
人財の開発・育成

国内においては、様々な分野で労働力不足が課題となっています。社
会の財産でもある労働力のパフォーマンスを最大限に引き上げること
は社会的課題の解決に寄与するものと考えます。

「企業は人なり」の理念の下、持続的成長と社会への貢献を目指して、
社員と企業がともに成長できる環境、風土を整備し、新たな「知」と
「技」を創出する人財 (組織 )を育てることを目指しています。

人財の開発・育成にあたっては、本社人事労政本部人財開発センター
が、各部門の人財開発担当と連携して、教育プログラムを開発し、有
機的な人財開発プログラム体系を構築しています。この人財開発体系
を「トッパンユニバーシティ」として提示し、基礎・専門プログラム、
リーダープログラム、自己啓発プログラムの 3つの枠組みでスキル

アップ、キャリアアップを支援するとともに、リーダーの育成を推進
しています。また、次世代型人財育成（人財開発ラボ）を通じて、トッ
パンならではの「豊かで美しい感性」を持った人財を育成することで、
新たな価値創造を実現しています。

DX 推進を加速させるため、リスキリングの視点から多くの従業員の能
力やスキルの再開発を目指し、デジタル技術を活用した価値創出手法
の獲得を目的としたデジタル人財強化プログラムを実施しています。

・�全社員DX基礎教育�
全 7回　2021 年 2月～ 9月末まで毎月実施

・�DX専門教育（クラウド活用知識、システム構築知識）�
初級、中級レベル延べ約 1,600 名受講

・�デジタル学習プラットフォームを活用したサブスクリプション教育�
第 1期　2020 年 10 月～ 2021 年 9月　約 800 名受講

人財開発プログラムの位置付け

● 新任本部長研修
● 新任部長研修
● 新任管理者研修
● 新任監督者研修

● 新入社員全体研修
● ファーストキャリアプラン
● OJTブラザー・シスター研修
　ほか

● 営業部門基盤強化プログラム
● 工場責任者研修
● 技術・製造部門新任管理者研修
● 生産管理部門研修

● 技術部門新任監督者研修
● 部門別個別研修
   （購買、秘書、人事労政、技術・研究ほか）

階層別研修 部門別研修

● TOPPAN VISION 21基礎教育
● サステナビリティ基礎教育
● 利益最大化に向けて
● グローバル対応基礎教育
● メンタルヘルスセルフケア
● BCMの取り組み
● ダイバーシティー&インクルージョン
　教育

教育コンサルテーション企業として社内外の研修を受託しているグループ会社（株）トッパンマインドウェルネスと協働して運営

全社基礎教育（eラーニング）

● グローバル選抜研修
● 海外現地法人へのトレーニー派遣
● JICA「青年海外協力隊　
    民間連携ボランティア制度」派遣
● 海外ビジネススクール派遣
    （ＩＭＤ他）

グローバル研修

お客さまからの信頼 事業基盤の強化 社会的責任の遂行

企業理念、経営信条に基づいた「価値ある行動」

組織力の強化 企業価値の向上

知識力・情報力 課題発見・形成力 課題遂行力

「価値ある行動」を実践するための「能力・スキル」

技能・ノウハウ コミュニケーション力と育成力

● 集合研修
● eラーニング
● 学び放題「eラーニングライブ
    ラリ」
● 外部スクール派遣

● 各種通信教育

トッパンビジネススクール

チャレンジスクール

●各事業（本）部、職場での研修

事業（本）部主催研修

● 役員塾
● エグゼクティブマネジメントプログラム
● 新事業開発人財育成プログラム
● トッパングループ未来創発
　 プログラム・アドバンス　ほか

選抜型研修

基本的な考え方 考え方

トッパンユニバーシティ 制度

デジタル人財強化プログラム 活動実績・データ
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次世代型人財開発（人財開発ラボ） 活動実績・データ

