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北海道大学大学院教育学研究科

紀 要 第 89号 2003年 3月

企業内教育の今日的特徴

一一転換期の人材育成システム一一

木村保茂*

183 

Present Stage of Education and Training in Large Enterprise 

Yasushige KIMURA 

[要旨}転換期にきているわが国の人材育成システムを，自動率と鉄鋼業の企業内教育に焦

点を当てて考察した。 I，「知的熟練」論との関係で自動車産業の労働過程を分析し，オペ

レ…タの労働が「知的熟練」から離れたものであることを明らかにした。 2，そのため，

自動車の技能・技術教育は職場の選ばれた中核層に対してのみ行われ，一般技能員には企

業帰属意識やロイヤリティの教育が主に行われていた。 3，一方，鉄鋼業においては，労

働過程のあり方を反映して，技能・技術教育 (Off'JT)が全従業員に対して分厚く配援さ

れている。 3，不況による経費削減と職場の要員郎減下で「フォ-?}レな Off']TJは減

少したが，その多くは管理教育であって，技能・技術教育は必ずしもそうではなかった。

4，職場の O]Tは，最近「インフォーマルな Off'JTJに接近してきた。 5，最近におけ

るOff'JTの重視と O]Tの行き詰まりは，わが国の人材育成システムが，これまでとは遼

う方向に向かうことを示している。

{キーワード】日本的人材育成システム，職場教育，新人事制度，自己啓発，階層別教育

はじめに

日本的人材育成システムの特識は， O]Tを中心とする企業内教育のいちじるしい突出と偏重

にゐった。それはわが国の人材育成システムの中核に位寵づき，企業内教育万能論ともいうべ

き地位を築いてきた。

しかし，この日本的人材育成システムは，現在，曲がり角にきている。それを推し進めた最

大の要閣は， ME'情報技術段階における労働過程の変化とリストラによる要員削減・即戦力の

要求である。もちろん，そのほかにも顧客ニーズの多様化や商品サイクルの鎚縮化などがあり，

それらが複合的に絡み合って推し進めたのである。終身雇用命Ijの崩壊や労働市場の流動化など

も，外部からそれを促迫した。

こうした状況の下で，私はこれまでに，日本的人材育成システムの変容過稜に焦点を当てて，

大企業・中小企業の人材育成システムの特徴や，公共職業訓練を通じた人材育成システムの再

構築のあり方について検討してきた九そして本稿では，かつて，わが閣の人材育成システムの

中核に位寵した企業内教育 (OJT，Off' ]T)の変容に焦点を当てながら，その今日的特徴を射
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出したいと思っている。分析の主たる対象は自動車産業と鉄鋼業(大企業)であるが，それに

随時，電機産業の事例を加えながら，企業内教育の今日的特徴・問題点を射出したいと思って

いるo

その際，論点の一つをなすのは，小池和男のキャリア形成論である。同氏のキャリア形成論

は， 1980年代に圧倒的な影響力をもった「知的熟練論」と関わるもので r知的熟練Jの形成に

は「はば広〈深い実務訓練 (OJT)J (キャ 1)ア)が必要で、あるとするものであるヘ「知的熟練」

論は 90年代に入って，それを否定する笑証研究が相ついで発表されたへそれにともなって

キャリア形成論も，とくに「生産労鶴者j のキャリア形成においては，同氏がいうほどに「は

ば広く深いJOJTを必要としないことが，結果としてではあれ明らかになった。しかし，その

ことによって，小池和努のいう， 日本企業の人材形成は「実務訓練 (OJT)Jを中心とするキャ

リア形成にあることが否定されたわけではない。小池和男は 90年代の後半においてもなお，

OJTこそは「不確実性をこなすノウハウj であり r現代日本経済の競争力の源泉のひとつ」で

あると主張しているペ

日本的人材脊成の中心が OJTであるという意見は r知的熟練」論者以外にも見うけられる。

それは， OJTこそが会業内に麗用・包摂される基幹労働力を長期的視点から育成するのにベス

トな方法である，とするものである。しかし，これらの意見の多くは，小池和男のキャリア形

成論も含めて， OJTこそは日本的経営のあり方や日本経済の競争力の向上に適合的だとするも

のである。そこには， OJT中心の人材育成が労働者の特定企業への従属性を強め，彼らの自立

性・自律牲を弱めるという視点が欠落している。

本稿では，こうした批判的視点から，最近のわが国の人材育成の特徴を考察するものである。

MEイじゃ顧客ニーズの多様化，リストラ・ス 1)ム佑による要員削減，あるいは新人事制度の導入

や労働市場の流動化などによって， OJTとOff.JTの関係がどのように変化し，労働者の自立

性・自律性の可能性はどのようになってきたのか，等々を小池和男のキャリア形成論とも関わ

らせて考察してみたい。

第二は，当然それと関わって，小池和!J3の「知的熟練」論と企業内教育(熟練形成)の関わ

りが論点となる。もっとも，それが論点となるのは r知的熟練」が議論の焦点となっている自

動車産業を対象とした時である(第 1章)。そこでは自動車産業の労働過桂の分析を通じて，労

働の特質と企業内教育(熟練形成)の関係が考察される。たとえば，自動率産業のライン系の

オベレータに要求される熟練が，小池和男がいう「知的熟練j から距離を置いたものだとした

ら，自動車産業の教育訓練体系は，それに対応して技能・技術教育のウエートが低い形で展開

しているのかどうか，等々である。

第三は，企業内教育を検討をする擦に重要なことは，僻 (OJT，Off' JT)を，どこまで掘り

下げて検討するかといっ問題であるo たとえば， Off. JTをひとつ取り上げても，鉄鋼業には

「フォーマルな Off'JTJ (全社，製鉄所，工場・諜レベル)と「インフォーマルな Off'JTJ 

(係・班レベル)がある。教育訓練体系図などに記されているのは前者であるo したがって，そ

れは第 3者からでも見えやすく，分かりやすい教育である。それに対して後者は，職場の教育

であり，第 3者からは見えにくく，わかりにくい教育である。そのため「インフォーマルな Off'

JTJ (係・班レベル)にまで踏み込んだ分析はほとんど見られない。本稿では前者はもとより，

後者にも踏み込んで、， Off' JT教育の全体構造と機能を明らかにしたと思っている。

一方， OJTであるが，通常 r職場の OJTJにまで踏み込んで、，その具体的な形態を明らか
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にした研究は少ない。本稿では「職場の OJTJにはどのような諸形態があり，その特徴はどの

ようなものなのかを明らかにする。また，それと併せてrOJTと自標管理JrOJTと自己啓発」

の関係についても検討する。

以上の諸点に注目しつつ，企業内教育(大企業)の今日的特徴(変1~) を射出し，そのこと

がわが国の人材育成システムにおいて，どのよっな意味をもっているかを考察したいと患って

いる。

注)

1 )木村保茂「変容する日本的人材育成システム」北海道大学高等教育機能開発総合センター『生涯学欝研究

年報第 5号J 1999年，問「わが留の人材育成問題J r社会政策学会誌第 5号J 2001年，問「公共職業訓練の

役割と可能性…一人材育成システムの再構築へ向けて一一J r北海道大学大学院教育学研究科紀要第 85号』

2002年。

2 )小池和男 r仕事の経済学(第 2絞)J東洋経済新報社， 1999年， 25真。

3 )小池和男の「知的熟練」論を否定した実証的研究論文については，野村正笑「労働市場J (大原社会問題研

究所雑誌、500号，法政大学大原社会問題研究所， 2000年 7月， 21-27 ffii)が詳しい。

4 )小池和男 r日本企業の人材形成』中公新欝， 1997年， iii-1頁。

第 1章 自動車産業の教育訓練一一Off.JTと専門技能習得棋度一一

第 1節労働の特徴

1 ，ライン系(:寸ベレータ)

小池和~は日本製造業の強さを現場労働者がもっ知的熟練によって説明してきた丸野村正

実はそれを批判し，一時期ではあるが「野村・小池論争」が農関した汽「論争」それ自体は必

ずしも生産的ではなかったが r論争」を意識した新たな実態調査が行われるようになった。以

下に述べるオペレータ労織の特徴は，それらの新たな実態調査に依拠したものである。

まず，野村正実であるが，彼は自動車産業のオペレータ労働を，少なくとも平常のルーティ

ン作業の倍々の職務(細目作業)レベルでは r標準北による『熟練の排除~J を前提とした「分

業の小さい労働組識」化がすすみ rその作業に必要とされる技能は反援的な半熟練労働をこえ

るもので、は」ない， というへ

石田光男も同様でbある。彼は自動車企業のA社と B社の調資にもとづいて，小池和男の知的

熟練論をつぎのように批判する。

「小池 [1991aJは(知的…引用者)熟練を変化や異常への対処の能力と規定している」が，

(石印の)調査の結果 r変化の最たるものj は最終組立職場では「組み立て車種の変1~→要素

作業の変化」でbある。しかし rこの変化は標準作業表に具体化されており，結局はタクトタイ

ムで一連の作業を完遂できるかどうかという問題J，すなわち「タクトタイム内で要素作業をど

こまでできるかという作業スピードJに帰着する。それは r小池のいう『知的熟練』とはかな

り距離のある熟練」である， とへ

また，知的熟練のもう一つの柱である「異常に対応する能力」については，つぎのように述

べている。「一般作業者は通常，作業中は機械に異常があった場合，統を引いて黄色ランプでリ

リーフマン[職長補佐 1名警班長 2名がこの任にあたる]を呼ぶ。 1)リーフマンで対処できな

ければ職長を呼ぶ。職長の手に負えないものは保全に頼む。これが基本的な異常処置の流れで
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ある。したがって，一般作業者には機械の異常対処能力は期待されていない」し，また「監督

