨年11月9日の実施でしたが、ベルギー、オランダ、フランス、スイス、オーストラリア、

韓国、シンガポール、計7か国7名の参加者がありました。予定ではオンライン上での実施

（One Way Communicationになり易い）で準備をすすめていましたが、実施の２か

月程手前の時点で急遽参加者を日本に招聘することになり、プログラム実施が対面形式

（Two Way Communication の形が取れる可能性が大）に切り替わることになりました。

同じテーマを共に考え、帰国後にどんなアクションを取るかを報告書にまとめるか、「多文

化間の知的でリアルな対話」を3時間半の中に収める準備を残された時間内でどうしたら

できるか、心配になりました。日本を含む参加者にとって共通なテーマの選択と、テーマに

関して参加者の積極的発言参加を誘発する方法、帰国後の報告書作成とをどう 「連結さ

せる」 か、よい方法を探るところに追い込まれたわけです。

そこで、現在、経団連と政府が共に扱うテーマが、経団連の 「資本主義を持続的なもの

にする」 目標と、政府側の 「新しい形の資本主義を実現する」 目標とを理解してもらうこ

とを通じて、参加者の国々でコロナ・パンデミック、ロシアのウクライナ侵攻、気象変動など

に影響を受けた経済・社会問題解決、緊急課題がどんな形で論ぜられているのか、また、

もっと生き生きした別なKey wordが使われているのか、参加者による多国間の議論は、

各国使用者団体の専門家にとっても 「有意なもの」 になるのではないかと考えました。
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１．経団連の 「資本主義を持続的なものにする」 目標の扱い 「。新成長戦略」