次世代型人財開発の取り組み 活動実績・データ

グローバル人財の育成 活動実績・データ考え方

2017 年 4 月、脳神経科学、コンディション、テクノロジーを活用し
た新たな人財育成プログラムの開発拠点「人財開発ラボ」を設立、運
用を開始しました。
トッパン独自の人財開発モデルを具現化し、「自己革新」、社員一人ひ
とりが持つ潜在能力の発揮と拡張を図り、新たな時代、技術に柔軟に
対応して、「TOPPAN VISION 21」を主体的に実行・実現できる社
員の育成を進めています。

株式会社 DAncing Einstein 社と共同で、脳神経科学の知見を人財
開発に活用することで、社員一人ひとりの才能を開花させ、企業の成
長と、よりよい社会の実現に貢献することを目指しています。具体的
には、人間の学習、行動、感情、思考の仕組みを理解し、社員のパフォー
マンス向上やコミュニケーション能力の向上を目指す「最新脳科学プ
ログラム」を実施しています。
また、新入社員研修では、脳神経科学の知見を活用したアセスメント
の実施や、登壇する社内講師にも研修を実施し、講義資料の作成や講

義方法を脳の認知プロセスに沿った形にすることで、講義を受ける新
入社員の理解度向上を目指しています。

グローバルでのビジネスが拡大するなか、外国籍社員の採用を進める
ほか、海外グループ会社との交流を積極的に進めています。
また、グローバル人財の育成にも力を入れており、海外現地法人で実
務研修を行う「海外トレーニー制度」、海外駐在員候補者向けの「グ
ローバル選抜研修」や海外ビジネススクールへの派遣など、様々な育
成プログラムを展開しています。独立行政法人国際協力機構（JICA）
の青年海外協力隊には、毎年数名の若手社員を派遣し、人財育成とと
もに国際的な社会的課題解決にも携わっています。

（「海外トレーニー制度」、「JICA の青年海外協力隊」への派遣は、新
型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、一時中断しています。）

人財開発ラボ

海外現地法人での実務研修
（トレーニー）

海外現地法人との連携
（HR 会議）

■ 「脳神経科学研究会」

顧問契約を結んでいるハーバード大学医学部、ソルボンヌ大学医学部
の根来教授とともに、健康経営を目指したパフォーマンスアップや生
産性向上および次世代型の育成施策を進めています。コンディション
のセルフケアを支援する動画コンテンツ「パフォーマンスアップに導
く 24 時間の過ごし方」を制作、根来教授の専門分野であるヘルスケ
アの知見を取り入れ、ビジネスパーソンとしてベストなコンディショ
ンを保つための 24 時間の過ごし方を、時計遺伝子や体内時計など、
身体の基本的な仕組みを解説しながら、朝 / 昼 / 夜の具体的な行動を、
アニメーションを用いて分かりやすく紹介しています。

■ 「コンディション研究会」

  新入社員へのコンディション施策　P19 参照
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仏教の学びをビジネスシーンに応用することで、人財開発の新たなア
プローチを調査、研究、検証すること、「一般社団法人 良いお寺研究会」
とのアライアンスにより、現代社会における「お寺の役割」を再定義、
再翻訳し、全ての人々に安心安全を提供する持続可能な世の中の実現
に貢献することを目指しています。その取り組みの一環として、動画
コンテンツ「ビジネスシーンに活かせる仏教の考え」を制作しました。
2500 年の歴史を持つ仏教の教えを、ビジネスシーンに活かせるよう
事例を交えて紹介し、現代社会における働く意味、企業の価値、自分
の在り方、倫理観などの考え方を学ぶことができるアニメーション動
画です。本動画は全社員に展開し、社員一人ひとりのビジネス教養の
習得を目指していくとともに、SDGs 教育の一環としても位置付けて
います。

障がいをもつアーティストの才能をトッパングループの技術で価値化
することにより、社会課題解決（障がい者自立支援）と経済的利益（トッ
パングループの収益）を両立させたビジネスモデルの構築を目指し、
そのプロセスを通じて次世代型リーダーを育成することを目的として
活動しています。新入社員研修のほか、様々な場面で社員がこのプロ
ジェクトに関わることで、多様なアートに触れ、一人ひとりができる
ことを主体的に考え、実行することを通して、新たな成長に繋げてい
きます。