者躍の技能も通常の複!日手JI僚にしたがって復18させる程度を出ていない」叫ここでもまた，小

池和~の知的熟練論は否定されている。

ところで r異常に対応する能力Jは，小池和男が知的熟練論においてもっとも重視する能力

である。これの評価について， A社で3カ月間，期間工として働き，ボディ一課の車体組立作

業を参与観察してきた，大野威の意見を見てみよう。

「設備異常には，大きく分けて，チョコ停とそれ以外の機械故障の 2つがある。チョコ停と

はワークセットのミスや機械稼f勤時にうっかりその動作範囲に入ってしまうことから生じ

る機械の一時停止を言う(いわゆる自動化)。これは，日に数四から多い時で十数回起こる。

こうしたチョコ停への対応、は簡単である。機械の横に設費されているコントローノレパネル

で矯単なボタン操作を行うだけである。…当然，こうしたことができるからといって，労

働者の技能が高まるなどと言うことはできない」。一方「機械故障にはルーティン化された

ものとそうでないものの 2種類がある。前者の場合，対処法が半ばマニュアルイじされてお

り，班長ないしは経験を積んだ、中堅社員が手際よく機械を復旧させる。…こうしたことが

現場労働者の技能を際立つて高めることになっているかということになると大いに疑問で

ある。というのも，現場が対応できるのは飽くまでも発生頻度が高い少数のものだけであ

り，その対応、自体も，チップあるいはワークの交換や簡単なボタン操作に線られたものだ

からである o このことは，発生頻度の少ない故障の場合を見るとよくわかる。発生頻度の

少ない故障への現場の対応能力はかなり低い。 3カ月も働くと，現場で対応できる故障ーー

すなわち頻度の高いものーーとそうでないものがだいたいわかってくるのであるが，筆者

のような期間工l土とりあえず問題が起こった時には職制等を呼ぶように替われている。そ

こで，頻度の少ない故樺についてもとりあえず職制を呼ぶことになるのであるが，ほとん

どの場合，職制は問題を解決することができなかった戸。

ヲi胞が少し長くなったが，車体組立作業における「異常事態への対応」が述べられている。

オペレータ・職昔話!の対応、がきわめて簡単なものに限定されていることが分かるo

以上， 3人の実態調査をみてきたが，それから分かることは，自動車産業のライン・オペレー

タに要求される熟練は r小池の言う f知的熟練』とはかなり距離のある熟練」だ，ということ

である。当然，このような労働・熟練に規定されて，技能教育のウエートは低くなると思われ

る。ある実証的研究によると，自動車産業の教育訓練は「新入社員教育にはじまり，新任工長

教育にいたるまでのA社公式研修では常に f人の扱い方』が教育課程の重要な構成部分になっ

ているJという 7)。果たしてどうなのであろうか。後ほど，この点も含めて，自動車産業の教育

訓練について検討してみよう。

2，メンテナンス系(保全工)

自動車の保全労働は大きくは定期的保全，不定期的保全，予妨保全の 3つにわかれる。定期

的保全は部品の交換(例えば，チップ，ケーブルなどの定期的な交換)や小修理・小整備であ

り，不定期的保全は突発的なトラブノレの処理である。前者よりも，後者の方が変化に対応する

度合いが強い。一方，予妨保全は改善作業が中心であるが，それと関わる設備診断や「保全情
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報のデーターベース化」なども含まれる。予防保全は従来の保全工にはなかった仕事であるが，

ME.情報技術化の進展とともに比重を高めている。

また， ME ・情報技術化の進展は，従来のメカニック的な保全に必要であった「機械・電気に

関する知識・技能」に加えて，制御系の保全に対応した「電子，情報処理に関する知識や技荷J

を必要不可欠にしている 8)。

かくして，今日の保全工に求められる基本的能力は，機械・電気に関する知識・技能および

-制御，情報に関する知識・技能である。保会工の能力はそれらをベースにしながらも，

限定された範囲内の定型的保全の段階から，非定型的保全や生産システム全体の保全ができる

段階，さらには機械・設備の設計・導入と'憧久的対策を含めた予肪保全ができる段階，へと次

第に高まっていく。企業によっては，分業システムによって，前 2者がライン保全工に，後者

が予防保全工に分化している場合があるが，どちらにしても保全工の技能度は高い。そのため，

f仕事のことならなんで、もわかるJには r5年以上かかj り，それにともなって，仕事への張り

合いもラインのオベレータよりも強くなっている叱

第 2節 教育訓練一一Off'.JTと「専門技能修得制度」一一

1，階層別教育 (off• .JT) 

(1) r技能専修コース」と技能・技術教育

階層剖教育は，各階層(職イ立と職能資格)に対して行われ，昇進・昇格管理と結合すること

が多い。 A社の場合も同様で、ある O 表 1によると， A社の階層別の教育コースは， r 7 B特別研

{I多」までが一般技能員を対象とし，それ以上は職命Ij層を対象とする。ライン系もメンテナンス

系も等しくこれらの教育を受けるが，技能・技術教育は階層別教育の中にどのように位置づい

ているのだろっか。

階層別教育は「必須研修」と「指名研修」にわかれる。前者は「新入社員研修J rパワーアッ

プ。研修J r80研修」である。「新入社員研修J (6週間)は rA社の一員としての自覚を促すこ

と」と「主主礎的な知識・技能の習得」が自的である。それに応じて「会社概要・就業規則・社

会人の心構えJ と「技能教育(基礎技能訓練，技能実習，モノづくり体験)Jが行われる Iヘ後

者の「技能教育」の部分は保全系の方が長く，そのため保全系の新入社員研修は 9週間になる。

なお， A社工業高等学園卒者は，研修終了前に職場に配置される。

「パワーアップ。研修J (4日)は，入社3年目を対象とするもので，その目的は「小集団活動

に必要な能力の習得」と，職場運営に必要な「責任感と協調性J の形成である。研修内容もそ

れに応じて rQC手法の習得 3年居の目標設定，責任感と協調性の講和」などである。最後の

r80研{I*J(4日)は，準指導職を対象とする研修で，準指導職に必要な「知識の習得や役割・

立場を理解」させるために， r A社生産方式の模擁体験Jr中堅社員の役割Jr問題解決入門Jr自

己啓発プランJ r技能講和」などが行われる。

以上が一般技能員を対象とする，会員受講の「必須研修J である。それに共通するのは「各

層・各立場に必要な知識の欝得と役割の認識」と， r A社の一員としての社会観・企業感・勤労

感」の形成である。技能・技術教育はほとんど行われず，それに類するものはわずかに「保全

系新入社員研修の技能教育JrQC手法Jrトヨタ生産方式の模援体験Jr問題解決入門」ぐらい

である o

それでは，技能・技術教育はどのように位置づいているのであろうか。摺層別教育では「技
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A自動車の教育訓練体系

職能別研修
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能専修コースJ によって，職能別教育では「専門技能修得制度」によって行われる。ここでは

前者について述べことにし，後者は次項にまわすことにする。

「技能専修コースJ (75日)は， r 7 B特別研修J (10日)とならんで，一般技能員を対象とす

る「指名研修J (選抜)である。 r7 B特別j研修」で、も技能・技術教育はあるが，中心はA社独

特の能率管理のベースとなる「生産・品質・原価J管理に関する恭礎能力の形成で、ある (QC

法，仕事の教え方，作業改善・問題解決方法)。それに対して「技能専修コース」は技能・技術

教育が中心である o それは入社 7， 8年吾を対象とするもので，コースの大半は「学科(機械

製図・工業英語・電気油気圧・品質管理)Jr実技・実習(仕上げ実習，自動事実習，職種別実

作業の改善)Jr工場体験学習」で、ある。その割合は 7割以上になる，という 11)0 r学科Jr実

技・実習」は「工場体験学習」や「販売忠実習」を挟みながら行われる。いま，研修期間 (75

日)の大まかな日程を示すと，つぎのとおりである 12)。最初の 4週間は「工場体験活動j が中心

で，前後工程の職場で作業の改善活動などに従事するo つぎの 4週間は「販売鹿実習」など工

場外での活動である。そして最後の 5週間は，人材開発部での鹿学や「実技・実習」などであ

る。

以上のように r技能専修コース」は rA社マンイズム教育」を含みながらも，蒸本的に技能・

技術教育が中心であるo それでは，このような研修の設置は何を意味しているのだろうか。つ

ぎに r技能専修コース」の位霞づけについて検討してみよう o

先に見たように自動車産業のライン労働は，小池和男のいう高度な技能(知的熟練)ではな

かった。ラインの個々の細自作業の「基本」は 1カ月もすれば可能で、あり， r 2カ月たてば作業

スピードになれ，半年で 1人前になる」というものであった川。しかし，多能工として斑内レベ

ルの作業を「何でもわかるj ようになるには，単純作業でも，それに何倍かする経験が必要で

ある。事実， A社の多能工政策は「奥行きの狭い労働」ではあるが，それを「いくつも習得さ

せる」ため，かなり長期の育成期間が必要で、ある， という叫。

こうした多能工化のあり方が，技能・技術教脊に影響を及ぼすことはあるだろう。しかし，

そのことが直接的に「技能専修コース」の設置に関わっているとは思えない。多能工の仕事が

単純な締自作業の積み重ねであるならば，さほど高度な技能・技術教育は必要としないだろう。

P企業においては「ライン労働者は教育の対象には成りえないJ15)という。では， A社に

おける「技能専修コースJ の設置理由はどこにあるのだろうか。それは「技能専修コース」を

受講する者が，単なる多能工としてではなく，職場の選ばれた若手の中核層であり，かつ将来

の監督候補者だからである。それゆえに， rA社マンイズ、ム教育」と併せて，一定の水準の技能・

技術教育が行われるのである。この種の技能・技術教育は，職制になるとわずかに r60特別研

修J (班長)があるだけである。しかも，それは技能・技術教育(技能向上・伝承への取り組み)

と職制教育(改善・作業管理/原価管理)の併設である。これを除くと，将来ともに階層別教

コースには技能・技術教育はない。「技能専修コース」の重要性が分かるであろう。

自動車産業では，ライン労働のきびしさから労働力の流動性が高い。とくに，入社後2-3

王子自の流動牲が高い。 A杜では「最近 (1999年)は女性を除くと 6%前後の離職率だが，バブ

ル期には約 20%だった」という。このような流動性向の高い労働市場では，ライン職場の中核

層は，技能・技術力を含めて，組内の大半の作業を遂行できなければならない。そのような能

力は中核層として，また将来の職制候補者として不可欠でhある。このような労働者がライン職

場の中核層として位襲づいてはじめて，その周聞に「単純労働の単なる積み重ねの多能工」や，
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特別の技能教育をうけなくても即戦力となる労働力(期間工など)を配置しでも，職場の作業

はスムーズに遂行されるo なお，この種の労働力は，組長を単位とするライン(約 15人ぐらい)

に i2人ぐらいJ (A社)である。

「班長は自分を含めて 5人ぐ、らいの単位，組長は 3斑 l組だから 15人くらい，工長は 3組

1係だから 45人がスパンになる。もっとも， 100人の工長もいれば20人の工長もいる。…

組が 1つの単位であり，組長は毎日部下の配置を考える。全員が組内の仕事ができるわけ

ではない。全部の仕事ができる人は組立ラインで2人ぐらいだけ (A社)

「技能専修コース」は，まさに，このような職場労働力編成の中核層の育成を自的としている。

実捺，この研修は「指名研修」であり，すべての技能異に聞かれているわけで、はない。「技能専

修コースJのねらいは i将来職場の中核として活躍できる能力，将来色々な場でリーダーシッ

ブを発揮できる素地を蓋う J同ことであるo 彼らは，このエリートコースを経ることによって，

職場のグループリーダーとして，また将来の監督候補者としての役割が期待される。そのため，

彼らがうける研修では，単にライン内の作業に関するだけでなく，ライン外の作業，すなわち

作業の改善や品質管理，異常処理，販売鹿実習などの教育，さらにはA社マンイズム教育が行

われるのである o

(2) 管理・監督者教育の特撒

現場職制(班長・組長・工長)の主な職務は， 日常の労務管理・生産活動・改善活動・人間

関係諸活動などの管理・監督的仕事である。この穂の職務・能力の形成は階層別教育などによっ

て行われる。表Iの措層別教育をみると，班長層を対象とする「新任EX(エキスパート)級研

修J (2日)と i60特別研修J (14日)は i役割認識・労務管理・同和問題・安全指導・技能

向上 .A社生産方式J (前者)と「原価管理・部下の指導と育成・人の扱い方・問題解決の職場

実践J (後者)の教育である。また，組長層を対象とする「新任 SX(シニアエキスパート)級

研修J (2日)と i50特別研修J (16日)は i環境認識 .SXの役割・目指す SX像J (前者)