第１章 経団連 2020年11月

経団連の資料によれば、資本主義は大転換期を迎えているとの認識です。かつては、世

界各国において人々の生活の基礎条件の充足に向けて異なるイデオロギー間の対立が

あり、その過程で資本主義は進化してきたと前置きし、その帰結の一つに1980年代に

台頭した「新自由主義」があり、「小さな政府」の下での自由活発な競争環境の確保が、

経済発展に一定の貢献を果たしたとしても、利潤追及のみを目的とした経済活動の拡大は、

環境問題、格差問題の顕在化等の影の部分をもたらしたという認識が表明されています。

こうした背景のもと、「新自由主義」 の流れをくむ日本も含む主要国では、株主優先主義

に行き詰まりを見せつつも、マルチステークホルダーの多様なニーズを充足し、生き残りを

かけて事業展開をするのが潮流だとし、企業は株主だけではなく全てのステークホルダー

に報い、環境、社会の課題に、優れたガバナンスを発揮する方法で、より良い業績を上げる

べきとの方向性を明記しています。そのことによって 「成長と分配との好循環」 を達成し、

資本主義に持続性を持たせ、将来を展望させようとするものです。

日本の経済界としても 「三方よし」 の理念や取り組みを再定義し、各国の企業に劣らな

い事業展開を行うことが不可欠だと、資本主義の全体像に触れようとしています。経団連

前会長の故中西宏明氏は、2021年度版経労委報告書の中で、「組合側と経営側とが事

業の継続と雇用の維持を最優先に今後の経済運営への危機感を共有した上で、これを

乗り越えて日本経済の競争力強化を図っていくべき状況にある」 と記しています。

2．2022年6月に閣議決定した政府側の

「新しい形の資本主義のグランドデザインと実行計画」

政府は標記の資料の中で 「新しい形の資本主義」 を取りまとめています。加えて、内閣

官房は 「新しい資本主義実現本部」 を立ち上げ、経団連や連合、海外からの学識者も参

加する 「新しい資本主義実現会議」 を既に13回以上も開催し、討議内容も簡潔にまとめ

ています。

政府側の扱いは、「経済再生の要は新しい資本主義の実現」 であるとしています。成長も

分配も活力あるものにするには、新しい資本主義の実現に向け 「あらゆる政策を総動員す

ることだ」 とも説明しています。資本主義は過去2回の転換を遂げたが、今回は資本主義の

歴史上３回目の転換であり、その契機となるものとして、以下のような説明をしています：

• 市場に依存し過ぎで、公平な分配が行われないことで生じた格差や貧困の拡大。

• 市場や競争の効率性を重視し過ぎたことによる中長期的投資の不足、そして持続可能

性の喪失。

• 行き過ぎた集中によって生じた都市部と地方部の格差。

• 自然負荷をかけ過ぎたことによって深刻化した気象変動問題。

• 分厚い中間層の衰退がもたらした健全な民主主義の危機、等々。

3



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

世界でこうした問題への危機意識が高まっていることを背景に、市場にまかせればす

べてが上手くいくという新自由主義的考えが生んだ様々な弊害を乗り越える、持続可能

な経済社会の実現に向けた、歴史的スケールでの 「経済社会変革」 の動きが始まってい

るとの認識です。

これらにより、国民一人ひとりが豊かで、生き生きと暮らせる社会構築を目的に、様々

な弊害を是正する仕組みとして経団連と同様に 「成長と分配の好循環」 を求め、資本主

義がもたらす 「便宜性」 を最大化するという基本的考え方を提示しています。

3．討論の内容・模様

研修実施2日前に、経団連と政府側の簡略化した資料と当日討議する質問2点を配布

しました。先ずは資料の説明を済ませて、自己紹介からということで、私が年金受給者で

あり、マンションの区分所有者であること（資産であって資本ではない、従って資産税を払

っている）、高齢者健康保険というカテゴリーで医療費の30%自己負担義務を抱えてい

ることを話しました。

討議用に用意した2つの質問とは、

① 「資本主義は繁栄、創造、イノベーションの源泉だとの主張を受け入れられるかどうか」

② 「資本主義に代わる別のKey wordを使っているならば、開陳していただきたい」

でした。参加者に自由な発言を求めたところ、壮大な構想とはいえ日本ではいささか古き

資本主義という表現を指導原理とする点に 「驚き」、「どうして」 と思ったとの感想が多数

述べられた後に、以下にまとめられるようなコメントがありました。

• どの国でも、企業は重要な社会的一単位である。しかし、民間企業として生き延びる

自己責任の縛りがあり、競争社会の中では 「成長する企業でありたい」 という方向性

を継続していく上で、どんな資本調達をするかは最重要課題であり、自由主義を認め

た上での市場経済に立脚する資本主義なら、受け入れ可能だ。

• 日本でもこれからは従業員も一つのステークホルダーの扱いを受けるのであれば、

他のステークホルダーと同列の扱いになるのか、それとも伝統的な企業共同体の仲

間として企業側に属する扱いをするのか、日本国内の議論を伺いたい。

• 資本主義の定義がなされていない。イズムなのか、システムなのか、様式なのか？マル

クスの 「資本論」 には資本主義という言葉は出てこない。生産手段としての資本は、それ

自体では果実を生まない。人の力が協働してはじめて果実を生む。その働き手の労働

を 「商品として扱う」 市場なら、不安定な社会の顔が出てくる。資本主義のジレンマか。

日本も同じように福祉国家を建設し、資本主義のわがままなところを補完してきたのか。

加えて、結社の自由、団体交渉権、争議権を前提とする 「労・使関係」、特に賃金・労働

時間に関して労使が挙ってその自治（権）を育もう・持続させようという機運があるのか

どうか、あるのならば、設問にOKサインを送れる。
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• 働き手の手取り収入だけでは、生活維持（夫婦共稼・子供２人程度）で精一杯。資産

