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株式会社 豊田自動織機
ᰴᘧ♫㇏⏣⮬ື⧊ᶵ
従業員一人ひとりを大切にしたキャリア形成の施策をベースに、
 ᚑᴗဨ୍ேࡦࡾࢆษࡋࡓ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢ⟇ࢆ࣮࣋ࢫࠊಶேࡀᡂ㛗ࡋࠊ♫
個人が成長し、
会社が発展することで、モノづくりを日本に残し、
ࡀⓎᒎࡍࡿࡇ࡛ࠊࣔࣀ࡙ࡃࡾࢆ᪥ᮏṧࡋࠊᅜࡸᆅᇦ♫㈉⊩ࡋࡲࡍ
国や地域社会に貢献します
ᰴᘧ♫㇏⏣⮬ື⧊ᶵ

 ᴗ⤂

企 業 紹 介

◉弊 社は大 正15年(1926年)

 ᚑᴗဨ୍ேࡦࡾࢆษࡋࡓ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢ⟇ࢆ࣮࣋ࢫࠊಶேࡀᡂ㛗ࡋࠊ♫
  ᘢ♫ࡣṇ
15 ᖺ(1926 ᖺ)㇏
に豊田佐吉により設 立され
ࡀⓎᒎࡍࡿࡇ࡛ࠊࣔࣀ࡙ࡃࡾࢆ᪥ᮏṧࡋࠊᅜࡸᆅᇦ♫㈉⊩ࡋࡲࡍ
⏣బྜྷࡼࡾタ❧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⤌⧊
ました。組 織 は３本 部、６
ࡣ 3 ᮏ㒊ࠊ6 ᴗ㒊ไ࡛ࡍࠋ࡞〇
事業部制です。主な製品は
ရࡣᴗᙜࡽࡢ⧄⥔ᶵᲔࠊ⏘ᴗ
 ᴗ⤂
創業当時からの繊維機械、
 産業車両、自動車、エンジ
ᘢ♫ࡣṇ 15 ᖺ(1926 ᖺ)㇏
㌴୧ࠊ⮬ື㌴ࠊ࢚ࣥࢪࣥࠊ࣮࢚࢝ࣞ
⏣బྜྷࡼࡾタ❧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⤌⧊
ࢡࢺࣟࢽࢡࢫ〇ရࠊ࣮࢚࢝ࢥࣥ⏝
ン、カーエレクトロニクス
ࡣ 3 ᮏ㒊ࠊ6 ᴗ㒊ไ࡛ࡍࠋ࡞〇
ࢥࣥࣉࣞࢵࢧከᒱΏࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
製 品、カーエアコン用コン
ရࡣᴗᙜࡽࡢ⧄⥔ᶵᲔࠊ⏘ᴗ
ᚑᴗဨࡣ㐃⤖࡛⣙
5 ேࠊᅜෆ༢య࡛⣙ 1.3 ே࡛ࡍࠋ
プレッサと多岐に渡っています。従業員は連結で約５万人、国内単体で約1.3万人

㌴୧ࠊ⮬ື㌴ࠊ࢚ࣥࢪࣥࠊ࣮࢚࢝ࣞ
です。
ࢡࢺࣟࢽࢡࢫ〇ရࠊ࣮࢚࢝ࢥࣥ⏝
ࣉࣟࣇ࣮ࣝ
事業内容（業種） 輸送用機械器具製造業
プ ロ フ ィ ー ル ࢥࣥࣉࣞࢵࢧከᒱΏࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᴗෆᐜ ㍺㏦⏝ᶵᲔჾල〇㐀ᴗ
    ᡤᅾᆅ
ឡ▱┴ ส㇂ᕷ
所在地 愛知県刈谷市
ᚑᴗဨࡣ㐃⤖࡛⣙
5 ேࠊᅜෆ༢య࡛⣙
1.3 ே࡛ࡍࠋ

従業員数
13,287人
（男性12,352人、女性935人、非正規雇用社員76人）
ᚑᴗဨᩘ 
ே㸦⏨ᛶ

ேࠊዪᛶ  ேࠊ㠀ṇつ㞠⏝♫ဨ  ே㸧  
平均年齢
37.9歳
（2014.3.31現在）
ࣉࣟࣇ࣮ࣝ
ᖹᆒᖺ㱋 
ṓ㸦
ᖺ
 ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧

ᴗෆᐜ ㍺㏦⏝ᶵᲔჾල〇㐀ᴗ     ᡤᅾᆅ ឡ▱┴ ส㇂ᕷ
ᚑᴗဨᩘ  ே㸦⏨ᛶ  ேࠊዪᛶ  ேࠊ㠀ṇつ㞠⏝♫ဨ  ே㸧  

࠙࢟ࣕࣜᨭࡢྲྀ⤌ࠚ
ᖹᆒᖺ㱋  ṓ㸦
ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧
ࢃࡀ♫ࡢ⌮ᛕ࣭᪉㔪
キャリア支援の取組

わが社の理念・方針（2020年ビジョン）

 ᖺࣅࢪࣙࣥ 

お客様のニーズを先取りする商品・サービスを
継続的に提供することにより、
世界の産業・
ࢃࡀ♫ࡢ⌮ᛕ࣭᪉㔪
 ᖺࣅࢪࣙࣥ

⏘ᴗ࣭♫ᇶ┙ࢆᨭ࠼ࠊ㇏࡞⏕ά
࠸♫࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡋࡲࡍ
社会基盤を支え、豊かな生活と温かい社会づくりに
࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬࢆඛྲྀࡾࡍࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊୡ⏺ࡢ
♫♽㇏⏣బྜྷࡣ