と「職場のビジョン・ 1)ーダーシッブ・コミュニケーションJ (後者)の教育，工長}習を対象と

する「新世CX(チーフエキスパート)級研修J (3日)と iCX級メーカー研修J (Iカ月)は，

「労使関係・人事管理・安全衛生・職場管理J (前者)と「人材育成・生産管理・品質管理J (後

者)の教育である。

いづれも現場の管理・監督に関するものである。作業遂行に関わるものは，班長研修のごく

一部(技能向上 .A社生産方式)にすぎない。これらの管理・監督教育は，基本的に昇進・昇

格管理と結合しており，職制昇格者のすべては「新任研修」を受けている。しかし，昇進・昇

格の結合は鉄鏑業ほど緊密、ではない。「指名研修jを受けなくても上位職制への昇進は可能であ

る。しかし，同じ「指名研修」でも， i60特別研修」や i50特別研修」の場合は異なる。その

受講は組長や工長が間近なことを意味しており，受講生は「図書館などに通って，ものすごく

勉強するJ (A社学園の話)という。

ところで，現場職制に求められる能力は，上述の管理・監督能力だけでない。彼らには班・

組内のすべての作業を遂行できる能力や「それを分析的に理解し，相手に伝達する能力J17l，あ

るいは改善活動をこなす能力などが要求される。たとえば，組長は，毎日，部下(約 15人)の
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配置を行うが，その際，組内の作業能率や品質・安全管理を勘案しながら，適切な配置を瞬時

に判断しなければならない。それができないと，生産活動や生産性給(能率給)に影響を及ぼ

す。このような生産活動・作業管理の遂行には，最小娘，組長自身が「自分のラインの仕事で

あればどれでもできるJ (A社)ことが必要で、ある。そのため，後らには若手の中堅層よりもさ

らに多くの経験と教育が必要になる。

「組長は自分のラインの仕事であればどれでもできる。賃金に反映するA杜独特の能率給が

あり，それは組単位になっている。組長は能率，品質，安全などを考えて仕事を組み立て

るが，それは組内の仕事を把握して，誰をどう甑寵すればいいかを瞬時に判断しなければ

ならないJ (A社)

このことはB社においても同様で、ある。 B社のテクノカレッジ(2年制)ではテクニシャン

の養成を行っているが，そこで得た知識・技術は「テクニシャン，保全工，改替グループ，在

療削減活動:flIJ，あるいは現場監督者に就く場合に有効性を発樺する。逆に，一般のオペレータ

層の場合はそれが発揮されない。 B社の現場監督者にとって，カレッジで習得したハイテクノ

ロジーの知識は I生産管理，操業管理，あるいは部下の育成において発揮されるJ (テクノカ

レッジ)という。

両社の事例から分かるように，現場の管理監督者には単に管理・監督的能力だけでなく，作

業に関わる技能・技術力が必要で、ある o それは若手の中核騒がもっ能力よりもさらに長期の経

験と教育が必要なものであるo では，それはどのようにして行われるのだろうか。少なくとも，

階層別教育には職制層を対象とする技能・技術教育は配置されていなかった。

2，職能関教育一一「専門技能修得制度」と技能・技術教育

職能別教育は，職業能力(職務遂行能力)の向上を目的とする教育である。そういう意味で

は，昇進・昇格と結合する階層別教育よりも，職業能力の向上に関わる技能・技術教育が多く

配置される。表 1のA社の職能別教育(技能職)においても，自己啓発・語学研修・技能検定-

QC教育・安全衛生教育・保全教育・技能専門講座・専門技能修得制度など，技能・技術教育に

関わる研修が幅広く配置されている。そのうち中心に位置するのは， 1991年に導入された「専

門技能修得制度」である。

「専門技能修得制度」の導入の目的は「モノづくりの喜ぴ」を認識させ I経験年数に応、じた

体系的な技術・技能の修得・向上を図ること」である 18)。そのため，この制度では職種ごとに「技

能等級」を C級 .B級・ A級 .s級の 4段階に設け，それに向けての努力を励行する。技龍等

級の認定を得るには，まず各級に設けられた受験資格(実務経験，熟練度，品質確保，改善能

力)をクリアしなければならない。ちなみに，受験資格の一部(実務経験，熟練度)を示すと，

C級の受験資格は入社 1年以上で，組内 1工程の作業ができること，同様にB級は 5年以上で，

組内 2-3工程の作業が， A級は 10年以上で，組内 3-5工程の作業が， s級は入社 15年以

上で，組内全工程の作業ができることである問。これらをクリアすると I実践技能・専再知識・

基本技能」を試され，その評価にパスした者が技能認定証書を交付される。

「実践技能・基本技能」を修得するために，各職場・部署では OJTを中心とする技能習得プ

ランを作成するo プラン作成の中心者は組長・工長であり，彼らはトレーナ…資格を取得して
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いる。プランの内容は技能等級ごとに異なっている。製造部門(ライン)のケース(実践技能)

でいうと， c級 -B級は組内の数工程の作業遂行と簡単な手直しであるが， A級・ S級になる

と，組内のほぼ金工程の作業指導・手直し・保全が中心になる。

これらの「実践技能・基本技能」が一定の段階に達すると，職場から課長に対して「専門知

識」習得のための社内研修が要求される。技能等級や職種によって研修の期間・内容は異なる。

ちなみに， c級の研修期間は「組立ラインで40時間」という α しかし，同じC級でもメンテナ

ンスになると， i200数十時間J になる (A社学隠の話)。

以上 i専門技能修得制度Jの拘容を概述したが，それは全従業員(技能職)のレベルアップ

と意欲向上を図ったものである。しかし，実際にはラインの一般技能員には高度な技能・技指

力は要求されず，後らが目指す場合でも C級・ B級の認定である。それに対して，管理監督職

あるいはその候補者たちは違う。「班長クラスに昇進するまえに技能認定A級が，そして組長ク

ラスに昇進するまでに S級の認定」叫が要求される。

このように「専門技能捗得制度」は，ライン職場においては，班長・組長膳あるいはその候

捕者の技能・技術教育体系として機能している o 階層別教育体系では限られていた職制層の技

能教育弘職能別教育体系の「専門技能修得制度j で補完するのである。もっとも，少数では

あるが，一般技能員でもA級・ S級の技能認定は可能で、ある。その場合，彼らは専門技能職(EXニ

エキスパート， SX=シニアエキスパート， CX=チーフエキスパート)として処遇される。ちな

みに， i1994年にC級， B級の取得者が， 97年にA級の取得者がで、たJ (A社学園)という。

ところで，現場職常u(班長，組長)にはA級 -s級の高度な技能が必要というが，それには

若干の違和感を感じる。班長はプレイイング・リーダーとしてラインに入っており，そこで要

求される技能は「技能専修コースJ で習得可能なものである。一方，組長はラインから外れ，

原価管理・品賞管理・安全管理・作業管理・改善活動などに従事する。作業管理や改善活動に

は一定の技能・技術力が必要で、あるが， 10年 -15年以上もする高度なものではない。これらを

除くと，多くは管理・監督的な業務である。そのため， s級の認定には管理能力も含まれる，

という。

ム保全ヱの技能・技術教育一一 A社学顕と r専門技能修得制度J

保全工の 3苦手jはA社学園の出身者であり， 7苦手jは高卒の入社者である2九A社学閣は保会工の

育成に重要な役割jを果たしている。

A社学関には中卒3年課程の高等部と高卒1年課程の専門部がある。中卒3年課程の杜立学

校はA社学園にかぎらず，わが閣にはかつて多数存在した。しかし， 1980年代後半以蜂，それ

らの多くは事業内認定職誇11短大(高卒 2年課程)へ移行した。現在，高卒資格を付与できる中

卒 3年課程の社立学校は，全国で 10数校にすぎない。

A社学閣の高等部には 9つの専攻科がある(鋳造科，塑性加工科，機械加工科，精密加工

科，自動車整備科，自動車製造科，木型科，金属塗装科，プレハブ建築科)。それぞれの専攻科

は学科28%， 44%，心身教育 28%の割合で教育を行っている。学習生は 2年自の進学時に

専攻科がきまるが，それは職場配属先の決定でもある。最近の卒業生の密漏先は 8割がA-B

部門(ライン部門)， 2割がC部門(保全部門)である。かつては保全部門への配属者が多かっ

たが，最近で、は専門部に取って代わられた。ライン部門に艶属される者は，その労働の特徴か

ら高等部で習得したことは必ずしも十分に活かせない。しかし，グループリーダーや現場監



企業内教育の今臼約特徴 193 

督者に昇進した場合にはそうでない。彼らにとって，学問で習得した技能・技術はきわめて有

効である。グループリーダーや班長に昇進する者は多しそれへの登竜門で、ある「技能専修コー

ス」の受講者比率は高卒よりも高い。

「技能専修コースには年間 200人が受講するが，選抜された者，指名された者しか受講でき

ない。それに選抜・指名される比率は学関本の方が高卒者よりも1.5倍から 2.0倍高いJ

(A社学園)

