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不況期のコア人材育成
―不況期に人材は現場で磨かれる―
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Point
1 不況期の人材育成は「実務経験を通して仕事の中でどう育てるか」が大切である。
2 不況期の現場には学ぶことが多く、個人の経験から組織知にしていくことが望ましい。
3 不況期の厳しい環境を克服した人は、新たな難局に直面するときにも、過去の経験が活きてくる。
4 人材開発部門は研修の実施主体から、仕事を通じての学びを支援する主体に変わる必要がある。
5 長期的視点で育成に取り組めば、人材開発部門にとって育成ノウハウの蓄積になることが期待で

きる。
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はじめに

企業では不況期になると人材育成の施策を見直

す傾向が見られる。今までの育成策が、研修を中

心とした費用と時間がかかる投資型の場合、不況

期にはその投資が控えられたり、見直されたりす

るのはやむをえないことである。

本来、企業には実務経験の蓄積や知識やスキル

を付与する研修を通して、人を育てる仕組みがあ

る。

昨今のような不況期に機能させるべき人材育成

のシステムは、費用と時間がかかるような研修で

はなく「実務経験を通して仕事の中でどう育てる

か」ということではないだろうか。

本稿では、不況期こそ人を育てる絶好の機会と

捉え、社内の人材開発部門が人材育成において果

たす役割について考察する。

１． 組織内部で人を育てる日本企業

―その中の人材開発部門―

従来、日本企業における人材育成は研修及び長

期雇用を前提とした実務経験の蓄積によって内部

で行われてきた。図表１のように、欧米と比べて

も１つの企業に長く勤務することが多く、それは

企業の内部で人脈や知識を蓄積した人材を長期に

わたって育てることと連動してきた。こうした中

で育成された人材は、その企業の中で代え難い存

在となっていき、将来にわたり事業を担う核とな

る“人財”に成長していった。

このような育成環境において、人材開発部門は

主として研修の企画と実施を行ってきた。研修で

は各職能と階層に必要な知識を付与する場を提供

したが、外部講師を招聘すると出講費がかかり、

実施のために社外の施設を借りると会場費もかか
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図表 1 現在の会社を含めこれまでに勤務した企業数

注 1：アルバイト、研修、出向等を除く
注 2：図表１は日・独・米の従業員 1,000 人以上の企業で、人事・営業・経理などのホワ

イトカラーの部課長層を対象に調査時点までに現在の会社を含めて勤務した企業の
数を調査した。日本は現在の会社のみに勤務している部課長が 81%を占めている

出所：小池和男、猪木武徳（編著）「ホワイトカラーの人材形成－日米英独の比較－」P251,2002 年

り、また、参加者の業務時間を一時的に奪うもの

であった。

一方、実務の中で仕事を教えるという意味での

OJT（On the Job Training） は現場任せとなって

いた。上司や先輩が部下や後輩に期待される基本

動作や知識を直接教え定着を図るものだが、それ

さえも十分機能していないという現実もある。ま

してや新しい仕事を任せたり、修羅場経験を意識

的に積ませたりしながら学びを得ること、また、

そういった経験から個人が得る学びを組織知にす

る取組みを長期的に展開している例は少ない。人

事異動の連続が結果として個人の仕事経験の幅を

広げていたケースが多い。仕事の中で人を育てる

ことへの人材開発部門の関与は、研修の企画・実

施に比べて少なかったようだ。

2．不況期の現場には学ぶことが多い

長期雇用を前提とした中で人を育てていく時、

その施策は研修に代表される投資型の人材育成だ

けではないはずだ。今のような不況期には、仕事

を行う現場での経験から学びを重ね、それを個人

と組織の共有資産としながら共に成長していくあ

り方が期待される。この不況期の仕事場面（現場）

にこそ、将来有望な人材に積ませたい経験とそこ

から学ばせたいことも多くあろう。

（1）不況期を学びの材料に

不況期の現場は、モノが売れない、経費がかけ

られない、人員も減らされるなど、厳しい環境下

で成果を出すことが求められ、先人から踏襲した

今までのやり方が通用しなくなってくる。試行錯

誤をしながら取り組むことで、現場を多くの学び

の材料としながら自ら学ぶことができる。

仕事経験が人を成長させることは、神戸大学

金井壽宏教授の著書『仕事で一皮むける』（光文

社新書）でも指摘している。例えば一皮むけた経

験談として、運輸・通信業の経営幹部が業績不振

の子会社へ転出し、事業解散や業績改善の指揮を

取った話がある。そこでは貸し切りバス事業の解

散業務を円滑に進めるように使命を受け転出し
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た。この貸し切りバス事業は過当競争で、累積赤