形成も最小限なものに止まる。低金利下での投資は、上昇に転じた場合のリスクが

大きい。働く企業の中に従業員のための資産形成の機会が構築出来ないのか？

• 資本主義社会での雇用関係は、資本がコントロールし、労働は資本蓄積に奉仕する

関係にしかならない弱点があるのではないか。資本主義擁護より 「雇用の質の維持・

改善」 に目を向ける方が経営者にとって得策ではないか。

• 雇用の質は多面的で雇用の柔軟性を求めるものと考えるが、仕事と家庭生活上のニー

ズ充足とのバランス、仕事と他の生活側面とのバランス、処遇、包摂性（仕事上の参加

の質）など、企業内、地域レベル、国レベルでの考察とアクションが求められる。資本主

義にとって代わるKey wordになるかも知れない。スカンジナビア諸国の経験を研究

することを日本側に勧めたいが。どうか？

• 労働市場新参入者のための特別教育とその充実こそが、日本にとって大切ではないか。

受験勉強との関係性を親と先生方がどう説明するのか、経団連・日本政府は耳を傾

けるべきではないか。

• 戦後の財閥解体・農地改革・労働法の導入などの米国式の占領政策から、改めて、新

日本を構築しようとするのが、日本でのテーマの扱い方のような気がするが、国内に

ホットな動きが実在するのかどうか、知りたい。

• 労働争議の一手段として 「不買同盟＝ボイコット」 があるが、これが人名に由来する

隠れたストーリーがあるとは面白い。

• ILO第1号条約 「1日8時間労働」 の総会採択が1919年10月29日であった。これに

先駆けて日本では1919年10月1日に神戸の一経営者が 「1日8時間労働」 の導入に

合意していた事実は面白い。経営者の導入の発意が何であったか、詳しく知りたい。

等々で議論は盛り上がり、自分の国で現在直面する経済社会の課題の解決に、「資本

主義」 はKey wordであり続けられるか、活発な意見交換が行なわれました。

このセッションの参加者の意見に、ヨーロッパとアジアの歴史の違いと地理的条件から

資本主義に対する思いに共通点と相違点を見ることができました。資本主義を肯定的に

みるか、否定的にみるかでセッションに分断の雰囲気すら生じました。参加者の一人ひと

りに尋ねると、その中の1人は 「Key wordの裏に、国それぞれの事情・人間的なストーリ

ーが隠れていることが分かって、帰国後のレポートをエッセイ風にまとめたい」 と笑顔で

語っていました。

Two-Way Communicationが参加者の自発的発想で行われたのは、幸いでした。

多くの質問には直接答えられなかったが、欠席していたドイツの事例を引き合いに、日本

の説明を試みました。不完全であったことは否めません。3時間半が4時間に延長になっ

たが、実りがあったと感じています。
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Ⅰ. KBP社の事業内容について

