朝日ビジネスコンサルティングと
福岡大が人材育成事業で連携

【古川武史 ふるかわ・たけふみ】
外資系製薬会社を経て2000年朝日監査法人
（現あずさ監査法人）入所。01年に分社し、04年
にMＢＯにより完全独立。
ハンドメードのコンサル
ティングは高い評価を得ている。1973年４月３日
生まれ。

「試練を克服できる
人材の育成目指す」

対談

【田村馨 たむら・かおる】
国の政策研究所、民間シンクタンクを経て福
岡大学。九州アジア経営塾の創設に関わり、モ
ジュールディレクター、プログラムアドバイ
ザーを経て現在、理事。博士（学術）。1954
年７月26日生まれ。

期待できるのか。古川社長と田村教授
に語ってもらった。

るのです。現代は変化のスピード

社長とは２〜３年前から継続的に

う一度自分を試したい」という人
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が驚くほど速く、あり得ないこと

が起こりうる時代です。そのこと

を前提に人をどう育てていくかを

考えないといけません。

大学にいる立場からすると、キ

ャンパスや教室内で人は育つとの

前提を疑うことが求められており、

「外に出て行こう」と判断し行動

に移したのです。

ご存じの通り、多くの中小企業

には人を育てる余裕がありません。

かといって大企業が人を育てられ

るかと言えばそうとも言い切れま

せん。失敗しているところは数多

あります。大企業でも中小企業で

も人材が育たないのであれば、今

回のような第三のスキームを作る
OJTは機能不全を起こしている

人材育成の必要性について意見を

しかないと思ったわけです。古川
ようです。３〜４年前はアジアに

交わしており、今回のプロジェク

従 来のキャリアパス、

事業所や工場を立ち上げるときは

福岡大の卒業生に限らず、どこ

トにつながりました。
面することで人が育っていました。

の大学だろうと在学生、卒業生で
アウトソーシングをすれば苦労の

たちに来てほしいですね。

代 リ ー ダ ー 養 成 を 目 的 とした

田 村 教 授 と は、 次 世
リアパスを企業内に設ければ人材

KAIL（九州・アジア経営塾）

古川
が育つという時代は終わりつつあ

が可能になりました。海外のキャ

度合いを飛躍的に小さくすること

サポートサービスが一般的になり、 あろうと、「もっと勉強したい」
「も

しかし、近年、海外事業展開の

それなりの苦労があり、困難に直

田村

ついてお聞かせください。

︱今回の連携の背景と狙いに

再生目指す事業会社を
コンサルの実践の場に

朝日ビジネスコンサルティング（古川
武史社長）と福岡大学次世代人材開発
研究所（所長・田村馨商学部教授）が協
力し、人材育成事業をスタートさせた。
企業によるOJTの機能が低下する中、
今回のプロジェクトでどのような効果が

が育つための場所が限られていた

たし、議論もしてきました。人材

田村教授のセッションを受けまし
れらの問 題意識が今回の人材育

ないとうまくいかないのです。こ

イデアでも、支えてくれる人がい

を通して関わるようになりました。 りません。どんなにすばらしいア

益です。

であり、実践の場としてとても有

きます。これは非常に珍しい試み

育成の場として活用することもで

OJTとして課していくプログラ

買収する企業を再生する過程で

ると共に復活させたいと考えます。

それが機能する仕組みで人を育て

ムを作り上げていきたいです。そ

成事業に乗り出した大きなきっか

教授が言われるOJTについて

り、なかったりするという問題に

れができれば企業の再生も雇用創

用品卸・販売会社の事業再生に取り組んでいる。

は、これまで機能してきたものが

けです。

す。そのような状況に直面するこ

とで、壁を乗り越える力をつけて

ほしいと期待しているのです。

︱企業動向から見た福岡の状

福岡は支店経済の街で

況はいかがですか。
田村

すが、そのうまみはなくなりつつ

あります。これから 年間、福岡

ところが、

年 後からは高 齢

都市と言われています。

は人口が増え続ける九州で唯一の

10

残された 年間のうちにこの街が

化が猛スピードで進んでいきます。

10

に議論を深め動き出さなければな

ける場をどう創っていくか、早急

どのように変わるか、若い人が働

10

らないのですが、現実はそうでは
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ついて意識を共有するようになり