■ 「SDGs 研究会」

■ 「可能性アートプロジェクト」

■ 「アートイノベーション研究会」

京都大学と産学連携講座を立ち上げ、アート・カルチャー・テクノロ
ジーを融合させた新たな価値創造の実現に取り組んでいます。京都大
学との研究成果の一環として、アーティストの思考ロジックをフレー

ムワーク化し、ビジネスシーンにおける新たな発想に結びつける思考
法「アートイノベーションフレームワーク TM」を開発しました。

アーティストが作品を生み出す際の思考ロジックを基に、その作品作
りのプロセスを 5 段階に分けてビジネスシーンに応用し、全く新し
い価値を生み出すことを目的とした思考法です。近年、社会の劇的な
変化に対応するために既存の枠組みにとらわれない全く新しい価値創

造が求められています。本フレームワークを活用した人財育成プログ
ラムを実施することで、これまでにない新しい価値を創造することが
できる人財の育成を目指しています。

「アートイノベーションフレームワーク TM」

アーティストが作品を生み出す際の思考ロジックを基に、
その作品作りのプロセスをビジネスシーンに応用したもの

  社会貢献活動取り組み事例　P71 参照

Social Environment GovernanceSocial

人財の開発・育成

45 TOPPAN Sustainability Report 2021

https://www.toppan.co.jp/assets/pdf/sustainability/2021/csr2021_detail-ja.pdf#page=71
https://www.toppan.co.jp/assets/pdf/sustainability/2021/csr2021_detail-ja.pdf#page=71


2020 年度�人財開発の取り組み 活動実績・データ

プログラム名 プログラム概要 受講人数

トッパンビジネススクール 自己啓発プログラムとして、オンライン集合型、外部派遣講座とeラーニング型にて、ビジネスの基本知識・
スキル習得講座から、専門的なスキルを高める応用講座まで、幅広いラインナップを提供 3,188名

学び放題�
「eラーニングライブラリ」

自己啓発プログラムとして、サブスクリプションモデルで200以上の講座がいつでもどこでも何度でも
学び放題の環境を全社員に向けて導入 3,728名

チャレンジスクール 自己啓発プログラムとして、通信教育型にて知識・スキル習得講座を提供 3,288名

全社基礎教育�eラーニング 全社員が習得すべき知識をeラーニング型にて実施 94,166名

グローバル選抜研修 語学力、異文化対応力や合意形成スキルなどグローバルビジネススキルの基盤習得 39名

トレーニー制度 若年層を対象に異文化対応力・語学力を向上させることなどを目的に、海外現地法人・代理店に約1年
間出向し、語学トレーニングと業務研修を実施 0※1

JICA青年海外協力隊派遣 トレーニー制度の一環として、国際協力機構（JICA)の青年海外協力隊を通じた新興国、開発途上国へ
の派遣を実施 0※1

IMD短期公開プログラム スイスのビジネススクールIMDの短期公開プログラムにてグローバルビジネスで求められるリーダー
シップ・プロジェクト遂行能力などを実践的に習得 1名

社員一人当たりの�
研修などの費用

トッパン研修センター稼働率※1

川口 湯河原

2016年度 70,783円 87.0％ 45.8％

2017年度 70,730円 87.6％ 46.2％

2018年度 67,383円 85.8％ 45.5％

2019年度 64,654円 81.1％ 42.0％

2020年度 53,637円 −※２ −※２

※全人財開発プログラムに対する従業員一人当たりの 2020 年度平均研修時間：30.9 時間
※ 1　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け派遣を一時中断中

※１　研修センター稼働日／利用可能日数（休日などを除く）にて算出
※２　�2020 年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、研修をオンラ

イン化したことにより、研修センター稼働実績なし

人財開発プログラム受講実績

人財育成に関する費用実績
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