KBP社は1985年創設の㈱神鋼ヒューマン・クリエイト（後年コベルコ・キャリア・ディベロ

ップメント㈱に改称）として、神戸製鋼本体及びグループ各社の人材育成業務を担ってきたが、

2021年10月に、調査業務やコンサルティング業務を行う神鋼リサーチ㈱およびオフィスサー

ビス・PRサービス・旅行業などを運営するコベルコビジネスサポート㈱の3社が経営統合して、

新社として広範かつ専門性の高いビジネスサービスの提供を進めてきている。

同社では「人と組織の成長支援を通じて、社会に貢献する」ことを目指し、37年間の実績の

上に、研修プログラムを提供するだけでなく、その土台となる人材育成の姿勢やノウハウ、育成

の仕組み・サポートまでを含め支援している。直接雇用の講師によるワンストップでの支援が

でき、ものづくり支援にも強みを持っている。特に、実務に即した理論説明や実務課題に対し

て具体的な方策を見出せるような「実践的ナレッジ及びスキル付与」ができるように研修設計

をしている。

KBP社の組織上では、人材育成事業を「ビジネス研修部」と「技術技能研修部」の２部門が

担当し、2019年度では受講者が「公開コース型研修」で6,200名（約190コース）、「講師派

遣型研修」（インハウスと呼称）で8,500名（527案件）を超える実績を上げている。なお、水口

氏はこのビジネス研修部に所属している。

1． ビジネス研修部の事業

ビジネス研修部は、主に国内・海外のビジネス教育とQC活動推進を担当している。「総合職／

スタッフ向け分野」として、公開コース型では年間で79コース、128回の研修を開催している。

（2022年度計画、PCスキル研修を除く）また、講師派遣型では、派遣先の課題やニーズに合

わせ、ゼロベースでの研修開発や内容・研修形態のカスタマイズを進めている。

6

MTP研究会2022・開催報告

第１部 講演

神鋼グループでのMTP活用事例

11月4日に開催されたMTP研究会で、コベルコビジネスパートナーズ株式会社（以下「KBP社」

という）ビジネス研修部研修開発グループ担当部長 水口征樹氏から、同社のMTP研修の

活用状況についてご講演いただいた。その内容を簡潔に紹介する。

▲ コベルコビジネスパートナーズ株式会社

ビジネス研修部研修開発グループ担当部長 水口征樹氏



今回のコロナウイルス感染拡大期にあって、いち早くオンライン化に取り組み、現在は半数

以上がオンライン研修となっている。人材育成コンサルティングに重点を置き、各階層の人

材はどうあるべきか、どのような能力（知識・スキル・マインド）を保持し、どのような行動を取っ

てもらいたいか等の「人材要件整備」を踏まえ、その能力ギャップを埋め、能力を補うための

「育成体系整備」を行っている。その具体的方策として、「個人・組織診断」の各種ツールを活

用し、「組織開発」のコンサルタント活動も多く手掛けてきている。

海外での研修事業では、神鋼グループの現地法人に対して、人材育成体系を設計し改革

支援を行っている。対象としては、海外駐在員向けとナショナルスタッフ向けに分けて、研

修を企画し実施している。また、各種のコンサルティング活動も実施している。なお講師は

KBP社講師が中心だが、社外や外国籍講師の場合もある。

2． 技術技能研修部の事業

技術技能研修部では、主に2つの分野での研修を行っている。一つ目は「技術技能教育」

で、生産現場で不可欠となる各種の「要素技術」を①機械・加工②電気・電子・計測③情

報・システムの三分野により研修し、各種の資格取得の研修、クレーン教習、そして新入社

員を対象とした危険体験・体感研修などを実施している。

二つ目は、「監督者教育」であり、現場のキーマンとなる監督者のマネジメント力を向上さ

せる目的で、「初級監督者研修」および「上級監督者研修」を実施している。マネジメント力

の向上があってこそ、ものづくりの現場力が強化され、ものづくりのQCDにおいて世界トッ

プレベルの水準を達成できるとの考え方で実施している。MTPはこの監督者研修に取り

入れている。

Ⅱ. MTPプログラムの実施・活用

KBP社では、MTPを上記の２つの研修部門でそれぞれ実施している。

1． ビジネス研修部でのMTP

（１） 実施形態

① 公開コース型

3日間対面型により、年間２回の開催（２・７月）で、20名程度が受講している。

その95％以上がグループ会社従業員となっている。

② 講師派遣型

3日間で実施している。顧客企業の要望により、2泊3日の合宿型、3日間の通勤型、3日

オンライン型がある。年間の派遣は2～3社で、受講者は各4名から45名までと幅がある。

（２）カリキュラム

公開コースでは、MTPシートのS1からS10は普遍的で重要な内容であり、研修各

回の受講者に合わせて、少しアレンジしながら展開している。S11からはすべてのセッ

ション・節を実施するのではなく、一括したり、割愛するなどしてメリハリをつけて実施し

COLLOQUIUM
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ている。最後は、総復習として「芝生の経営」で終了することが多い。