優秀者数名は契約社員としてA B Cグループで採用。スポーツ

出も一定程度実現できるのではな

のスタイルになった。

今は機能していないと言っても過

というが、「実践の場が必要」（古川社長）との判断から今回

さらにタイミングが良かったこ

ちゅうちょ

ました。

した。実在の企業を研修に利用するにあたっては躊 躇もあった

いでしょうか。

議。対象企業の再建策を個人ベースで提案書として作成、発表

言ではありません。でも、OJT

部門別再建策や横断的再建策をグループワークをベースに討

とも大きな要因です。それは当社

事業再生計画は「融資先の金融機関を納得させる」（古川社

一方で、事業再生のコンサルティ

長）ことを念頭に、経営状況や課題を素材にして、対象企業の

田村 「ゼロ」から「イチ」を

れた。

でなければ学べないことも実は多

非効率な接待交際費の削減方法などについて、質疑応答がなさ

が事業再生のコンサルテーション

点や経営者の

ング現場では、事業を動かす人材

再生策の相違

創るような人を育てないと人も育

とA B Cの事業

い。OJTは非常に重要で日本の

れ、金融機関

の出口として、スポーツ用品を扱

時間も設けら

の育成の必要性を感じます。事業

質問を受ける

たないし、育った人が居着く場所

が参加者から

強さの源の一つだったんですが、い

業再生担当者

う事業会社を子会社化する時期

た。A B Cの事

再生という現場で計画を描いてい

て把握に務め

もないと思います。なぜ企業再生

リングを通し

つの間にか機能しなくなってしま

経営者のヒア

と重なったからです。子会社化し

のスポーツ用品卸・販売会社の経営状況、課題を財務データ、

った場合に、それを支える仕組み

だ。より具体性を持たせるために、A B Cが３月までに買収予定

の現場かというと、もう後がない

事前研修では、デューデリジェンスは行わず、事業戦略やス

った。機 能 し な く なった理 由 を

トラクチャー、係数計画などの事業再生計画策定に取り組ん

た事業会社を事業収益会社とす

は事前研修を実施。社会人と学生計29人が参加した。

と人材の存在が成否を決めるとい

ティング事業のインターンシップに着手している。昨年12月に

私たちなりにつかんでいますので、 という切羽詰まった状況だからで

朝日ビジネスコンサルティング（以下A B C）は福岡大学次世

るのはもちろん、コンサルタント

代人材開発研究所（所長・田村馨教授）と協力して、コンサル

う現実に直面することが少なくあ

■買収予定企業を使った事前研修を実施

対談

の好きなところ、自らの人生とク

るモチベーションです。今回の事

業再生事業は試練を乗り越える

はもちろん、私た
ロスするところを説明できなけれ

田村

今回のプロジェクトが

いうところも出てくるのではない

生企業が浮上するきっかけとなれ

できる」という風に、知識のある

田村 「あれができる」
「これが

える 力の 原 動

困難を乗り越

と駄目なのです。

成果を出せるよ

て、確固とした

授と力を合わせ

ためにも田村教
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ありません。
ちのよ う なコンサ

ントにならなくても、地域社会に

激 しい 時 代

とって有益な人材になってくれる

という意味でも非常に意義深いも

知識を増やすことは可能です。働

でしょう。

ば、採用する側へのアピールには

というのも、欧

く上で最も必要なことはモチベー

で、物の仕入れから販売の場まで

ルティング 会 社で

米 型のコンサル会

ションなのです。

人材育成の場ができました。将来

の変 化に迅 速

本 社の 指 示 を

社 が 人 を 育てる
古川

的にはモノづくりの場も確保した

なりません。どんなに忙しくても、 のだと思います。仮にコンサルタ

ダイレクトに現

は１９８０年代で、 持った人はどこでも必要とされる

ことに注力したの

人材です。コンサルタントは経営

いと考えています。

人を育てることも

場に伝 えよ う

それ以降はほとん

者とディスカッションをしなけれ

に対応していこ

とする 動 きも

ど力を入れていま

ばなりません。経験や知識が豊富

評価されたり成果を発信できた

モチベーションがあれば勉強して

あ り ま す。 福

せん。優秀な人を

な経営者とのディスカッションを

りすれば、地元の企業から「う

必要です。

岡の人口は増え

採用して、できる人だけ残すとい

通して、打ちのめされ、自らの力

ちの会社を使っても構わない」と

う と、 支 社 や

ま す が、 今 後

う仕組みが主流でした。このシス

のなさを感じることも多々ありま
す。大事なのはそこからはい上が

支 店 を 閉 鎖 し、

５年間のうちに既存企業の雇用機

年間持つとは到底

今回のスポーツ用品会社の買収

会は失われていくでしょう。既存

テムが今後

思えません。私たちもコンサルタ

試練を乗り越える力を

の事業所で人を育てるという発想
は捨てなければならないのです。

成にもつながる

でしょうか。中小企業の人材育

可能性もありま

ることなのですが、それができな
ありません。頑

す。そのために

ントを社内でどのようにして育て

張り切れないの

は今回のプロジ

古川 ３月の中小企業金融円

です。打ちのめ

ェクトを必ず成

い人材が少なく

され、落ち込ん

功させる必要が

ていくかという課題に直面してい

だ時、自らの背

滑化法の失効で苦しくなる中小

求められるのは
試練を乗り越える力
︱今、どのような人材が求め

あります。

ます。

です。タイミングにもよりますが、
早く手を付ければ救済できる企
業は少なくないと思います。
また、うまく事業 再生が成功
すれば、雇用の機会は、増えてい

る人材をつくっていくことも頭に

人は結構います。
「これがやりた

力、それが田村

うに努力します。

古川 地域の

入れています。地域経済のために

い」という強いモチベーションを持

教授のおっしゃ

れるものがない

も事業再生のコンサルティングで

った人は少ないですね。その会社

られているのでしょうか。

携わっている企業内で育てること

くでしょう。そのためにも事業再

中 を 押 して く

企業が増えるのは間違いなさそう

10