一方，専門部は 1990年に開設された。設立の目的は「メカトロニクス分野の中怒技能者・ス

ペシャリストの育成」である o 入学者の大半は工業高校の機械科卒・電気科卒で，専門部では

保全系と技術系にわかれて勉強している。卒業後は保全部門に 6割，ヱ機部門(生産設備を設

計・製造する部門)・生産技術部門に 2割，技術部門(機器の試作・評錨，製作・検査・修理を

行う部門)に 2苦手jがいく。導門部の卒業生は，これらの部門でメンテナンスマンあるいはテク

ニシャンとして活躍している。

以上がA社学園の教育であるが，先にも述べたように保全工の 7割は学関卒でなく，高校か

らの入社者である。彼らは入社後，新入社員教育を受けるが，その期間はラインのオベレータ

よりも長い 9週間である。しかし，保全工にとって， 9遊間の研修はまだ捜すぎる。そのため，

それぞれの職場で保全工教育 (OJT，Off. JT)が行われる。また，これと並行して，会社レベ

ルのフレッシュマン・テクニカルトレーニング (80時間-120時間)も行われる22)。以上が 1年

自の教育である。

2年目以降になると，保全工教育の中軸は「専門技能修得制度J r技能専門講座J!こ移行する。

なかでも，前者が中心である。先にもみたように r専門技能修得制度」においては r実践技

能・基本技能」の習得は OJTを中心とする職場の技能習得プランによって，また「専門知識」

の習得は社内研修によって行われる。メンテナンス系の社内研修は，ライン系よりもはるかに

期間が長したとえば， c級の社内研修の場合，組立ラインが r40時間」なのに対して，メン

テナンスは r200数十時摺J である。その差は 5倍以上になる。「実践技能・基本技能」の習得

の職場の OJTを含めると，その差はさらに拡大する。このように保全工の教育にはきわめて長

い年数がかかる。その教育期間は， A級の場合5年間であるが， c級の 2年間と B級の 3年間

を加算すると， A級の認定まで 10年を要することになる23)。それらのことを勘案すると r専門

技能修得制度J は保全工の技能・技術教育の機能をもっとも強〈有していると思われる。

i主)
1)小池和男は知的熟練論を『仕事の経済学.1 (東洋経済新幸現役， 1991年)において体系化している o

2 )野村正笑 F熟練と分業』御茶の水害書房， 1993年，野村正案『知的熟練諭批判』ミネルヴァ番涛， 2001王手を

参照。

3 )野村正案「生産量'性管理と人間関係諸活動」戸塚秀夫・兵藤章IJ編 F労使関係の転換と選択』臼本評論社， 1991 

年， 152 Ji， 156頁， 257頁を参照。

4 )石田光男ほか『日本のリーン生産方式』中央経済社， 1997年， 26-27夏。

5 )関上議， 26 Jio 

6)大野威 fA自動車の労働遇税J r大涼社会問題研究所雑誌、470号.11998年1月号， 24-25真。

7)職業・生活研究会編『企業社会と人間』法律文化社， 1994年， 128京。
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8 )永岡蔦享「自動主事産業におけるテクニシャン養成の現段階J r生涯学欝研究年幸星第5号』北海道大学高等教

育機能開発総合センター， 1999年， 53 ]主を参照のこと。

9 )前掲委 r企業社会と人間J 118亥， 133-134賞。

10) A社の開き取りと， A社人材開発部『全社教育のご案内J (1998年)による。なお，以下はとくに断らない

限り，間資料によっている。

11)野村証笑『トヨテイズム』ミネルヴァ養房， 1993~， 131真。

12)前掲警『日本のりーン生産方式J211]葉。

13)前掲論文「自動率康業におけるテクニシャン養成の現段階J 47頁。

14)前掲警『企業社会と人間J117-118 J(， 127 J(。

15)前掲論文「自動車産業におけるテクニシャン養成の現段階J 49真。

16)前掲番『会社教脊のご案内』。

17)前掲警 f企業社会と人間J 118 J(o 

18)前掲誉 r会社教育のご案内』。

19)前掲香川ヨテイズムJ 186-187頁。

20)向上番， 189頁。

21) 22)前掲警 r日本のリーン生産方式J 2140 

23)向上番， 222亥。

第 2章鉄鋼業の教育訓練

第 1舗労働の特徴

1 ，ライン系(オペレータ)

鉄鋼業は厳密には，装置型産業と加工組立型産業の中間的性格をもっている。まず，前者の

特徴を有する製銑工程(高炉)の労働をみてみよう。

高炉の計器室で行われる操炉作業は，元来，長期の経。験に裏打ちされた高度な熟練が要求さ

れていた。それを大きく変えたのは， 1980年代後半の AI(Artificial intelligence :人口知能)

の導入である。それは高炉マンのもっていた高度な判断能力と熟練を AIというメカニズムに

き換えた。かくして，高炉マンの労働は，設備が通常に自動運転している場合は，監視と点

検が中心になった。しかし， AIに格納できない経験や知識もまだ残されており，たとえば，

炉マンはつぎのような事例に対応しなければならない。

「高温多湿と低温乾燥の場合では運転の状況が違れそういう天候の微妙な変イむまでコン

ピュータが対応できるかというと，やはり人間の経験部分は残ります。マニュアルは整備

してるが，そこまではしてない。設備によって癖があり，いくら改造してもうまくいかな

いというのがあるJ (C社O製鉄所)

一方，加工組立型産業の特徴を有するといわれる，庄延工程の労働の特徴はどうであろうか。

圧延工程などの下工程は上工程(高炉，転炉)ほどにはコンビュータ化が進んで、ないが，生産

技術の高度化は常IJ御労働・制御指示あるいはその他の経験的熟練を後退させている。しかし，

その一方で、，客観化・マニュアルイむしにくい部分が新たに生じている。たとえば，高品質や歩

留まりなどに要求される熟練や，粗悪な原料を使うときに生ずる銑鉄の品質低下をカバーする

熟練などがそうである。
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「ユーザーの要求が厳しくなって，以前は 2ミリの誤差でよかったのが，今は 0.03ミリまでし

か許されない。またきちんと呂付ができていないと，表面処理錦板が尽く錆びるのでこれ

も駄目だ。こうした能力は現場のノウハウといいますか，新たな経験的熟練に依存する部

分が大きい。安い鉄鉱石を使うと，品質の悪い銑鉄ができるが，その場合は圧抵の操業方

法や条件を変えてカバーしなければならないJ (C社K製鉄所)

上下工程におけるこれら経験的熟練は， コンピュータによっても客観イちきれない情報の把握

と判断を必要とするという意味で，新たな熟練である。当然，旧段階のものではなく，今日の

ME'情報技術段階のものである。したがって，その習得にはi日米の経験的熟練とは異なるプロ

セスが必要になる。具体的には，経験的習得の前に iコンピュータがどういう物理的事象をコ

ントロールしているのか，機械に入っている理屈・構造J (C社本社)を把握しておくことであ

る。その熟練は「自動車や電機産業のような手先の器用きでなく，製造の中身の理解，設備を

使いこなせる知識や技能・技術J (D社W製鉄所)なのである。

以上，鉄鋼業の労働を該述してきたが，自動車産業と比べるとそれは明らかに「高度」であっ

た。それがどのように教育のあり方に反映するかは，後ほど検討しよう。

ムメンテナンス系(僚会工)

鉄鋼業のメンテナンスは，大きくは機械系・電気系・計装系の 3系にわかれる。 3系に共通

する最近の特徴は，コンピュータや設備診断監揖システムの導入による労働の標準北・客観イじ

である。たとえば，電気制調系における設備診断監視システムの導入は，故障の未然・再発防

止とその一次的対応を可能にした。その結果，メンテナンス労働は経験的部分を後退させ，科

学的・技術的知識を増大させている。しかし，今なお，経験的要素は大量に残っており，メン

テナンス労働の中心をなしている。そのため，メンテナンスで一人前になるには ilO年近くか

かるJ (C社本社)という。そこでは多能工化の進展は難しい。

「ラインは機械化・合理佑しやすいが，整備は簡単でない。点検をして不具合を探し，修理

計画を作って直す，こうするのは客観化しにくいからですJ (C社O製鉄所)

「整備マンがメンテの仕事で多能工化することはない。日常的，定常的作業はマニュアル化

が進んで、いるが，その他の部分は経験がものをいうからでやすJ (C杜Y製鉄所)

ME'情報技術の導入は，システム内のブラックボックス化を進めている。それに対応するた

めには，システムの理解と向時に，それに内蔵されている科学的知識(データ)の体系的な習

得が不可欠になっている。かくして，保全工にとって機械，電気・電子，制御・情報に関する

知識・技術の必要性が増大している。

「システム化が進むとブラックボックス化が生ずる。その場合，機械に入っている理崩が理

解できないと， トラブルシューティングはできない。だから，機械の中身と同じ知識・技

能を担保しておかないと駄目になる。教育としては OJT，Off' JT， TPMがあるが，オベ

レータと保全工の関係を密にすることも重要だJ (C社Y製鉄所)

「外注化を進めれば，内部の者にとってはブラックボックス化してしまい，改善改良が見え
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なくなるo だから，メインの部分は自分たちでしないと駄目だJ (C杜K製鉄所)

第 2節教育部i練一一Off.JTとOJT

1 ，新入社員教育と社立学校

(1) 新入社員教育

表 2(2-1と2-2)と表3は，鉄鋼C社および、D社の教育訓練体系である。それによると技

能系の「新入社員教育」には，ライン系とメンテナンス系の 2種類がある。まず， C社の新入

社員教育からみていくが，それは 2週間の導入研修で始まる。そこでは「会社の概要，就業と

黄金，社員としての心構え」が教育される。これが終わると，ライン系・メンテナンス系共通

の「新入社員基礎研修」である。それは 3カ丹簡の研修で，安全教育・規律訓練，基礎技能教

育，整備技能教育が行われる。基礎技能教育においてか、ス切断，アーク溶接，玉掛けの資格を

取得し，繋繍技能教育において整備の基礎を学習する。それらは保全工(整備工)にとって基

礎教育の部分をなすが，ライン系のオペレータにとっては多能工化教育の側面を有している。

ライン系の新入社員教育(研修)は，これで終わりである。彼らはその後，所属職場に配置

され，先輩やコーチャーから O]Tや生活指導をうける。ライン系の新入社員教育(研修)がこ

れで終わるのは，その労鵠内容に規定されているからであるが，さらにその背景・には「ライン

を動かせるような装置が研修センターには殆どない，限られてるJ(S本工)という事情がある。

それゆえ，新入社員教育(研修)の期間・長さでもって，それぞれの労働の技能差を単純に測

ることはできないかもしれない。しかし，それでもなお，自動車A社 (6週)に比べると，新

入社員教育の期間が2倍以上長いことが住居される。

つぎに，話をメンテナンス系の新入社員教育に移そう。彼らはこの後「新入社員整備等門研

修J (9カ月)を受ける。それは研修センターにおける学科・実技 (6カ月)と現場での実習 (3

カ月)からなっている。前者では，将来の配属先にかかわらず，機械系統・電気系統・計装系

統のすべてが教育される。これが終わると，艶属現場が決まる。新入社員はそれぞれの配属現

場で，一年目最後の教育(現場実習・応用実習)を受ける。

つぎに， D杜の「新入社員教育」をみてみよう。それはライン系とメンテナンス系に共通す

るもので，期間は 3カ月である。最初の 1カ月は一般導入研修・安全教育・職場導入教育，後

の2カ月は整備技能教育である。 D社では，後者を初級EO教育(EngineeringOperation教育)

と呼んで、いる。それはラインのオペレータが機械・設備のトラブルに対応するための保全・整

備教育で，多能工化教育の一種といえよう。それはともかくとして， D杜でも新入社員教育は，

自動車A社(6遊間)の 2倍の長きである。

以上，鉄鏑業の新入社員教育をみてきたが，鉄鋼業ではこの段階から技能・技術教育に力点

を置いていることが分かる。自動車A社に見るような rA社マンイズム教育」の重視とは明ら

かに巽る。このような技能・技術教育の重視は rオペレータのメンテナンス1tJということで，

整備技能教育(多能工化教育)の重視となって現れている。

(2) D社高等学関

D社高等学園は中卒者を対象とする 3年生の事業内認定職業訓練校である。ただし，通信制

の叉高校と連携しているため，高卒の資格が得られる。入学時からD社の正社員となり，生徒

には学習手当(月額で 10万円前後)と特関手当(年 2国)が支給される。総額で1年生約 130
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万円 2年生 150万円 3年生 170万円である。