顧客企業への講師派遣型の場合は、事前のヒアリングで、管理職層に対して人に関する

マネジメント力強化の要望があげられた際などに、解決策メニューの一つとしてMTP研修

を提案している。特に、基本的な事項について、「網羅的・体系的に学ばせたい」との要望

がある場合にはMTPを推奨している。研修日数（時間）や重視したい項目に応じて、顧客

企業ごとにカスタマイズしている。階層別研修として管理職昇進前あるいは直後に実施す

るケースが多い。

（３）インストラクター

ビジネス研修部にMTPインストラクターは常時6～7名が在籍し、異動・退職等があっ

た場合には、計画的にMTP-Iを受講させ養成している。

（４）海外法人での実施例

2018年にインドネシアの現地法人（従業員約800名、日本人駐在員約10名。本社・

他拠点24所）で、ローカルスタッフのシニアマネジャー8名を選抜して実施した事例がある。

当初の研修計画ではMTPの導入は検討されていなかったが、トップの要望があり、ローカ

ルスタッフとの協議の中で、マネジメント層に対する課題やニーズを共有し、MTPを取り入

れることになった。

10月から12月の間、各２日計6日間で実施した。

通訳を介するため、通常の1.5倍から2倍の時間が必要に

なった。また、イスラム教国として一日数回「お祈りの時間」

があり、研修時間は一日６時間弱となった。

国民性もあるのか自身のことを語ることが好きな参加者

が多く、セッションによっては講師より参加者の方が多くを

語ることもあった。しかし事例研究では、インドネシアでも

同じようなことが起こっており、教材事例に親近感や共感を持ってもらえた。

２． 技術技能研修部でのMTP

技術技能研修部では、神戸製鋼グループの階層別教育として、「係長任命教育」「職長任命

教育」「新任班長教育」「リーダー育成教育」の4つを実施しているが、MTPは職長任命教育

に取り入れている。

職長は「職場メンバーの士気を高め、今日の業務目標を達成する」ことが期待される現場

管理の要であり、研修も4泊5日の合宿で、ステージⅠ・Ⅱの2回合計で10日間の研修を

行っている。職長研修の開催は年間3回で、合計70名程度の参加となっている。

COLLOQUIUM
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2012年度に初めて、ステージⅠの3日目に、カリキュラムの一部として8時間のMTPプ

ログラムを導入した。実施後の反省・検討の結果、2013年度からは10時間30分に拡

大して「MTP学習シート」も作成し、研修効果をあげる工夫を重ねてきている。なお2018

年度にはMTP第13次改訂に伴い、資料等を刷新し、14時間に拡大している。

Ⅲ. MTPの今後の課題など

1． 限られた研修時間での工夫

コンプライアンスやIT研修など新たな分野の研修項目が増える一方で、マネジメントの基礎

研修内容はどれも重要であり、時間を効率的に使うため、穴埋め記入型の学習シートを作成

するなど工夫しているが、その記入にも時間がかかってしまう悩みがある。

２． 若手指導者の育成が急務

現場では団塊世代の完全リタイアに伴い、マネジメント層が薄くなっている。経験の少な

い若手の育成が求められている。そのためにも、階層別研修から独立させてMTP研修を

強化することも検討している。

３． 事後のフォロー研修の重要性

全体的に、職長任用年齢が早まっている一方で、職長に留まる期間が長くなってきている。

キャリアの要所でフォロー研修をする必要性を、問題意識として持っている。研修後のフォ

ローの一つとして、半年から1年後に受講者に1時間程度のインタビューをする方法などを検

討している。

４． 新たな研修への計画

顧客企業の要望の中で、個々人だけでなく組織全体を活性化したいとの声が多くなってい

る。組織開発系の研修プログラムを増やしていきたい。

また、「事例から学ぶ」意義を感じている。神鋼グループ百年の歴史の中で、成功や失敗の

事例は多数あるので、そのような中からリアリティのある事例を取り上げていきたい。

COLLOQUIUM
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ＭＴＰ第１３次改訂版は、２０１８年から４年を経過しているため、次の改訂を視野に入れて