ᖺ㛫ரࡿ◊✲ࡼࡾᜥᏊ႐୍㑻ඹࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖ
⏘ᴗ࣭♫ᇶ┙ࢆᨭ࠼ࠊ㇏࡞⏕ά
࠸♫࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡋࡲࡍ
貢献します
࠙࢟ࣕࣜᨭࡢྲྀ⤌ࠚ
࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬࢆඛྲྀࡾࡍࡿၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ⓗᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊୡ⏺ࡢ
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ࢆⓎ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⢭⚄ࡢཎⅬࡣࠕሗᚨᛮ࡛ࠖ࠶ࡾୡ⏺ࡢேࡢᖾࡏࠊᅜࡢ⦾ᰤ࡛ࡍࠋࡑ
■社祖豊田佐吉は34年間に亘る研究により息子喜一郎と共に
「無停止杼換
 ♫♽㇏⏣బྜྷࡣ
 ᖺ㛫ரࡿ◊✲ࡼࡾᜥᏊ႐୍㑻ඹࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖ
ࡢ⢭⚄ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠕ㇏⏣⥘㡿ࠖࡀ
 ᖺไᐃࡉࢀࠊ♫ࡋ࡚♫ဨࡀษࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
式豊田自動織機」
を発明しました。その精神の原点は
「報徳思想」
であり世
ࢆⓎ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⢭⚄ࡢཎⅬࡣࠕሗᚨᛮ࡛ࠖ࠶ࡾୡ⏺ࡢேࡢᖾࡏࠊᅜࡢ⦾ᰤ࡛ࡍࠋࡑ
୍ࠊୖୗ୍⮴ࠊ⮳ㄔᴗົ᭹ࡋࠊ⏘ᴗሗᅜࡢᐇࢆᣲࡄࡋࠋ
界の人の幸せ、国の繁栄です。その精神を引き継ぎ
「豊田綱領」が1934 
ࡢ⢭⚄ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠕ㇏⏣⥘㡿ࠖࡀ
 ᖺไᐃࡉࢀࠊ♫ࡋ࡚♫ဨࡀษࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
年に制定され、社是として社員が大切にしています。
୍ࠊ◊✲㐀ᚰࢆ⮴ࡋࠊᖖὶඛࢇࡎࡋࠋ
୍ࠊୖୗ୍⮴ࠊ⮳ㄔᴗົ᭹ࡋࠊ⏘ᴗሗᅜࡢᐇࢆᣲࡄࡋࠋ
一、上下一致、至誠業務に服し、産業報国の実を挙ぐべし。
୍ࠊ⳹⨾ࢆᡄࡵࠊ㉁ᐇ๛ࡓࡿࡋࠋ
୍ࠊ◊✲㐀ᚰࢆ⮴ࡋࠊᖖὶඛࢇࡎࡋࠋ
一、研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし。
୍ࠊ⳹⨾ࢆᡄࡵࠊ㉁ᐇ๛ࡓࡿࡋࠋ
୍ࠊ ឡࡢ⢭⚄ࢆⓎࡋࠊᐙᗞⓗ⨾㢼ࢆస⯆ࡍࡋࠋ
一、華美を戒め、質実剛健たるべし。
୍ࠊ ឡࡢ⢭⚄ࢆⓎࡋࠊᐙᗞⓗ⨾㢼ࢆస⯆ࡍࡋࠋ
୍ࠊ⚄ࢆᑛᓫࡋࠊሗᜠឤㅰࡢ⏕άࢆⅭࡍࡋࠋ
一、温情友愛の精神を発揮し、家庭的美風を作興すべし。
୍ࠊ⚄ࢆᑛᓫࡋࠊሗᜠឤㅰࡢ⏕άࢆⅭࡍࡋࠋ
一、神仏を尊崇し、報恩感謝の生活を為すべし。
ࡇࡢ⢭⚄ࢆᇶᮏࠕᴗ⌮ᛕࠊFive
Valuesࠊ⾜ືつ⠊ࠖࡀసᡂࡉࢀ
ER ■この精神を基本に
ࡇࡢ⢭⚄ࢆᇶᮏࠕᴗ⌮ᛕࠊFive
Valuesࠊ⾜ືつ⠊ࠖࡀసᡂࡉࢀ
E
「企業理念、Five
Values、
࡚࠸ࡲࡍࠋ
R
࡚࠸ࡲࡍࠋ
A
行動規範」が作成されています。
CࠕFive Valuesࠖࡣ⾜ືࡢࡼࡾࡇࢁ࡛࠶ࡾࠕୡ⏺ᇶ‽ࠊ࠾ᐈᵝᣦྥࠊኚ࠼ࡿᚿྥࠊࢳ࣮࣒࣡
ࠕFive Valuesࠖࡣ⾜ືࡢࡼࡾࡇࢁ࡛࠶ࡾࠕୡ⏺ᇶ‽ࠊ࠾ᐈᵝᣦྥࠊኚ࠼ࡿᚿྥࠊࢳ࣮࣒࣡
■
「Five Values」は行動のよりどころであり「世界基準、お客様指向、変え
࣮ࢡࠊ⮬❧㺃⮬ᚊ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࡇࡢ⢭⚄๎ࡾࣔࣀ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡌୡ⏺ࡢⓎ
る志向、チームワーク、自立･自律」で構成されています。私たちはこの精
࣮ࢡࠊ⮬❧㺃⮬ᚊ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࡇࡢ⢭⚄๎ࡾࣔࣀ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡌୡ⏺ࡢⓎ
神に則りモノづくりを通じ世界の発展に貢献していきます。
ᒎ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ᒎ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
■当社では、会社の大きな方向性としての2020年ビジョンの共有と、一人
ᙜ♫࡛ࡣࠊ♫ࡢࡁ࡞᪉ྥᛶࡋ࡚ࡢ
 ᖺࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷ࠊ୍ேࡦࡾࡀྛࠎ
ᙜ♫࡛ࡣࠊ♫ࡢࡁ࡞᪉ྥᛶࡋ࡚ࡢ
 ᖺࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷ࠊ୍ேࡦࡾࡀྛࠎ
ひとりが各々の持ち場で自分の役を果たすことの大切さの浸透、および
ࡢᣢࡕሙ࡛⮬ศࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡢษࡉࡢᾐ㏱ࠊ࠾ࡼࡧᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿ♫ࡢ
ࡢᣢࡕሙ࡛⮬ศࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡢษࡉࡢᾐ㏱ࠊ࠾ࡼࡧᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿ♫ࡢ
持続的な成長を支える会社の基盤を強固にするため、安全、品質などの
ᇶ┙ࢆᙉᅛࡍࡿࡓࡵࠊᏳࠊရ㉁࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ⓗ
ᇶ┙ࢆᙉᅛࡍࡿࡓࡵࠊᏳࠊရ㉁࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ⓗ
取組を強化しており、それぞれが自主的に行動する風土づくりを進めてい
⾜ືࡍࡿ㢼ᅵ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡶ♫ဨࡢᡂ㛗ࢆಁࡍ⟇㸦ࡵࡊࡍጼࡢ
ま す。そ のためにも
社 員 の 成 長 を 促 す 施 策（めざ す姿 の 共 有、OJT･
⾜ືࡍࡿ㢼ᅵ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡶ♫ဨࡢᡂ㛗ࢆಁࡍ⟇㸦ࡵࡊࡍጼࡢ
ඹ᭷ࠊOJT㺃OFF-JT ࡼࡿᩍ⫱ࠊᨭไᗘ㸧ࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
OFF-JTによる教育、支援制度）を充実させていきます。
ඹ᭷ࠊOJT㺃OFF-JT ࡼࡿᩍ⫱ࠊᨭไᗘ㸧ࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰

キャリア支援の具体的な取組

どの部署でも活躍できる
「自ら学び、
自ら考え、
自ら行動できる」
人材の育成
■人材育成の概要

࢟ࣕࣜᨭࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ࡢ㒊⨫࡛ࡶά㌍࡛ࡁࡿࠕ⮬ࡽᏛࡧࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⮬ࡽ⾜ື࡛ࡁࡿࠖேᮦࡢ⫱ᡂ

ڦேᮦ⫱ᡂࡢᴫせ
共通の価値観を「豊田綱領、Five
Values」とし発揮期待能力を「仕事の仕方、人材育成、専門能力」の３
ඹ㏻ࡢ౯್ほࢆࠕ㇏⏣⥘㡿ࠊ)LYH9DOXHVࠖࡋⓎᮇᚅ⬟ຊࢆࠕࡢ᪉ࠊே
つに分けそれぞれの資格に対し基準を決めています。その基準をベースとして
OJT、Challenge シート面
࢟ࣕࣜᨭࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ᮦ⫱ᡂࠊᑓ㛛⬟ຊࠖࡢ  ࡘศࡅࡑࢀࡒࢀࡢ㈨᱁ᑐࡋᇶ‽ࢆỴࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᇶ
‽ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ 2-7ࠊ&KDOOHQJH ࢩ࣮ࢺ㠃ㄯࢆ㏻ࡌ࡚ᮏேࡢࠕࡵࡊࡍጼࠖ
ࠕᙉࡳ࣭ᨵ
を定期的に確認しています。事務技術職･技能職ともに同様な制度で運用をしています。また、OFF-JTの
ၿࡍࡁⅬࠖࢆ᫂☜ࡋࠊ࢟ࣕࣜィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡛ಶேࡢᡂ㛗ࢆᐃᮇⓗ☜ㄆ
ڦேᮦ⫱ᡂࡢᴫせ
研修制度により個人の成長を加速させるための支援を行っています。
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋົᢏ⾡⫋㺃ᢏ⬟⫋ࡶྠᵝ࡞ไᗘ࡛㐠⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ2))-7
ඹ㏻ࡢ౯್ほࢆࠕ㇏⏣⥘㡿ࠊ)LYH9DOXHVࠖࡋⓎᮇᚅ⬟ຊࢆࠕࡢ᪉ࠊே
ࡢ◊ಟไᗘࡼࡾಶேࡢᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮦ⫱ᡂࠊᑓ㛛⬟ຊࠖࡢ  ࡘศࡅࡑࢀࡒࢀࡢ㈨᱁ᑐࡋᇶ‽ࢆỴࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᇶ
１）チャレンジシート面談
㸯㸧ࢳࣕࣞࣥࢪࢩ࣮ࢺ㠃ㄯ
‽ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ 2-7ࠊ&KDOOHQJH ࢩ࣮ࢺ㠃ㄯࢆ㏻ࡌ࡚ᮏேࡢࠕࡵࡊࡍጼࠖ
ࠕᙉࡳ࣭ᨵ
  ୰㛗ᮇࡢࡵࡊࡍጼࢆୖྖඹ᭷ࡋࡑࡢ㐩ᡂ
中長期のめざす姿を上司と共有しその達成に向けた課題
( 業務
ၿࡍࡁⅬࠖࢆ᫂☜ࡋࠊ࢟ࣕࣜィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡛ಶேࡢᡂ㛗ࢆᐃᮇⓗ☜ㄆ
ྥࡅࡓㄢ㢟 ᴗົࢸ࣮࣐ ࢆᖺᗘẖタᐃࡋ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋົᢏ⾡⫋㺃ᢏ⬟⫋ࡶྠᵝ࡞ไᗘ࡛㐠⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ2))-7
テーマ )を年度毎に設定し業務を遂行します。その過程での行動、
ᴗົࢆ㐙⾜ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡢ⾜ືࠊࣉࣟ
ࡢ◊ಟไᗘࡼࡾಶேࡢᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
プロセスを年度末に上司と共に評価し能力の振り返りを行うこと
ࢭࢫࢆᖺᗘᮎୖྖඹホ౯ࡋ⬟ຊࡢࡾ
㸯㸧ࢳࣕࣞࣥࢪࢩ࣮ࢺ㠃ㄯ
で「強み･改善すべき点」
を明確にして次年度につなげるＰＤＣＡの
㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠕᙉࡳ㺃ᨵၿࡍࡁⅬࠖࢆ᫂


୰㛗ᮇࡢࡵࡊࡍጼࢆୖྖඹ᭷ࡋࡑࡢ㐩ᡂ
サイクルを廻しています。また、これを基に個別育成計画につな
☜ࡋ࡚ḟᖺᗘࡘ࡞ࡆࡿ㹎㹂㹁㸿ࡢࢧࢡ
ྥࡅࡓㄢ㢟
ᴗົࢸ࣮࣐ ࢆᖺᗘẖタᐃࡋ
ࣝࢆᘔࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆᇶಶู⫱
げ業務の変更、異動によるキャリアアップができるしくみとなって
ᴗົࢆ㐙⾜ࡋࡲࡍࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡢ⾜ືࠊࣉࣟ
ᡂィ⏬ࡘ࡞ࡆᴗົࡢኚ᭦ࠊ␗ືࡼࡿ࢟ࣕ
います。
ࢭࢫࢆᖺᗘᮎୖྖඹホ౯ࡋ⬟ຊࡢࡾ
ࣜࢵࣉࡀ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
育成のサイクル
㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡛
ࠕᙉࡳ㺃ᨵၿࡍࡁⅬࠖࢆ᫂
㸰㸧◊ಟ㸦2))-7㸧

談を通じて本人の「めざす姿」
「強み・改善すべき点」を明確にし、キャリア計画を策定することで個人の成長
ࡢ㒊⨫࡛ࡶά㌍࡛ࡁࡿࠕ⮬ࡽᏛࡧࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⮬ࡽ⾜ື࡛ࡁࡿࠖேᮦࡢ⫱ᡂ