教育自的は，ライン部門とメンテナンス部門の中堅技能者の養成である。それに従って，訓

練科は鉄鋼科(ライン)，機械加工科(メンテナンス)，電気機器科(メンテナンス)から成っ

ている。定員は 1学年 40名であるが，最近は定員を下限ることが多い。中卒者の応募が少なく

なっていることと，一定レベルの学力を維持するために '5段階で3.5以上を毘安J (同学調)

に合格を決定しているという事構がその背景にある。しかし，にもかかわらず，学力の低下は

避けられなくなってきている。

総授業時間数は 5464時間である。一般の工業高校と大きくかわるところはない。しかし，専

門学科は普通学科の 3僚と長い。中でも「機械製図J '金属材料J '電気工学j は200時間以上

で，ライン部門・メンテナンス部門の基本的な専門知識が教授される。その他にも， 'IEJ '鉄

鋼経済」など鉄鋼業の必須科目が含まれている。

実習は基本実習と整備実習があるo 基本実習は 1年目の前半に行われ，鉄鋼マンとしての基

本的な事柄(ヤスリ，ハンマー，研磨砥石，電気溶接)を学ぶ。一方，整備実習は 1年自の

後半に整備の基本(測定，組立，油庄 7ゲス，アーク)が教え込まれる。ついで2年目になる

と，所属科とともに仮配属先が決定される(鉄鋼科→工場部門，機械加工科→設備機械部門，

電気機器科→制調室部門)。それにともなって，それぞれの所属科ごとに中級・上級の整備技能

実習が行われる。鉄鋼科と機械加工科の整備技能実習は種吾がはぽ同一(油圧 Jゲス，アーク，

スケッチ製関，測定，組立，パソコン)であるが，電気機器科は奥なる(竜気理論，デジタル

制御，計装，可変速制御，自動制御，電子回路)。機械加工科と電気機器科のメンテナンス系の

生徒にとっては，整備技能実習はまさに保全工教育を意味しているが，鉄鋼科のライン系の生

徒にとっては，設備・機械のメンテナンス技術の習得という，多能工化教育を意味している。

3年目になると，現場応用実習が実習先の工場・室で行われる。ちなみに，鉄鏑科の実習先

は製銑工場・製鋼工場・薄板工場等であるo 現場応用実習は，たとえば鋼片工場の場合，ブルー

ム受け入れJ '装入・抽出・保守・秤量J 'プレス手動・圧延機運転J 'ロール替えと調整J '成

見と処置J 'スラブ?手入れJなどである。これに示されるように，実習の内容はきわめて多様で

ある。これも多能工1~教育の一種といえなくもない。しかし，彼らが将来の中堅技能者・現場

監督者として位置づいていることを考えれば，幅広い多様な技術知識の習得は不可欠であろう。

教脊内容のもう一つの特徴は，精神教育の一環として各種行事が重視されていることである。

元来，企業内教育は精神教育の側面を有することが多いが，とくに社立学校ではその傾向が強

い。真夏の炎天下を 60キロ歩く「耐熱行軍」や楠木正成の精神を勉強する「藤史街道訪問」な

どは，その際たるものである。

以上の教育を受けた後，正式に職場に配属される。彼らの配属先はライン部門が6割，メン

テナンス部門が4割であるo 学溺で習得した技能・知識は完成されたものでなく，ラインの場

合でも '3割のレベルJ (D社学園)という。当然，配属後に OJTや Off.JTによって力量を

アップしなければならない。そういうなかで，重規されているのは「安全作業指導書J (作業標

にもとづいて，先輩労働者から OJTを受けることであるo 安全作業指導書には作業手J'僚

や作業ポイントが記入されており，これにしたがって技能・知識の習得とレベルアップがはか

られるのである。

学園卒者のもつ実践的な技能とロイヤリティの高さは，今なお高く評価されている。しかし

他方で，学力の低下や募集の国難化が取り沙汰されている。 D社高等学園は崩がり角にきてい
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るのである。

ムライン系の教育訓練一一Off.Jγ一一

(1)教育訓練と人事制度のリンク

新入社員の時期をすぎると，ラインマンはどのような教育耕諌を受けるのだろうか。 C社の

教育訓練体系国(表 2 1，表 2-2)をもとに，ライン系の教育訓練の特散を探ってみたい。 C

社教育訓練;の最近の特徴の一つは，教脊訓練と人事制度(資格制度)がリンクするようになっ

たことである(表 2… 2)。以下にその特徴を説明するが，その前に珂社の資格制度について概述

しておこう。表 2-1と表 2-2の左端にあるのがC社の資格制度である。「担当補」からはじま

り「統括主事」さらには「参事J I理事」へと続いている O 同表には資格ごとに勤続年数が書か

れているが，それはそれぞれの資格に到達する襟準王子数を意味している。また陪表には，役職

に対応する大まかな資格区分も示されている。

この資格制度が階層別教育以外の教育訓練と 1)ンクするようになったのは，新人事制疫の導

入(1997王子)以時のことである。以下にリンク・結合の特殻を示そう。

C鉄鋼の教育訓練体系一ーその 1
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参
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層

主
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資料) c社提供の資料による。
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勤続i資格 I役職

I年|担当檎

3年

担当

一ー綾

8年

主鐙当

15年

表 2-2 C鉄鋼の教育訓練体系…ーその 2

Off-]T 

スキル マインド

新入社員導入府修 社会人としての駿け
基礎技能習得，クレーン免許等必要資絡の取得

| i「 「||必修.通信教育受講 i 
{アドバイザーとしてスタッフ活用1I 

…一一一一(のべ約却時間)ー
実践基礎学セミナー(基礎学力向上)

' 白自問)山
TPM基礎譲渡(油圧・空!E・寵気}

ム

(3日関)

長111|m-J獄)1 (係長任命後3年詰)

却年

資料)c社提供の資料による。

人事純度とのリンク

① 「通信教育(1科目)の修了または技能検定2級合格を『担当』昇格の要件とするJ

同社では人材開発センターの通信教育を利用した自己啓発を強〈奨励してきたが r担当j

の昇格要件に通信教育(基礎・部円科目から 1科目)を新たに加えることになった。もっと

も，この通信教育は比較的容易なものであり，入社 2年目に受講することができる。なお，

「担当」への昇格には，通信教育(1科目)の修了のほかに間接が必要で、ある。

② 「実践基礎学セミナーの修了をもって f主担当』昇格時の筆記試験を免除するJ-

このセミナーは 1990年代半ば頃から大卒の若手エンジニアーが講師になって，若手技能員

を対象に行ってきた実践基礎セミナー(数学・物理・佑学)である。新人事情1]度の導入以蜂，

このセミナーを受講 (30時間)すると r主担当」昇格持の筆記試験が免除されることになっ

た。なお r主担当」昇格には面接，学科試験(筆記試験)，論文が必要で、あるが，このうち

学科試験は新人事制度以降に新たに加わった。

③ rTP間研修の修了(3科目以上)または通信教育(部門・共通科目から S科目以上)をもっ

て『主事』昇格時の筆記試験を免除するJ

TPM研修 (TotalProductive Maintenance)は，ラインマンの整備技能研修で，機械系

(油圧・空匝・仕上げほか)と電気系(電気機器の点検・電気制榔配線ほか)がある。また，

通信教育は「工場操業技術の恭礎および、応用知識の習得J を話的とするもので，①の通信教

育よりもレベルが高い。なお r主事」昇格には面接，学科試験(筆記試験)，論文が必要で、



200 

ある。

④ 「所定の公的技能資格の取得者については『主知当』

を免除するJ. 

昇格時の学科試験(筆記試験)

鉄鋼業には業務の遂行上，取得しなければならない公的技能資格が多いが，それらの多く

は通信教育などで取得できる。

以上が新人事制度と教育訓練のリンクの特徴である。これから分かることは，第 lに，従来

は階層別教育だけが昇進・昇格とリンクしていたが，それが職能邪教育(ライン実務スキル研

修)にも拡大されたことである。具体的には r通信教育Jr実践基礎学セミナーJrTPM研修J

や「公的技能資格」が資格昇格の要件になったのである。それらは昇進・昇格と直接的に結合

することによって，教育の受講意欲や技能資格取得のインセンティブを高めたのである。第 2

は， 自己啓発のインセンティブを高めたことである。本来，通信教育は強制的に受けるもので

はなく，自主的に受けるものであるo そういう意味では，通信教育は自己啓発を支援する客体

である。それが人事制度と結合することことによって，自己啓発のインセンティプを高めたの

である。なお，通信教育の受講料(1科白 1万円弱)は修了者に半額が r担当」への資格昇格

の要件者には全額が補助される。こうしたあり方もまた，通信教育の受講意欲(自己啓発)を

高めている。公的技能資格の場合も毘様である。その取得自体は自己努力(筏己啓発)であり，

公的技能資格が人事制度と結合することは，自己努力のインセンティブを高めたのである。第

3に， TPM研鯵はライン・オベレータの多能工化教育の一種(メンテナンス化教育)であるが，

それが人事情Ij度と 1)ンクすることによって，そのインテセンティブを高めたのである。

(2) 技能・技術教育 (Off. JT)の充実

鉄鋼業の教育訓練の特徴のひとつは，自動車産業よりも， Off. JT方式の高度な技能・技術

教育が分厚く配置されていることである O それは新入社員教育以外においても時様である。た

とえば， C杜では先ほど述べた「通信教育Jr実践蒸礎学セミナーJrTPM研修Jのほかに，入

社 2， 3年目のオベレータに「整備研修 (MTC)J，入社 10年前後のオベレータに「整備技能

教育 (TPM)J，また 30歳前後の若手技能異に「産業技術短大派遣」等を用意している(表2

1，表 2-2)0産業技術短大への派遣目的は，将来の主任あるいは係長候補者の育成である。係

長に要求される技能・技術力は非常に高いが，間短大ではそれに対応した専門知識・技術が教

育されている。なお，同短大はD社においても「将来の中核層を養成するキャ 1)アアッフ。の場」

としてイ立寵づ、いている。

C社の教育訓練の特徴は，上記のような高度な技能・技術教育(スキル教育)が分厚く配寵

されていることである。最近 rマインド」教育(ジャンプアップ研修，キャリアアップ研修)

が新たに配寵されるよつになったが，それは自動車産業と同一レベルのものではない。その目

的は「次のステッブへの節呂とするとともに，同期の連帯感、強イちゃ視野の拡大を留るJ (C社)