今回のＭＴＰ研究会の分科会のテーマを「ＭＴＰ第１３次版の課題と第１４次改訂に向けての

検討事項」として、皆さまからご意見をいただきました。

ご意見の中には、

１． 内容のボリュームと実施時間（標準２８時間）とのバランスについて

２． コミュニケーションを調整のセッションに入れていることや、欲求と欲求不満が離れて

いること等、個々の内容をどのセッションに配置するかの課題について

３． メーカーとサービス業など業界による使い方について

４． リモートワーク、１ｏｎ１、心理的安全などのキーワードの追加について

５． 言葉使い、シートの書式などに関して

など、今後に向けて検討すべき課題が多く寄せられました。

特に、手引書をどこに焦点をあてて設定するかが、大きな課題であると感じました。

業界間において、あるいは企業間において、もちろん多くの共通の課題が存在しますが、

個々に違う課題が多くあるのも事実です。

例えば、ＭＴＰ第１３次改訂版でも、「ダイバーシティ」 「リスクマネジメント」 「コンプライア

ンス」 「ハラスメント」 などの用語を取り入れましたが、同じ用語であっても、企業間におけ

る環境や使われ方に大きな差があるため、シート集も一般的な事項のみとし、インストラク

ターの裁量に委ねる形をとらざるを得ませんでした。

ＭＴＰの手引書の第Ⅰ部の扉のページに、次のような表記があります。

～「良いマネジメント」は、マネジメントについての「不易流行」、すなわち時代を超えて

の基本である「不易」と、その時代、次第に適する「流行」があいまって実現されます～

10
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ますます多様化が進む中で、手引書の主旨を理解して、時代、業界、仕事の環境、受講

者に合わせた内容で実施することが不易流行の精神を実践することになると考えてい

ます。

そのためには、各インストラクターが自社のおかれた環境や受講者に合わせて、ＭＴＰ

の内容を選択して、時間配分を工夫できるような、ユニット化なども選択肢の一つになる

とのヒントをいただきました。

全てのインストラクター、ひいては受講者に満足していただける手引書を作ることはで

きませんが、出来るだけ多くのインストラクターの皆さまが使いやすい手引書とシート集

に改訂していきたいと思います。

皆さまのご協力をいただきながら、より良いＭＴＰに

改訂して参りたいと思います。

引き続き、ご支援・ご協力をくださいますよう

お願い申し上げます。

COLLOQUIUM
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はじめまして、五十川 正彦と申します。

名字のイソガワからISOちゃんとかISO先生とか呼ばれています。今回、日本産業訓練

協会の非常勤講師を務めさせていただくにあたり、自己紹介をさせていただきます。

略歴と人材育成の取り組み

(1) 略歴

1978年 オリンパス株式会社（当時は、オリンパス光学工業）入社 顕微鏡製造に携わる

1980年 IE関連の業務を担当

1987年～ 工場、事業部内の間接部門を経験

2007年 全社製造の人材育成部門を担当

2016年 日本産業訓練協会 非常勤講師 （二足のわらじ生活）

2022年 オリンパス株式会社 再雇用契約満了にて退職

(2) 在職中の人材育成について （ISOの人となり？）

IE（作業改善手法）を担当することになり、当時の国内製造拠点11か所を行脚すると共に

研修の講師業が始まりました。この期間に社内の多くの人脈を形成することができました。

この人脈がその後の全社製造の人材育成部門を担当する際に大いに役に立ちました。

あたり前ですが、多くの人脈を持つことの重要性を改めて痛感すると共に感謝しました。

2007年に全社の人材育成部門を担当することになり、社内の製造拠点の人材育成の

施策立案と育成業務を担当することになりました。

育成業務には、各種の育成制度の立案運用や講演会、そして研修業務もあり多くの

関係部門、製造拠点の人たちと関わりを持ち業務を遂行させていただきました。

2014年の役職定年後、本格的に社内講師として国内・ベトナムの製造拠点に対し研

修活動を実施してきました。年間35コース超で１２０日以上を研修及びそのための移動

に費やし、職場の自席にはほとんど居ない毎日でした。
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研修や講演で社内外多くの経験をさせていただき、更には多くの人たちとのコミュニ