㈨᱁㺃ᙺ⫋ᛂࡌࡓᚲ㡲◊ಟ㑅ᢥ◊ಟ࡛⬟ຊྥୖࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᚲ㡲◊ಟࡣ
２）研修（OFF-JT）☜ࡋ࡚ḟᖺᗘࡘ࡞ࡆࡿ㹎㹂㹁㸿ࡢࢧࢡ

ࣝࢆᘔࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆᇶಶู⫱
᪼᱁⾜ࢃࢀࠊ♫ࡢᮇᚅ㺃ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࡞ࡢᇶᮏࢆᏛࡧࡲࡍࠋ㑅ᢥ
資格･役職に応じた必須研修と選択研修で能力向上を支援しています。必須研修は主に昇格時に行われ、
ᡂィ⏬ࡘ࡞ࡆᴗົࡢኚ᭦ࠊ␗ືࡼࡿ࢟ࣕ
◊ಟࡣᑓ㛛⬟ຊ㸦ᢏ⬟㺃ᢏ⾡㸧ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋಶேࡢᕼᮃࠊ⫋ሙࡢ᥎⸀࡛ཷㅮࡋࡲࡍࠋ

ࣜࢵࣉࡀ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚲ㡲◊ಟࡣ  ✀㢮ࠊ㑅ᢥ◊ಟࡣ  ✀㢮㺃 ㅮᗙ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏ࡛ࡣ≉ᢏ⾡⪅
会社の期待･コンプライアンスなどの基本を学びます。選択研修は専門能力
（技能･技術）の取得を目指し個人
㸰㸧◊ಟ㸦2))-7㸧
ᩍ⫱ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚⤂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
の希望、職場の推薦で受講します。
㈨᱁㺃ᙺ⫋ᛂࡌࡓᚲ㡲◊ಟ㑅ᢥ◊ಟ࡛⬟ຊྥୖࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᚲ㡲◊ಟࡣ
ڦᢏ⾡⪅ᩍ⫱
必須研修は 48 種類、選択研修は 22 種類・100 講座あります。本事例では特に技術者教育の特徴につ
࣒࢘ࣜ㺃࣮ࢧ࣮࣡ࢻࡣࠕ೧࡞ᩍᖌࡣᚰⅆ
᪼᱁⾜ࢃࢀࠊ♫ࡢᮇᚅ㺃ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࡞ࡢᇶᮏࢆᏛࡧࡲࡍࠋ㑅ᢥ
いて紹介いたします。
ࢆࡘࡅࡿࠖࡢྡゝࢆṧࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊಶேࡀ⮬ⓗ
◊ಟࡣᑓ㛛⬟ຊ㸦ᢏ⬟㺃ᢏ⾡㸧ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋಶேࡢᕼᮃࠊ⫋ሙࡢ᥎⸀࡛ཷㅮࡋࡲࡍࠋ

ᡂ㛗ࡍࡿࡣព㆑㺃ពḧࡀᚲせ࡛ࠊ⯆ࢆᣢࡘࡇ
ᚲ㡲◊ಟࡣ
 ✀㢮ࠊ㑅ᢥ◊ಟࡣ  ✀㢮㺃 ㅮᗙ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏ࡛ࡣ≉ᢏ⾡⪅
ࡀࡦࡘࡢࡁࡗࡅ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣ᭱ప㝈
■技術者教育 ᩍ⫱ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚⤂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡢᇶ♏▱㆑㺃ᢏ⾡ࡀᚲせ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ڦᢏ⾡⪅ᩍ⫱
㸯㸧ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ
࣒࢘ࣜ㺃࣮ࢧ࣮࣡ࢻࡣࠕ೧࡞ᩍᖌࡣᚰⅆ
ウイリアム･アーサワードは
「偉大な教師は心に火をつける」との
凡庸な教師は喋る。
ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ࡣ  ᖺࡽ㛤ጞࡋࡲࡋ
ࢆࡘࡅࡿࠖࡢྡゝࢆṧࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊಶேࡀ⮬ⓗ
良い教師は説明する。
名言を残していますが、個人が自主的に成長するには意識･意欲
ࡓࠋࡇࡢࡁࡗࡅࡣࢺࢵࣉࡢᠱᛕࠕ㛤Ⓨ
ᡂ㛗ࡍࡿࡣព㆑㺃ពḧࡀᚲせ࡛ࠊ⯆ࢆᣢࡘࡇ
優れた教師は示す。
が必要で、興味を持つことがひとつのきっかけとなります。その
ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀⴠࡕ࡚࠸ࡿࠊึṌⓗ࡞࣑ࢫ
ࡀࡦࡘࡢࡁࡗࡅ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣ᭱ప㝈
偉大な教師は心に火をつける。
ためには最低限の基礎知識･技術が必要と考えています。
ࡀከ࠸ࠊ
ࡶࡢࢆ▱ࡽ࡞ࡉࡍࡂࡿࠖ
࡛ࡋࡓࠋ
ࡢᇶ♏▱㆑㺃ᢏ⾡ࡀᚲせ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ウィリアム・アーサー・ワード
ⱝ࠸ᢏ⾡⪅ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾ
㸯㸧ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ
１）技術者教育の必要性 ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊᮦᩱ㺃ᶵᲔࡢ⌧≀ࢆぢ
ᢏ⾡⪅ᩍ⫱ࡣ  ᖺࡽ㛤ጞࡋࡲࡋ
ࡓࡇࡀ↓࠸ࠖࡇࡀࢃࡾ᭦ࣄࣖࣜ
ࡓࠋࡇࡢࡁࡗࡅࡣࢺࢵࣉࡢᠱᛕࠕ㛤Ⓨ
技術者教育は 2007
年から開始しました。このきっかけ
ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠕ㠃✚㺃య✚ࡢồࡵ᪉ࡀ
ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀⴠࡕ࡚࠸ࡿࠊึṌⓗ࡞࣑ࢫ
はトップの懸 念「開発のスピードが落ちている、初歩的な
ศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊᐙᗞ⏝ࢥࣥࢭࣥࢺ㺃㟁ụ
ࡀከ࠸ࠊࡶࡢࢆ▱ࡽ࡞ࡉࡍࡂࡿ࡛ࠖࡋࡓࠋ
ミスが多い、ものを知らなさすぎる」
でした。若い技術者
ࡢ㟁ᅽࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠊ༢ࡀศࡽ࡞࠸ࠖ
ⱝ࠸ᢏ⾡⪅ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾ
を調査した結果、
「モノづくりを経 験していない、材料･機
ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊᮦᩱ㺃ᶵᲔࡢ⌧≀ࢆぢ
械の現物を見たことが無い」
ことがわかり更にヒヤリング
ࡓࡇࡀ↓࠸ࠖࡇࡀࢃࡾ᭦ࣄࣖࣜ