ことである。これから分かるように，自動車A社のような愛社精神の注入や「人の扱い方」に

関する教育はほとんどない。自動車A社のそれにわずかでも似ているとしたら，それはD社高

等学園である。同校の教育目標はライン系スペシャリストの輩出とならんで rロイヤリティを

もっ技能社員の養成と安定的確保」なのである。

D社においてもライン系教育の要は技能・技術教育(スキル教育)である。同社のライン系

教育は r特別技能訓練十EO中級教育JrEO中堅者教育Jr製造技術教育」などである(表3)。
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資料) D社提供の資料による。

入社 5-7年目頃に rEO中級教育J (3カ月)が，入社 10-15年目頃に rEO中堅者教育J (2 

カ月)が，また入社20年目頃に「製造技術教育J (15日)が位置づいている。これらの教育で

は r工場設備の日常的管理と異常時の一次対応」ができる「エンジニアリング・オベレータの

養成J (EO中堅者教育)や，高度な「製造技術理論および、操業知識」をもっ「主住候補者の養

成J (製造技術教育)などを行っている。

以上，ライン系の一般技能異の教育訓練をみてきたが，自動車産業などよりも任倒的に分摩

いOff'JT方式の技能・技術教育が配置され，すべての労働者に供給されている。自動車A社

のそれが職場の選ばれた層を中心に，狭く薄く配置されているのとは対照的である。こうした

技能・技術教育 (Off'JT)の分厚い配置は，鉄鋼業の労働過程が!日来の経験的要素を減少させ

たものの，科学的・技術的要素を逆に増大させたことの反映である。 ME・情報技術段階に生じ

た新たな知的・熟練労働が， Off' JT方式の技能・技術教育(スキル教育)を要請するように

なったのである o ME機器やコンビュータに関する知識・技術(初級)の習得なしには， OJT 

もまたうまく機龍しにくくなっている。

ところで，これまでの検討から分かるよ 7に，ライン系の技能・技術教育のもう一つの特徴

は，ライン・オベレータの多能工化教育として，機械・設備のトラブルに対処する保全・獲備

技能教育が位置づいていることである (C社の TPM講盛 'MTC研修， D社の EO教育をみ

よ)0 それは自動車産業がこの穣の教育を，主として現場職制を対象に行っているのとは対照的

である。もっとも，多能工化教育がオベレータにすべての保全・整備技術を保証するのではな

く，依然として正規の保全工との簡には，厳然たる分業体制jが敷かれているのである。
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3，メンテナンス系の教育訓練 (Off.Jγ) 

新入社員教育の段階から保全工(整備工)の教育はラインマンよりもはるかに長かった。で

は 2年目以降はどうなのであろうか。

表 2-1，表 2 2，表 3からも分かるように，保全工教育の中心は， c社が「整備技能刷i多」

と「通信教育J，D社が「設備整備技能訓練・制御保全技能訓練J (3カ月)と「保全技術教育」

(15日)である。以下にC社の事例を中心にみてみよう。

まず「整備技能研修J (Off. JT)であるが，それは 2年目からはじまる。教育内容は全社統

ーのもので，保全工はそれぞれが所属する製鉄所で受講する。研修の目的は「整備マンとして

の職務遂行能力のレベルアップ」と「職務スパンの拡大」である。研修期間は， 1980年代には

4カ月であったが，その後次第に縮小し，現在では 1回3日程度の研修である。しかし，それ

は1閣で終わるのではなく，断続的ではあるが，何聞も行われる。 2年目はその初年度で，整

備基礎(補修実務の体系的実習)が教育される。 3年目以降もこの研修はつづく。なお 3年

吾になると，この研修以外に職場教育が加わる。

つぎは「通信教育」である。これはライン系において自己勝発の重要な手段として位置づい

ていたが，保全工においても同様で、ある。それは上にのべた「整備技能研修」とつぎに述べる

「職場教育」とともに，保全工教育の 3大柱をなしている。しかし，最近，その比重は次第に

まる傾向にあるo 入社 2年目になると多くの保全工は，この通信教育の基礎科目(数学・物理・

化学)を受講する。それが終わると，部門科目(製銑・製鋼・その他の部門ごとの科目)へ，

さらには共通科目(機械・ -計制・製図・鉄鋼概論.i関滑・油圧・金属材料・コンビュー

タ)へと進む。受講科自は多岐にわたり 1年間に複数科目を受講することがある。通信教育

の受講は偶人差があるが， 30歳過ぎまで行われることが多い。ライン系よりもはるかに長いが，

保会工にとって通信教育(自己啓発)はきわめて重要なのである。なお，公的技能資格の取得

も，その多くは通信教育で行われる。

r(質問:研修， OJT，自己啓発の中でどれが重要か)現場を覚えるには OJTです。ただ，

若い人は必ず自己務発・通信教育をやります。例えば，基礎学力から国家技能資格まで，

1年間に何教科はやります。自分は機械だが，それ以外の電気や計装を受けたり，保全の

1級を受けたり，毎年なにかをやってます。(質問:そういう勉強は何オぐらいまでやって

たのか)個人差があります。私の年令 (45歳)でも一生懸命やってる人もいますが，私た

ちのころは 30歳ちょっとまで、毎年やってましたJ (製銑地区機械設備課主任， 45歳)

保全工教育の 3つ自は「職場教育」である。それは機械系・電気系・計装系の職場ごとに行

われる。職場の業務に直結する技術・設備に関する教育が中心である。その多くは OJTである

が，係レベルには Off.JTも存在するo たとえば rテーマ別研修」は係長が計画する教育で，

部下の整備技能のレベルアップを目的としている。具体的には，係長が課題・テーマを設定し，

部下に行わせる。

これらの職場教育はたとえ Off.JTであっても，製鉄所・工場レベルの教育ほどには表弱化

しない。そういう意味では「インフォーマルな教育J である。この種の教育には日常的に職場

で行われる「勉強会」や「メーカーの説明会」なども含まれる。これらの教育は「フォーマル

な教育」よりも OJTとの接合性が高<， r問題解決能力や創造性の形成に富んでいるJ (C社)
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という。お金がかからないため，不況期には増加する傾向にある。

「職場で行う教育は把援しにくいが，結構，勉強会をしてるようです。安全や新設備，新し

い注文についての勉強会，品質管理の勉強会，顧客からクレームがついた時にどうすれば

トラブルが生じないかの勉強会などがあります。職場の入開がするので講師代はかからな

いし，資料も既存の物を使うことが多い。場所は職場の会議室，研修所などです。仕事が

終わった後や余力の時間ができた時にする。自発的な勉強会で，仕事を休んで研修に派遣

するものよりお金がかからない。…通常の Off'JTよりも創造性や自分たちに直結した教

育ですJ (D社)

ところで，先にメンテナンス労働の特徴を検討したが，メンテナンス労働における経験的要

素の存夜は， OJTによる技能・技術の習得を余儀なくさせている o しかし他方で，科学的・技

術的要素の増大は， Off' JTによる教育訓練の必要性を高めている。その最たるものが， D社

人材開発センターの「高度技術教育」である。それは，たとえば複雑な故障の原閣を発見する

のに必要な解析技術等の教育であり，従来はスタッフ(技術者)の職務・範囲内であった。

れ階層部教賓と管理・監督者教育 (0仔・ Jτ)

教育訓練の今日的特徴の一つに昇進・昇格管理との結合がある o 階層別教育訓練にとくにそ

の傾向が強い。表 2-1，表 2-2にみるように，階層別教育訓練のコースでは資格や職位に対応

して教育訓練が配置されている。とくに，上位の資格(主事以上)や役職位(主任，係長)へ

の昇格・昇進には，教育訓練は不可欠で、ある。たとえば，主事の昇格には所属長の推薦，学科

試験，論文，部接が必要で、ある。それを諜レベル→工場レベル→製鉄所レベルの顕にクリアす

るのである。製鉄所レベルをクリアしてはじめて主事に昇格することができる。ハードルは，

主担当(主導主の前)に昇格するときよりも数段と厳しい。ただし，逆ピラミッド型の労働力構

成のもとでは，主事資格者がもっとも多くなっている。

一方，役職位(主任，係長)への昇進には r主任候補者研修」と「係長候補者研修」が必要

である o そのためには論文と面接が必要であり，それを目指した「受験勉強」が「職場」で激

イじする G たとえば，職場の上湾は部下が合格するように「本番前に何回も論文を書かせるJが，

それは「厳しいもの」であり r徹夜で論文を書いてもってきても突っ返される」という。しか

し rそうした経験をしているので，俺はお前ら(一般工)とは違うという自覚が生まれる」と

いう。(以上，元M係長)

こうした位置づけゆえに，主任候補者研修と係長候補者研修はきわめて重要な意味をもって

くる。そのため，かつては，主任候補者研修は主任専科と併せて，また係長候補者研修は係長

専科と併せて行われていた。役職に必要な管理教育だけでなく，技術教育(専科)も併せて行

われていたのである。しかし，そうしたあり方は最近大きく変化してきている。たとえば，

任専科はすでにないし(表 2-1)，また，教育訓練期間は大幅に短縮している。以下では， 1980 

年代以降の主在候補者研修と係長候補者研修の変還をみることにする。

(1) 1980年代(1987年まで)

この当時の工長候補者研修(1997年から主任候補者研修)は， 1.5カ月の全日常IJの研修であっ
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た。研修内容は，①工長の職賓と役割の認識，② 1)ーダーシップの養成，③労務管理・原価管

理・安全衛生管理の研修，④自工程，前後工程，関連工程の技術知識の研修等である。このさ当

時は工長専科はなく，④のような技術教育が候補者研修の中に含まれていた。

作業長候補者研修 (1997年から係長候補者研修)は作業長専科と併せて行われていた。

研修期間はそれぞれ 3カ月 4カ月の全日常uであった。そのため，作業長候補者は長期間，職

場を離れることが多かった。作業長候補者研修は労務管理・原価管理・安全密生管理など「管

理・監督に関する教育」であり，作業長専科は「操業技術上の知識及びそれに関連する知識」

など「技術に関する教育」であるo 前者は製鉄所レベル，後者は全社レベルの教育であった。

(2) 1990年代 (1988年から 97年まで)

この当時の工長候補者研修は工長専科と併せて，また作業長候補者研修は作業長専科と併せ

て行われていた。工長候補者研修は 100時間，エ長専科は 150時間であった。前者では主とし

て管理・監督教育(人間関係論，問題解決訓練，仕事の効果的な進め方，安全管理，経理・原

価管理)が，また後者では主として技術教育(機械・電子学，計装・制御，油圧，設備保全，

自工程操業関連知識技術)が行われた。…方，作業長候補者研修と作業長等科はそれぞれ 200時

間， 300時間の研修であった。前者では主として管理教育(管理技法知識 1)-夕、、ーシップ論，

管理実務知識，関連部門・工程の理解)が，後者では主として技術教育(前後・関連工程の操

業専門技術知識，自工程操業関連技術知識)が行われていた。

以上から分かるように，いずれの研修も 1980年代よりもはるかに短くなっている。しかし，

それでもなお前者(工長教育)で1カ月，後者(作業長教育)で2カ月の研修である。当時の

自動車A社と比べると，管理教育は 200時間前後とさほど変わらないが，技術教育は圧倒的に

長いのである。

(3) 2000年代(新人事制度導入の 1997年以降)