ケーションをとることができ、充実した時を過ごすことができました。（コロナ禍までは）

【写真】 ① 某協会にてオリンパスの人材育成について報告 ② IE研修の修了式

③ ベトナムでのTWI社内トレーナー研修 ④ TWI海外講師団との交流会

日本産業訓練協会との出会い

2008年のMTP-I受講認定を皮切りに、下記「日産訓トレーナー資格」を受講させてい

ただきました。それぞれの講習会でご指導いただいたリーダーの諸先輩には、大変お世話

になりました。

社内でのMTPの実績は、年間4～5回実施してきました。インストラクターの認定直後は、

会合を進めるのが精いっぱいでしたが、回を重ねる毎に第１会合～第17会合のそれぞれの

つながりが見えてくる感があり、「あ！そういうことか～」と自分なりに肚に落ちて行くことが

楽しくなりました。まさに不易であるMTPの奥の深さ・幅の広さを感じる次第です。

MTP以外にもトレーナー資格を取得した講習をそれぞれ年間2～3回実施してきました。

2016年に日本産業訓練協会より企業派遣の非常勤講師就任のお誘いをいただき、会社

の承認を経てお手伝いすることになり、現職と日産訓の二足の草鞋を履き講師として経験

を深めることができました。オリンパスを退職後の現在、日産訓講師として以下の資格を

持って講習を担当しております。

(1) 日産訓 トレーナー資格

ＭＴＰインストラクター・ＴＷＩ-ＪＩ／ＪＲ／ＪＭ／ＪＳ

職場リーダー能力向上コース・ＷＳＴＣ

(2) 日産訓 リーダー資格

ＴＷＩ-ＪＩ／ＪＭ／ＪＳ

コロナ禍で感じること

2020年3月コロナ禍での対応が始まりました。皆さんも同様のご苦労をされてきている

ことでしょう。「三密対策」出張、集合の禁止。これにより、社会は在宅、テレワーク、オンライ

ン化と大きく舵を切ることになりました。この過程では、色々な障害もありましたが、現在は

日常化し当たり前のようになってきた感があります。
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当時の社内では、予定していた研修は、軒並み中止、どうしたらよいか？

製造系の研修は、対面の三現でやりたい、でも、できない。悶々とした時間が過ぎてゆく、

これまでの研修をオンライン化して非対面、分散でやるしかない。研修の進め方をオンラ

イン対応に見直しては試行錯誤の結果 2021年からのオンライン実施へと、たどり着くこ

とができました。

この流れで、研修講師には、研修内容そのものの伝承のスキルに加え、オンライン化の

PC、ソフト操作のスキルを強いられる状況になってきたのではないでしょうか？ （私は

苦痛です～^_^;）。オンライン化により、感染対策はもちろんのことながら、旅費の削減、他

拠点同時開催などのメリットがあるものの、理解度、納得感、コミュニケーションや人脈の

形成についてはいかがでしょうか？

私としては、ものを扱う製造系(現場系)の研修は、三現でありたい。ものづくりは、協力、

連携が必須であると思います。そして管理監督者は、メンバーと対面し言葉だけでなく態

度、反応など全部察しながら個々人に合った刺激をあたえたいものです。

私は、出来れば対面、リアルで研修をしたいです。しかし、オンライン化が拡大してきた今、

後戻りはできない。今後は、リアルとオンラインの利点を熟慮したハイブリットな取り組みが

必要になるのではないでしょうか？

オフタイム

※ とにかく🍺お酒・宴席（のみニュケーション）が好き。

ほんの少しゴルフ、仲間と一杯。 そして、庭と鯉の鑑賞しながら一杯。

おわりに

自己紹介？ とめどもないことを綴ってきましたが、こんなＩＳＯ（五十川）です。

どうぞよろしくお願いいたします。

日本産業訓練協会の研修室でお会いすることを楽しみにしております。
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