を行った結果「面積･体積の求め方が分かっていない、家庭
ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠕ㠃✚㺃య✚ࡢồࡵ᪉ࡀ
ศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊᐙᗞ⏝ࢥࣥࢭࣥࢺ㺃㟁ụ
用コンセント･電池の電圧を知らない、単位が分からない」
ࡢ㟁ᅽࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠊ༢ࡀศࡽ࡞࠸ࠖ
など一部ではあるが基礎的な部分が不足していることもわ
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࡞୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀᇶ♏ⓗ࡞㒊ศࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶࢃࡾࡲࡋࡓࠋ᭦⫋ሙ⎔ቃ
࡞୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀᇶ♏ⓗ࡞㒊ศࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶࢃࡾࡲࡋࡓࠋ᭦⫋ሙ⎔ቃ
ࡢኚࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
࡞୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀᇶ♏ⓗ࡞㒊ศࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶࢃࡾࡲࡋࡓࠋ᭦⫋ሙ⎔ቃ
ࡢኚࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢶ࣮ࣝࡢ㐍㸦CADࠊ࣐ࢽࣗࣝ㸧
ࠊ㛤Ⓨᮇ㛫ࡢ▷⦰ࠊປാ㛫ࡢไ㝈࡞ࡼࡾ
かりました。更に職場環境の変化も影響していました。
ࡢኚࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࢶ࣮ࣝࡢ㐍㸦CADࠊ࣐ࢽࣗࣝ㸧ࠊ㛤Ⓨᮇ㛫ࡢ▷⦰ࠊປാ㛫ࡢไ㝈࡞ࡼࡾ
࡞୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀᇶ♏ⓗ࡞㒊ศࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶࢃࡾࡲࡋࡓࠋ᭦⫋ሙ⎔ቃ
ኻᩋࡉࡏ࡞࠸ࡋࡃࡳࡀᩚഛࡉࢀࠊࡲࡓୖྖࡢᣦᑟຊపୗࠊࡢࡇࡔࢃࡾపୗ࡞
ツールの進化
（CAD、マニュアル）、開発期間の短縮、労働時間の制限などにより失敗させないしくみが
ࢶ࣮ࣝࡢ㐍㸦CADࠊ࣐ࢽࣗࣝ㸧
ࠊ㛤Ⓨᮇ㛫ࡢ▷⦰ࠊປാ㛫ࡢไ㝈࡞ࡼࡾ
ኻᩋࡉࡏ࡞࠸ࡋࡃࡳࡀᩚഛࡉࢀࠊࡲࡓୖྖࡢᣦᑟຊపୗࠊࡢࡇࡔࢃࡾపୗ࡞
ࡢኚࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᢏ⾡⪅ࡢᇶ♏ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࠊᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᇶ♏ᢏ
整備され、また上司の指導力低下、仕事へのこだわり低下なども起きていました。そこで技術者の基礎レベ
ኻᩋࡉࡏ࡞࠸ࡋࡃࡳࡀᩚഛࡉࢀࠊࡲࡓୖྖࡢᣦᑟຊపୗࠊࡢࡇࡔࢃࡾపୗ࡞
ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᢏ⾡⪅ࡢᇶ♏ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࠊᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᇶ♏ᢏ
ࢶ࣮ࣝࡢ㐍㸦CADࠊ࣐ࢽࣗࣝ㸧ࠊ㛤Ⓨᮇ㛫ࡢ▷⦰ࠊປാ㛫ࡢไ㝈࡞ࡼࡾ
⾡ㅮᗙࠊࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙࢆ㛤タࡋࡲࡋࡓࠋ
ルを上げ、成長を加速するために基礎技術講座、ステップアップ講座を開設しました。
ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᢏ⾡⪅ࡢᇶ♏ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࠊᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᇶ♏ᢏ
⾡ㅮᗙࠊࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙࢆ㛤タࡋࡲࡋࡓࠋ
ኻᩋࡉࡏ࡞࠸ࡋࡃࡳࡀᩚഛࡉࢀࠊࡲࡓୖྖࡢᣦᑟຊపୗࠊࡢࡇࡔࢃࡾపୗ࡞
㸰㸧ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
⾡ㅮᗙࠊࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙࢆ㛤タࡋࡲࡋࡓࠋ
㸰㸧ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᢏ⾡⪅ࡢᇶ♏ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࠊᡂ㛗ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᇶ♏ᢏ
２）基礎技術講座
ᢏ⾡⣔᪂ධ♫ဨࡣ᪂ධ♫ဨ◊ಟ㺃ᕤሙᐇ⩦ࡢᚋࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷㅮࡋࡲࡍࠋㅮᗙෆ
㸰㸧ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
ᢏ⾡⣔᪂ධ♫ဨࡣ᪂ධ♫ဨ◊ಟ㺃ᕤሙᐇ⩦ࡢᚋࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷㅮࡋࡲࡍࠋㅮᗙෆ
⾡ㅮᗙࠊࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙࢆ㛤タࡋࡲࡋࡓࠋ
ᐜࡣᏛࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑࠾ࡼࡧ♫ෆ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠺ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⾡࣭▱㆑࡛ᮇ㛫ࡣ⣙

ᢏ⾡⣔᪂ධ♫ဨࡣ᪂ධ♫ဨ◊ಟ㺃ᕤሙᐇ⩦ࡢᚋࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷㅮࡋࡲࡍࠋㅮᗙෆ
技術系新入社員は新入社員研修･
工場実習の後、基礎技術講座を受講します。講座内容は大学レベルの知
ᐜࡣᏛࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑࠾ࡼࡧ♫ෆ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠺ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⾡࣭▱㆑࡛ᮇ㛫ࡣ⣙