この時期になると主任・係長研修は大きく変化した。その第 u土，主任・係長の昇進直後に

行われていた「主任研修J r係長研修Jが廃止され，それに代わって「主任フォローアップ。研修」

「係長フォロー研修J (就柾3年日)が配寵された。これらは「マインド」教育として位置づけ

られているが，単に「モラーノレ維持」や「相互啓発Jを行うだけでなく r主任としての指導力

向上」や「係長としての管理能力の深化」を図っている。ただし，それは全日常uの集合教育で

なく，与えられたテーマを各自・各グループが検討し r期日までにまとめて報告する J (A氏，

46歳)というものである。第 2は，かつての工長・作業長教育の中心をなしていた「工長候補

者研修・工長専科J r作業長候補者研修・作業長専科」が短縮ないし廃止された。すなわち，

任候補者研修，係長候補者研修，係長等科はそれぞれ (128→) 9日， (25日→)14日， (1. 25 

カ月→) 1カ月に縮小され，主任専科は (18日→ 0)廃止された。もっとも，主任等科の代わ

りに 昇格に通信教育 5科目を課しており，そういう意味では技術教育が軽視されたわ

けではない。第 3に，約 4分の 3に減った主任候補者研修は「監督者としての心構え・安全の

知識」など「管理の基礎」を教育するだけになり，後は「主任フォローアッフ。研修」などで「指

導力」をフォローすることになった。しかし，それは先に述べたように，全日常jの集合教育で

はないのである。第 4に，係長においても，技楠教育(係長専科)よりも管理教育(係長候補

者研修)の縮小の方が大きく(前者が5分の 4へ，後者で5分の 3へ縮小)，それを「係長フォ



企業内教育の今日的特徴 205 

ロー研修」でパックアップする形を取っている。

以上， 1980年代から今日に至る主任教育 (IB工長教育)と係長教育(旧作業長教育)の変還

をみてきたが，最大の特徴は，研修期間の大幅な縮小，なかんずし全日制の集合教育の縮小

である。その涼闘はリストラ・スリム化によって，主任・係長候補者が長期間，職場を離れる

ことができなくなったことである。今日のリストラの進展状況を考議すると，短期間の職場離

脱も閤難かもしれない。そういう状況下で，係長候補者に対する 1カ月の技術教育(係長等科)

は注毘に値する。主任専科も通信教育(自己啓発)によって代替されていたのであるから，そ

ういう意味では，鉄鋼業の主任・係長教育において，なおかつ技術教育が重視されていること

がよく分かる。自動車A社における「専門技能修得制度J のA級の研修期間(5日)と比べれ

ば， Off.]T形式の技術教育が庄倒的に長いことが分かる。開じ役職位でも，主任は自らが作

業に関わる末端職献であるため，技能・技術教育はきわめて重要である。また，一方の係長は，

職場における労務管理・原価管理の統轄者であるが，同時に，生産管理の統轄者でもある。そ

れゆえに，彼には「自工程及び、前後・関連工程」に関する技術的知識が要求されるのである。

5， OJTの今a的特徴と課題

(1) 職場教育と O]T

教育訓練には，これまで述べてきた会社レベル・製鉄所レベルだけでなく，工場(諜)レベ

ル・係レベル・瑳レベルの教育がある。工場(課)レベルの教育も，全社レベル・製鉄所レベ

ルと同様に Off.]Tである。工場長や課長が中心になって「安全教育」や「新設備稼働に関す

る教育」などを行っているo もっとも，この種の教育は工場(課)だけでけでなく，他のレベ

ルでも行われているが， もっとも多いのはこの工場(課)レベルにおいてである。そこでは「安

全意識を植え付けたり，高めたりする教育J(T氏， 58歳，元作業長)などが， Off.]T形式で

行われているのである O なおかつては，工場(課)レベルで「原備管理j や 'QCJなどの教育

も行っていたが，今は製鉄所レベルに移されている。

つぎは，係・斑レベルの教育であるが，それは係長・主任を中心とする「職場教育」である。

その大半は O]Tであるが，中には会議室等を利用した Off.]Tもある o もっとも，形態は様々

である。以下にそのいくつかを紹介しておこう。

1つは，ローテーションによって，教育 (O]T)する方法であるo 多能工は主にこの方法で

形成される。班レベルのローテーション(要員配置)は主任の権眼に属するが，多能工化の水

準が班を超えて係レベルに拡大すると，それは係長の権限に属する。 2つは，技術に関する教

育である。新設備に関する教育は職場の全員が対象である。そこでは主径が中心となって教育

が行われる。教脊方式は「一つのテーマを一緒に勉強するJ (S氏， 54歳，元係長)というやり

方である。それは「インフォーマルな Off.]TJにみえるが， S氏によると「ラインレベルの

教育だから O]Tなのだ」といっ。 3つは， トラブルが生じたときに行う職場教育である九そ

れは，まず当事者に「トラフゃル報告書」を審かせ，それをベースに職場(班)で検討が行われ

る。「侭が原因か。設備が駄目なのか，作業標準が駄自なのか，撤底的に検討して，改善計画・

を作成するJ (S氏)。ここにみる教育方式も通常の O]Tと異り，インフォ…マルな

Off. ]TJにみえる。しかし，職場レベルでは O]Tとして扱われている。 4つは，会社の方針・

目標を工場→課→係→班の)1演で具体化・詳細化していくが，その際に職場教育 (O]T)が要求

されることがある。この場合の教育も通常の O]Tとは異なっている。
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以上，職場教育 (OJT)のいくつかの形態をみてきたが，注目すべきことは，われわれが通

常イメージする OJTとは異なる 'Off'JT的な OJTjニニ「インフォーマルな Off'JTj的な OJT
が多〈含まれていることである。

(2) 目標管理制度(キャリア指導シート)と OJT

新人事制度(1997年)の導入以蜂， C社では個々人の「能力の伸長」が改めて重視されるよ

うになった。その現れが，本節の 2で述べた教育訪11棟(通信教育，実践碁礎学セミナー，公的

技能資格)と人事制度(資格昇格・役職伝命)の結合であり，またこれから述べる目標管理制

度 (managementby object) とOJTの結合である。目標管理制度とは，本来，労働者一人ひ

とりが，目標を設定し，それに向かつて自己努力・白日務発するものである。それは OJTと結

合することにより， OJTをより効果的にする o この目標管理制度はすでに 1980年代に導入され

ていた。しかし，当時のそれは「自己申告(目標)を上司と一緒に話し合うことはなく j，その

内容も「将来の生活設計や出向に関する」ことが中心であった。そこには「能力をどう伸ばす

かという視点は弱かったJ (C社K製鉄所)0 このように， 80年代の目標管理制度は OJT(自己

啓発)に対するインパクトは弱かった。

ところが，新人事制度の導入以降，自標管理制度と OJTの結合は強まりつつある。上司との

話し合いの中で'1年間の能力アップのレベルを決めj，それに向けて自己啓発をするのであるo

そのもとになるのが「キャリア指導シート」である。たとえば，現場の労働者(操業・整備職

務従事者)のシートの指導項目は，①「安全j，②「仕事に関する遂行能力の向上j，③

以外の遂行能力の向上j，④「リーダーシッブ・下位者の指導養成」からなっている。②と③は

さらに縮分化飽きれ，前者は「企闘，改善，部意工夫，業務課題(歩留まり・品質・コスト・

原単価)の向上j，後者は「多能化， 自主義備，研修，資格取得」となっている。それぞれの項

目ごとに「今後 1年間の目標」と「過去 1年間の成果と達成度」を記入するが，その欄は本人

と上司用にわかれている。

上記から分かるように，指導項目は広範囲にわたる。とくに，②と③の指導項目は詳細で、あ

る。しかし，各項目が会社の意図どおりに書かれているかというと，必ずしもそうではない。

かなり大ぎつはである。そういう意味では，キャリア指導シートは自標達成を「強制JI半強制Jj

するものにはまだなっていない。目標管理制度(キャリア指導シート)と OJTの結合は，まだ

その絡についた段階， といえようか。

以上，キャリア指導シートと OJTの関係を述べてきたが，この他にも OJTを活性化する方

法として， 'AC活動(トップダウン方式の QC活動)を通じたスタッフとの交流促進j I訪11続中

の手替わり要員としての特人機動人員の活用」などがある。

(3) OJTのOff'JT化一一CAI，搬送システムモデルの開発一一

前項でOJTを活性化する方法について述べてきたが，それを裏返せば，荷らかの手段を講じ

なければ， OJT方式による教育が圏難になっている，ということである。訓練中の手替わり要

員として I特人機動人員j の活用が提起されたのもそのためである。

OJTが行き詰まってきた最大の要因は，リストラによる要員削減であるoそのことによって，

指導員の確保はもとより，長期的な OJT，あるいはローテーションを通じた多能工化が困難に

なったのである。そのことについて，鉄鋼D社の人材開発センターは「要員削減やその他の影
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響でOJTは万能でなくなっているムとくに 期減でじっくり仕事を教えることができな

くなっている」と述べている。

もちろん，理由はそれだけでない。急速な情報技術革新や顧客ニーズの多様化などが複合的

に絡み合って， OJTが行き詰まってきたのである。

D社の CAI(Computer Assisted Instruction)と「搬送システムモデル」は，まさにそうい

う状況下で生まれた。前者はコンビュータ支援の教育訓練システムで，従来， OJTで習得して

いた基本動作を，コンビュータによるシミュレーションで習得させるものであるo 現在は「炉

前の CAIの教材を開発し，基本動作を覚えさせているJ (人材開発センター)という。また，後

者は班Eイじゃ情報技術革新によって従来の OJTでは教えきれなくなった技能・技術を I人材

開発センターの撮送システムモテ、、ルで演習，習得させる」ものである。こういう方法によって

「演潔をしなければ，現場が動かなくなってきたJ のである(人材開発センタ

人材開発センターが「これも一種の Off'JTで、す」というように，両者はともに OJTに代わっ

て新たに開発された Off'JTである。このような OJTから Off'JTへの転換はもちろんごく

一部にすぎないが，この事実はわが国の人材育成システムが大きな転換期を迎えていることを

如実に示している。

注)