字が十数億円あったので、彼は現場を回ってヒア

リングし、現状把握から解決策を考えることにし

た。更に、現場には各課の課題を出してもらって、

その課題をどのように克服するかを発表させた。

併せて組合対策も大きな問題だったが、彼は組合

に対して「今は会社だ、組合だと言っている時代

じゃない。これまで 10 人でやっていたことを８

人でやってくれ。そうでないと会社はもたないの

だ」と伝えた。厳しい経済環境の中で協力の必要

性を訴え、会社存続のため人員削減することを理

解してもらった。

彼はこの出向経験から視野や守備範囲が広くな

ったこと、プレッシャーもあったがそれを克服し

てプラスの経験になったと語っている。

仕事の中で困難な状況や初めての事態に遭遇し

た時、人は知恵を絞りその苦境をなんとかして乗

り越えようとする。苦境を乗り越えた経験は次に

つながる多くの示唆をもたらしてくれる。

（2）不況期の経験が、次の不況期に活きる

不況期の厳しい環境を克服し、そこから自分な

りの解決法や実行力を身に付けた人は、後に新た

な難局に直面するときにも過去の経験が活きてく

るのだろう。

本田技研工業（株）の福井威夫社長は日経ビジ

ネスでのインタビュー「原点に立ち返り、危機と

戦う」（2009 年 1 月 26 日）で、不況の経験を次

に活かすことをこう述べている。

「創業者や 2 代目の社長の話を聞いても、厳し

い時期があった。だから我々も、『危機を乗り越

えてやる』という思いでやっている。ホンダの原

点は、様々な危機を乗り越えてきたことにある。

（中略）1970 年代に、“シビック”がヒットした

後にも厳しい時期もあった。当時、私は本田技術

研究所の研究員だったが、大変だった。それをど

うやって克服してきたのかは、自分で分かってい

る。危機を乗り越える際に大事なのは、管理職で

ある部室長や課長など、現場を率いる人たちのリ

ーダーシップだ。（中略）現場のリーダーだけで

なく、みんなが力を合わせて、戦っていくしかな

い。」

過去の厳しく苦しい経験から学んだことを、今

直面する新たな難局の打開に活かすことは組織内

部に蓄積された知恵を移転し応用することでもあ

る。それが人を通じて脈々とつながり、実行と結

果を出す組織は強い。その中で人材も磨かれてい

くのだろう。

3．現場での学びを支援する上で人材開発部門

に求められる役割

現場における良質な学びとそこでの人の育成に

人材開発部門はどのように関わっていけば良いの

だろうか。人材開発部門は、従来のような研修を

実施するという主体から、仕事を通じての学びを

支援する主体に変わる必要がある。これからは職

場での学びに人材開発部門が積極的に関与してい

き、事業部を支援していく立場になることが求め

られよう。

現場で学ぶ時は仕事の延長線上で取り組むた

め、研修のような投資は必要ない。外部講師や研

修会場を用意する必要もなく、日常での仕事の中

に多くある学びの材料に着目することが先決とな

る。

人材開発部門は、経営戦略に基づき研修企画に

留まらず、人材開発施策を提案していくことが期

待される。その際、事業部のニーズを把握した上

で、それに沿う企画を考える所に人材開発部門の

存在価値と専門性がある。その前提には、事業戦

略と連動する人材戦略がなければならない。各事

業部における人材戦略の検討段階でも支援してい

く必要があるだろう。こうしたことが、人材開発

部門の役割を果たす基盤となる。

4．長期雇用を背景とした内部育成は日本企業

の強み

上記で指摘した人材開発部門の役割は、欧米と

比較しても長期雇用の日本企業だからこそうまく
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好 

況 

期 
研修 

現場で学ぶ 

過去の経験を活かして 
次の不況期からの早い 
回復と好況期の持続を 
実現する 

不 

況 

期 
好況期、不況期の学びの 
サイクル 

図表 2 景気の循環と人材育成

出所：筆者作成

機能するだろう。長期的視点で育成に取り組むた

め、不況期に蓄積した学びを組織知として次の不

況期に活かすことができる（図表 2）。更に、人

材開発部門が現場の事業ニーズに基づいて育成施

策を考えることは、人材開発部門にとっても、育

成ノウハウの蓄積になることが期待できる。

今期は予算が厳しいから研修は実施できないと

考えるのではなく、目の前にある不況期の現場を

絶好の育成機会と捉えると新たな打ち手が見えて

くるかもしれない。

松下幸之助の言葉に「好況よし、不況さらに

よし」がある。

これは、好況時は設備や研究開発に投資できる

が、不況時は知恵を絞って斬新な技術開発などが

生まれる好機となるという意味で使われる。今回

の不況を「不況さらによし」と捉えて人材育成に

取り組むことを提案したい。
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