㸰㸧ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
ࣨ᭶ࠊㅮᗙᩘࡣ
 ㅮᗙ࡛ࡍࠋࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾࠖᑐࡍࡿ⯆ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵㅮᗙ㛫ࡢ
ᐜࡣᏛࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑࠾ࡼࡧ♫ෆ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠺ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⾡࣭▱㆑࡛ᮇ㛫ࡣ⣙

識および社内で共通して使う基礎的な技術・知識で期間は約3.5
ヶ月、
講座数は37講座です。
「モノづくり」
ࣨ᭶ࠊㅮᗙᩘࡣ
 ㅮᗙ࡛ࡍࠋࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾࠖᑐࡍࡿ⯆ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵㅮᗙ㛫ࡢ
ᢏ⾡⣔᪂ධ♫ဨࡣ᪂ධ♫ဨ◊ಟ㺃ᕤሙᐇ⩦ࡢᚋࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷㅮࡋࡲࡍࠋㅮᗙෆ
༙ศࢆᐇ⩦㛫࡚ࠊࡶࡢゐࡿᶵࢆቑࡸࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⩦ᚓ
ࣨ᭶ࠊㅮᗙᩘࡣ

ㅮᗙ࡛ࡍࠋࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾࠖᑐࡍࡿ⯆ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵㅮᗙ㛫ࡢ
に対する興味を深めるために講座時間の半分を実習時間に充て、ものに触る機会を増やしたカリキュラムと
༙ศࢆᐇ⩦㛫࡚ࠊࡶࡢゐࡿᶵࢆቑࡸࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⩦ᚓ
ᐜࡣᏛࣞ࣋ࣝࡢ▱㆑࠾ࡼࡧ♫ෆ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠺ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⾡࣭▱㆑࡛ᮇ㛫ࡣ⣙ 
ᗘࡣࢸࢫࢺࡼࡾ☜ㄆࡋဨࡀ୍ᐃࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
༙ศࢆᐇ⩦㛫࡚ࠊࡶࡢゐࡿᶵࢆቑࡸࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⩦ᚓ
しています。習得度はテストにより確認し全員が一定レベル以上になるよう指導しています。
ᗘࡣࢸࢫࢺࡼࡾ☜ㄆࡋဨࡀ୍ᐃࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࣨ᭶ࠊㅮᗙᩘࡣ  ㅮᗙ࡛ࡍࠋࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾࠖᑐࡍࡿ⯆ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵㅮᗙ㛫ࡢ
㸱㸧ࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙ
ᗘࡣࢸࢫࢺࡼࡾ☜ㄆࡋဨࡀ୍ᐃࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸱㸧ࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙ
༙ศࢆᐇ⩦㛫࡚ࠊࡶࡢゐࡿᶵࢆቑࡸࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⩦ᚓ
３）ステップアップ講座
ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙཷㅮᚋࡣࢫࢸࢵࣉࢵ
㸱㸧ࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙ
ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙཷㅮᚋࡣࢫࢸࢵࣉࢵ
ᗘࡣࢸࢫࢺࡼࡾ☜ㄆࡋဨࡀ୍ᐃࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࣉㅮᗙ࡛ࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙཷㅮᚋࡣࢫࢸࢵࣉࢵ
基礎技術講座受講後はステップアップ講座でレベル
ࣉㅮᗙ࡛ࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
㸱㸧ࢫࢸࢵࣉࢵࣉㅮᗙ
ࡁࡲࡍࠋ
⌧ᅾࡢㅮᗙᩘࡣ
 ㅮᗙ࠶ࡾᮏ
ࣉㅮᗙ࡛ࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
アップを図ることができます。現在の講座数は
95 講座
ࡁࡲࡍࠋ
⌧ᅾࡢㅮᗙᩘࡣ  ㅮᗙ࠶ࡾᮏ
ᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙཷㅮᚋࡣࢫࢸࢵࣉࢵ
ேࡢᕼᮃࡼࡾୖྖࡢᢎㄆࢆᚓࢀࡤཷ
ࡁࡲࡍࠋ
⌧ᅾࡢㅮᗙᩘࡣ

ㅮᗙ࠶ࡾᮏ
あり本人の希望により上司の承認を得れば受講できるし
ேࡢᕼᮃࡼࡾୖྖࡢᢎㄆࢆᚓࢀࡤཷ
ࣉㅮᗙ࡛ࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆᅗࡿࡇࡀ࡛
ㅮ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ேࡢᕼᮃࡼࡾୖྖࡢᢎㄆࢆᚓࢀࡤཷ
くみとなっています。
ㅮ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡁࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢㅮᗙᩘࡣ  ㅮᗙ࠶ࡾᮏ
ࡲࡓࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᖺ
ㅮ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
また、基礎技術講座を受けていない年代
（06 年度入
ࡲࡓࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᖺ
ேࡢᕼᮃࡼࡾୖྖࡢᢎㄆࢆᚓࢀࡤཷ
௦㸦 ᖺᗘධ♫௨๓㸧ࡢᢏ⾡⫋ࠊົ
ࡲࡓࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᖺ
社以前）の技௦㸦
術職、事務職を考慮し講座の一部は基
礎
ᖺᗘධ♫௨๓㸧ࡢᢏ⾡⫋ࠊົ
ㅮ࡛ࡁࡿࡋࡃࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⫋ࢆ⪃៖ࡋㅮᗙࡢ୍㒊ࡣᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
௦㸦
ᖺᗘධ♫௨๓㸧ࡢᢏ⾡⫋ࠊົ
技術講座と同レベルとして、より多くの社員が受講しや
⫋ࢆ⪃៖ࡋㅮᗙࡢ୍㒊ࡣᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
ࡲࡓࠊᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᖺ
ྠࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ♫ဨࡀ
⫋ࢆ⪃៖ࡋㅮᗙࡢ୍㒊ࡣᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
すいカリキュラムとなっています。2013
年度は一人当
ྠࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ♫ဨࡀ
௦㸦 ᖺᗘධ♫௨๓㸧ࡢᢏ⾡⫋ࠊົ
ཷㅮࡋࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞ࡗ࡚࠸
技術講座体系概略
ྠࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ♫ဨࡀ
たり３講座の受講がありました。
ཷㅮࡋࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞ࡗ࡚࠸
⫋ࢆ⪃៖ࡋㅮᗙࡢ୍㒊ࡣᇶ♏ᢏ⾡ㅮᗙ
ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ୍ேᙜࡓࡾ

ㅮᗙࡢཷㅮࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ཷㅮࡋࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ୍ேᙜࡓࡾ
 ㅮᗙࡢཷㅮࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ྠࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࠊࡼࡾከࡃࡢ♫ဨࡀ
４）
技術講座の特長
㸲㸧ᢏ⾡ㅮᗙࡢ≉㛗
ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ୍ேᙜࡓࡾ

ㅮᗙࡢཷㅮࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
㸲㸧ᢏ⾡ㅮᗙࡢ≉㛗
ཷㅮࡋࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞ࡗ࡚࠸
  ᢏ⾡ㅮᗙࡣ௨ୗࡢ≉ᚩࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸲㸧ᢏ⾡ㅮᗙࡢ≉㛗
技術講座は以下の特徴を持たせています。
  ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ୍ேᙜࡓࡾ
ᢏ⾡ㅮᗙࡣ௨ୗࡢ≉ᚩࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ㅮᗙࡢཷㅮࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࢺࢫ࢟ࢸࣝࢼࢪࣜ࢜ۑ
 ࢺࢫ࢟ࢸࣝࢼࢪࣜ࢜ۑ
 ᢏ⾡ㅮᗙࡣ௨ୗࡢ≉ᚩࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
○オリジナルテキスト
㸲㸧ᢏ⾡ㅮᗙࡢ≉㛗
ཷㅮ⪅ᴗ㒊ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᥇ࡾධࢀࠊ
ึᚰ⪅ࡽ࣋ࢸࣛࣥ
ࢺࢫ࢟ࢸࣝࢼࢪࣜ࢜ۑ
受講者と事業部のニーズを採り入れ、初心者からベテランまで使えるようにし
ཷㅮ⪅ᴗ㒊ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᥇ࡾධࢀࠊ
ึᚰ⪅ࡽ࣋ࢸࣛࣥ


ᢏ⾡ㅮᗙࡣ௨ୗࡢ≉ᚩࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲ࡛࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㅮᗙ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡶࡓ
ཷㅮ⪅ᴗ㒊ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᥇ࡾධࢀࠊ
ึᚰ⪅ࡽ࣋ࢸࣛࣥ
ています。また、講座間の関連性をもたせるためにテキストは社内で作成してい
ࡲ࡛࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㅮᗙ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡶࡓ
ࢺࢫ࢟ࢸࣝࢼࢪࣜ࢜ۑ
ࡏࡿࡓࡵࢸ࢟ࢫࢺࡣ♫ෆ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲ࡛࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㅮᗙ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡶࡓ
ます。
ࡏࡿࡓࡵࢸ࢟ࢫࢺࡣ♫ෆ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ཷㅮ⪅ᴗ㒊ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᥇ࡾධࢀࠊึᚰ⪅ࡽ࣋ࢸࣛࣥ
ۑయ㦂ᐇ⩦ࡢᐇ
ࡏࡿࡓࡵࢸ࢟ࢫࢺࡣ♫ෆ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
○体験実習の充実
ۑయ㦂ᐇ⩦ࡢᐇ
ࡲ࡛࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㅮᗙ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆࡶࡓ
๓㏙ࡢࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖࡀ
ۑయ㦂ᐇ⩦ࡢᐇ
前述の「無停止杼換式豊田自動織機」
が持つ機構の一つ、
๓㏙ࡢࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖࡀ
ࡏࡿࡓࡵࢸ࢟ࢫࢺࡣ♫ෆ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᣢࡘᶵᵓࡢ୍ࡘࠊ⣒ࡀษࢀࡓࡽṆࡲࡿᶵᵓ
オリジナルテキスト
๓㏙ࡢࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖࡀ
糸が切れたら止まる機構を再現したミニチュアモデルの分
ᣢࡘᶵᵓࡢ୍ࡘࠊ⣒ࡀษࢀࡓࡽṆࡲࡿᶵᵓ
ۑయ㦂ᐇ⩦ࡢᐇ
ࢆ⌧ࡋࡓ࣑ࢽࢳࣗࣔࢹࣝࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊᙜ♫࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
ᣢࡘᶵᵓࡢ୍ࡘࠊ⣒ࡀษࢀࡓࡽṆࡲࡿᶵᵓ
解･組付け、当社で生産しているエンジンの分解･組付け、鋳物の設計･木型製作から鋳
ࢆ⌧ࡋࡓ࣑ࢽࢳࣗࣔࢹࣝࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊᙜ♫࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
๓㏙ࡢࠕ↓Ṇᯆᘧ㇏⏣⮬ື⧊ᶵࠖࡀ
࢚ࣥࢪࣥࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊ
㗪≀ࡢタィ㺃ᮌᆺ〇సࡽ㗪㎸ࡳࡲ࡛ࢆయ
ࢆ⌧ࡋࡓ࣑ࢽࢳࣗࣔࢹࣝࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊᙜ♫࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
込みまでを体験する鋳造実習など多くの実習を通して機構･造り方を肌で感じ取ること
࢚ࣥࢪࣥࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊ
㗪≀ࡢタィ㺃ᮌᆺ〇సࡽ㗪㎸ࡳࡲ࡛ࢆయ
ᣢࡘᶵᵓࡢ୍ࡘࠊ⣒ࡀษࢀࡓࡽṆࡲࡿᶵᵓ
㦂ࡍࡿ㗪㐀ᐇ⩦࡞ከࡃࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᶵᵓ㺃㐀ࡾ᪉ࢆ⫙࡛ឤࡌྲྀ
࢚ࣥࢪࣥࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊ
㗪≀ࡢタィ㺃ᮌᆺ〇సࡽ㗪㎸ࡳࡲ࡛ࢆయ
ができます。
㦂ࡍࡿ㗪㐀ᐇ⩦࡞ከࡃࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᶵᵓ㺃㐀ࡾ᪉ࢆ⫙࡛ឤࡌྲྀ
ࢆ⌧ࡋࡓ࣑ࢽࢳࣗࣔࢹࣝࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊᙜ♫࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㦂ࡍࡿ㗪㐀ᐇ⩦࡞ከࡃࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᶵᵓ㺃㐀ࡾ᪉ࢆ⫙࡛ឤࡌྲྀ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 㗪≀ࡢタィ㺃ᮌᆺ〇సࡽ㗪㎸ࡳࡲ࡛ࢆయ
࢚ࣥࢪࣥࡢศゎ㺃⤌ࡅࠊ
機構ミニチュアモデル ࢆ≀⌧ۑどࡿࠊゐࡿᩍ⫱
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ࢆ≀⌧ۑどࡿࠊゐࡿᩍ⫱
㦂ࡍࡿ㗪㐀ᐇ⩦࡞ከࡃࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᶵᵓ㺃㐀ࡾ᪉ࢆ⫙࡛ឤࡌྲྀ
ᩍᮦࡢከࡃࡣ♫ෆ࡛⏕⏘㺃⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
ࢆ≀⌧ۑどࡿࠊゐࡿᩍ⫱
○現物を視る、触る教育
ᩍᮦࡢከࡃࡣ♫ෆ࡛⏕⏘㺃⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
ࡍࠋㅮ⩏ࡣᩍᮦࢆᩍᐊᣢࡕ㎸ࡳど࡚ゐࡿࡇ࡛⌮ゎࢆࡼࡾ
ᩍᮦࡢከࡃࡣ♫ෆ࡛⏕⏘㺃⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
教材の多くは社内で生産･使用している製品を活用しています。講義には教材を教
ࡍࠋㅮ⩏ࡣᩍᮦࢆᩍᐊᣢࡕ㎸ࡳど࡚ゐࡿࡇ࡛⌮ゎࢆࡼࡾ
ࢆ≀⌧ۑどࡿࠊゐࡿᩍ⫱
῝ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡍࠋ
ㅮ⩏ࡣᩍᮦࢆᩍᐊᣢࡕ㎸ࡳど࡚ゐࡿࡇ࡛⌮ゎࢆࡼࡾ
室に持ち込み視て触ることで理解をより深めています。
῝ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᩍᮦࡢከࡃࡣ♫ෆ࡛⏕⏘㺃⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡲ
ۑᢏ⾡⪅ࡢᚰᚓࡢᩍ࠼㎸ࡳ
῝ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
○技術者の心得の教え込み
ۑᢏ⾡⪅ࡢᚰᚓࡢᩍ࠼㎸ࡳ
ࡍࠋㅮ⩏ࡣᩍᮦࢆᩍᐊᣢࡕ㎸ࡳど࡚ゐࡿࡇ࡛⌮ゎࢆࡼࡾ
㛤Ⓨࡢయ㦂ㄯࢆ࠼ࡓᐇ㊶ⓗ࡞ㅮᗙࢆ┠ᣦࡋㅮᖌࡣ♫ෆ
ۑᢏ⾡⪅ࡢᚰᚓࡢᩍ࠼㎸ࡳ
開発の体験談を交えた実践的な講座を目指し講師は社内から選出、また講座の品
㛤Ⓨࡢయ㦂ㄯࢆ࠼ࡓᐇ㊶ⓗ࡞ㅮᗙࢆ┠ᣦࡋㅮᖌࡣ♫ෆ
῝ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡽ㑅ฟࠊࡲࡓㅮᗙࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
 ࢆᑓ௵ㅮᖌࡀᢸᙜ
㛤Ⓨࡢయ㦂ㄯࢆ࠼ࡓᐇ㊶ⓗ࡞ㅮᗙࢆ┠ᣦࡋㅮᖌࡣ♫ෆ
質を確保するため7
割を専任講師が担当しています。
ࡽ㑅ฟࠊ
ࡲࡓㅮᗙࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ  ࢆᑓ௵ㅮᖌࡀᢸᙜ
ۑᢏ⾡⪅ࡢᚰᚓࡢᩍ࠼㎸ࡳ
ࡽ㑅ฟࠊࡲࡓㅮᗙࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ  ࢆᑓ௵ㅮᖌࡀᢸᙜ
○モノづくり講座
㛤Ⓨࡢయ㦂ㄯࢆ࠼ࡓᐇ㊶ⓗ࡞ㅮᗙࢆ┠ᣦࡋㅮᖌࡣ♫ෆ
基礎技術講座で学んだ技術･知識を使い自律型荷役運搬車を6、
7名のチームで製作、
ࡽ㑅ฟࠊࡲࡓㅮᗙࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ  ࢆᑓ௵ㅮᖌࡀᢸᙜ
性能を競い合います。この講座では自主的、チームワーク、チャレンジなど Five
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Values を実体験すること、また開発の仕方、モノづくりの楽しさ･難しさを学ぶことができます。この講座
では多くの失敗をします。それにより学ぶことも多く、これらの経験は職場配属後に活かされています。
○講座の改善
全ての講座でアンケートを取り、満足度、理解度、言語情報などから講座の評価を行い改善につなげて
います。テキストの多くは毎年改訂されています。