1)この「トラフ'ル報告書」は他夜などの関連部署に全部回覧され，悶ーまたは関連のトラフ事ル防止に役立っ

ている。職場教育には，この外にも作業終了後に行う「日々のミーテイング」などがあり，技能・技術の向

上に役立っている。なお，職場教育ではないが，同ーのポジションの各組の担当オベレータが半年に一度集

まる「ポジション検討会J，設備の新設・改造時に行われる「プロジェクト活動」なども，オベレータや保全

ヱの技能・技術向上に大きな役割を果たしている。これらのことに関しては，土屋夜樹「大手製鉄所製造職

場の作業組織と人材形成J 日本労働研究機構 f鉄錦業の労使関係と人材形成J1997年に詳しい。

むすびにかえて一一OJγ とOff.JTの新たな関係

わが国の人材育成システムは OJTが基調であり， Off'JT はその補足手段であるという意見

がある O その代表的論者である小池和男は， OJTこそは「不確実性をこなすノウハウJであり，

「現代日本経済の競争力の源泉のひとつ」である， という。また， Off'JTについは OJTの「補

足手段であり，仕事経験を整醸し体系化する」にすぎない，ともいう九後者については異論が

あるが，わが国の人材育成システムが，従来， OJTを基調としていたことは確かで、ある。しか

し，この日本的人材育成システムは，現在，曲がり角にきている o 企業内においても，それは

行き詰まり， Off' JTとの新たな関係カf模索され始めている。

本章ではこれまで検討してきたことをベースにしながらも，新たに電機産業の事例を加える

ことによって， OJTとOff'JTの新たな関係を考察したいと思っている。

本論の中で住目されたことの 1つは， Off' JTの重要性が従来よりも一段と高まったことで

ある。たとえば，教育訓練体系図にある「フォーマルな Off'JTJ (会社，製鉄所，工場・諜レ

ベル)は，管理・監督教育，昇進・昇格教育，技能・技術教育，あるいは精神教育(ロイヤリ

ティ，企業帰属意識)などにおいて様々な機能を発揮しているが，それらは決して OJTによっ

て代替できない，独自なものであった。

では，小池和男が 'Off'JT は補足手段である」と述べた，技能・技術教育の分野において
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はどうであろうか。この分野においても， Off' JTの重要性は一段と高まっている。その最大

の要因は， ME'情報技術段階における労働の変化である。鉄鋼業では， I日来の経験的熟続，制

御労働，制御指示が減少し，それに代わって ME'情報技術に関する知識・技術が必要になって

いるが，それらは Off'JT形式の技能・技術教育を強く要求している。

この技能・技術教育の高まりは，農業によって差異がある o たとえば，自動車よりも鉄鋼業

にこの傾向が強いが(第 2章第 2節 2， 4)，電機産業においてはさらにそれが強い。電機メー

カーのE社人材開発センターによると，情報技術革命は労働のあり方を大きく変え r①機械・

設備，電気・電子の仕組みを理解し，それを動かす能力，②ラインの全体が見れる知識とメン

テナンスの能力，争以上のことに関わる機械工学，電気・電子工学，情報工学に関する知識」

を要求し始めた，という。この種の知識，技能・技術の習得には， Off' JT教育はきわめて有

効である。当然のことながら，それは rOJTの補完物でなく， もっとアクティブなもの」であ

る。それは「経験を務理する面もあるが，決してそれだけではなく J，知識・技街のレベルアッ

プの手段として，また問題解決能力を高める手段として位置づいているのである。 (E社人材開

発センター)。

第2に，上に Off'JTが重視されている様を述べたが，それはそのまま Off'JTの量的拡大

に直結したわけではない。不況下に生じた経費削減下において rフォーマルな Off'JTJ (会

社，製鉄所，工場・課レベル)もまた縮小したのであるo たとえば， 1990年代から 2000年代に

かけて，主任候補者研修は 12Bから 9日へ，係長候補者研修は 25日から 14日へと減少した(第

2章第 2節 4)。その最大の理由は 1)ストラ・スリム化によって，主任・係長候補者が長期間，

職場を離れる余裕がなくなったことである。

しかし，教育期間の縮小が著しかったのは管理教育であって，技術教育は必ずしもそうでは

ない。主任・係長候補者に対する技能・技術教育は，通信教育あるいは係長専科という形で祖

保されたのである(第 2章第 2節 4)。技術の高度化がOff'JT形式の技能・技術教育を必至化

し，そのことが減少に歯止めをかけたのである。同様のことは電機産業においてもいえる。 F

社では「不況下で企業が生き残るには，従業員に対する技術教育がどうしても必要」であると

いうことから， rOff' JTは逆に増えているJという。同社では r従業員を遠く関西の人材開

発センターに派遣するのでなく，逆に講師にきてもらう J ことによって，経費出減に対応した

のである。このような技能・技術教育 (Off'JT)がOJTの補足手段でないことはいうまでも

ない。

第3に rフォーマルな Off'JTJは金のかかる教育であり，不況下では縮小される可能性が

強い。それに対して「インフォーマルな Off'JTJは経費が少なくてすむため，比較的容易に

行われる可能性は高い。「インフォーマルな Off'JTJ とは，たとえば，係・班レベルにおいて

上可が部下に対して行う職場教育であり r職場の Off'JTJともいうべきものである。それは

「フォーマルな Off'JTJよりも OJTとの接合性が高い。テーマも仕事に直結したものが多く，

「問題解決能力や創造力の形成に富んでいるJ (C社)という。鉄鋼業においては，会議室など

を利用した「テーマ研修Jr勉強会Jr職場集合教育Jrメーカー研修」などがそれに棺当する。

(第 2章第 2節 3， 5) 

ところで r職場教育」にはもう一つの形態の「職場の OJTJがある。職場教育ではそれがメ

インであり，大半をおめている。この「職場の OJTJは技能・技術教育，安全教育，多能工化

教育と多様な分野に存在する。しかし，それは通常の OJTと異なり， rOff' JTJ1f:j，すなわち
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「インフォーマルな Off-JTJと化しつつある(第 2章第 2節 5)。近い将来，これらが「イン

フォーマルな Off-JTJの正式な仲間入りをするならば， Off -JTの地位・比重はさらに高ま

るであろう。

第4に，わが鴎の人材育成システムの中軸を占めてきた OJTが行き詰まり，万能ではなく

なったことである。その最大の要因は，職場における要員削減・スリムイむと労働過程の ME化・

コンピュータ化である。とくに，要員削減は指導員の確保はもとより，長年月をかけた OJTの

遂行を臨難にしている。この点については本論でみたとおりであるが(第 2章第 2節 5)，さら

に電機産業G社の事例によって補足しておこう。

G杜の「ユニパーシティ Jは， 1997年に同社の技術短期大学校と技術研修所を統合して発足

した。そこの校長の話によると，かつては「上司が手取り足取り教えてくれた OJTは，今日で

はその余裕がなくなった」という。その最大の原国は，要員削減による時間的余袴の欠如であ

るが，そのほかにも「顧客ニーズの多様化，商品サイクルの短縮化，技術革新の急速f~J など

が複合的に絡み合って生じたという。たとえば，顧客ニーズの多様化は rOJTを断片化し，そ

れがあっち飛ぴ，こっち飛びしてJ，系統的な遂行を臨難にしている O そういう状況下では，従

来の OJTに代わる Off-JTの開発が緊急、の課題になっているo とくに，従来，実践的な OJT
で培われてきた「改善提案カ・改善実行力」や「トラブル分析力・解決力J などが急、務であり，

同校では新規に開発した Off-JT形式の「技能系技術研修」によって，それを代行しているo

このように OJTが行き詰まり，それに代わって Off-JTが開発されるということは，これま

でになかったことである。このような事実・事態ほど， OJTを蒸調とするわが国の人材育成シ

ステムが転換期にきたことを如実に示すものはない。日本的人材育成システムの転換は，終身

雇用制の崩壊や労働市場の流動化によってもさらに促追されているのである。

第5に， OJTとOff-JTの関係は，小泌和男がいうように「仕事経験 (OJT)のあとに，短

期コース (Off-JT) J2)というように姐定して設定されているわけではない。そのあり方はきわ

めてフレキシブルである。すなわち，両者の組み合わせは r知識がなければ仕事ができないも

のは知識から入り，少し経験が必要なものは経験後に知識を加えるJ(電機E社)というように，

きわめてフレキシブルであるo 知識 (Off-JT)だけでも，経験 (OJT)だけでも技能は習得で

きず r経験 (OJT)をする，そこに新たな知識 (Off-JT)をつける，それをまた経験する」

というように，両者の繰り返しによって初めて技能・技術が習得できるのである (E社人材開

発センター)。

このように， Off-JTは技量形成の必要不可欠な手段として位竃づいている。たとえそれが，

仕事経験 (OJT)の後に行われる場合でも，単にそれまでの仕事経験 (OJT)を理論化・体系

イじするだけでなく，その後の問題解決能力を高めるし，またそれ以上に，上位の仕事につくた

めの知識・技術のレベルアップの手段として不可欠である。

第6，最後に，これまでに明らかになった Off-JTの地位の高まりは，何を意味しているの

fごろっカミ。

わが国の OJTを芸春調とする人材育成システムは，企業内に長期藤用・包摂される碁幹労{動力

の育成方法として，内部労働市場の形成に強〈寄与してきた。それは Off-JTよりも OJTの方

が適合的・効果的であったが， Off -JTも内部労働市場の形成に補先的ではあるが関わってき

た。しかし， Off -JTの地位が高まるということは，企業内の教育に代わって，企業外部の教

(Off -JT)の活用が活発イちすることを意味しているヘ
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この企業外部の教育訓練は，企業内の教育とは逆に企業からの拘束力が弱し企業閉鎖的な

能力形成や企業帰属意識の形成から距離をおいているo そのため，そこには企業から距離をお

いた職業能力の形成と，企業にとらわれない考え方が形成されやすい。このような特徴を内包

するがゆえに，企業外部の教育訓練の活用は，自己完結的な世界と企業内部だけで通用する技

能形成システムのあり方に変容を迫らざるを得ないのであるo

では，そのことによって内部労髄市場型の人材育成システムが崩壊し，外部労働市場型の人

材育成の可能性が示されるのであろうか。

企業外部の教育訓練の活用が企業内部のそれを上留れば，その可能性は高まるかもしれない。

なぜなら，企業外部の教育訓練の高まりは，将来的に「共通部分は外部に任せたり，あるいは

共同で行う J (G社)というように，教育訓練の社会化やオープン佑を進めるからである。その

ことは企業にとらわれない人材形成をもたらすであろう。しかし，その一方で、「応用能力の形

成には社内での OJTや Off'JTが絶対に必要で、あるJ (G社)ということも確かで、あろう。そ

ういう状況下では，企業外部の教育訓練は，なお内部労働市場を補完すると思われる o しかし，

その度合いは現在よりもはるかに弱いであろう。

注)

1 )小池和男『日本企業の人材形成』中公新毒事， 1997年 頁 ， ii頁， 86 Jio 

2 )向上巻， 86 Ji。

3 )企業外部の教育の活用の増大については，木村保茂「変容する日本的人材育成システム」北海道大学高等

教育機能開発総合センタ w生涯学務研究年報第 5号 企業社会と教育訓練J1999年， 17-19 Ji， 29-30支

を参照のこと。