取組の効果や課題と今後の取組の方向

全てはお客様のために…
■取組の効果
１）新卒技術者のレベル向上
基礎技術講座を受講した新入社員の配属先上司にアンケートを行った結果、約 9 割の上司が基礎技術講
座は有効であると評価しています。技術的なコミュニケーションが以前に比べとりやすくなった、言葉が通
じるなどの効果を生み、履修学科による知識･技術レベルの差が少なくなっています。

２）業務への活用
ステップアップ講座は、職場で抱えている技術的問題を解決する足がかりにもなっています。受講者の疑
問に対して、社内講師の経験を踏まえたアドバイスで問題解決につながったケースもあります。また、個別
相談にも応じていますので更なるレベルアップも可能です。

■課題と今後の取組
１）ステップアップ講座の改善
ステップアップ講座は業務の合間に受講するため業務都合で受講できないことがあります。また移動時間
のロスを考え受講を躊躇する場合もあります。これらの対応として開講の場所、時間帯などの工夫で公平な
キャリアアップの場を提供することが必要と考えています。

２）時代に合った講座への対応
時代の流れに伴い事業内容も変化していきます。これに合わせたタイムリーな新規講座開設が必要です。
ニーズを正確に捉え準備期間を短縮することが急務となっています。

トピック

技能五輪愛知大会
2014 年11月 28 日( 金 )～12 月１日( 月 )、愛知県で開催された第 52 回技能五輪
全国大会に弊社から7 種目、15 選手が出場し、
「電気溶接」職種で金メダル、
「構造物鉄工」
職種で銀メダルを二つ、
「メカトロニクス」職種で銀メダル、
「機械組立て」職種で銅メダルを獲
得しました。「モノづくりの基本は人づくり」の考えの下、次代を担う人材の育成に取り組んで
おり、技能五輪への挑戦は高度技能の伝承をねらいに、2000 年から始めました。
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