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■組織の質と生産性向上のために

　研修の内製化を検討するきっかけの多くはコス

ト削減と聞くが，「言うは易し，行うは難し」で

簡単にはいかない様々なハードルがある。しかし，

内製化の効果を「教え合う文化」の醸成と読み替

えてはどうだろうか？

　先輩が後輩を，同僚同士が教え合う活動により，

教える側も教えられる側もスキルアップし，結果

として組織のアウトプットの質，そして生産性を

格段に向上することができる。

　その効果を考えると，内製化の意味自体が変わ

り，企業としての取り組む姿勢も変わってくる。

研修の内製化を実践するには，まずは「外部のプ

ロに委託する研修の実施方法と品質」の呪縛から

自らを解き放いたうえで，自社の特性に合わせた

「工夫」を施す必要がある。

　本稿では，株式会社シンスターがお客様との取

り組みを通じて考えている研修の内製化のポイン

トを解説する。
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◆教え合う文化が組織力を高める

　企業を取り巻く近年の環境変化は，早くて激しい。ITの進化を筆頭にした技術革新が，新た

なビジネスを生み出すだけでなく，既存の産業構造を大きく変えている。また，新興国経済の成

長により，インバウンド・アウトバウンド双方のグローバル化がすべての業界に機会と脅威をも

たらしている。日本国内に目を向ければ，生産人口の減少に伴う労働力と生産性の問題が深刻化

している。このような様々な環境変化が，加速度を増して日本企業にインパクトをもたらしてき

ており，多くの企業はサービス提供手法の革新や提供範囲の見直し，あるいは強みを活かした新

規事業の創出などに，オープンイノベーションの考え方も取り入れながら挑むことで対応している。

　このような革新を企業にもたらす源泉は，いうまでもなく「人」，つまり企業の人財である。

企業の経営者もこのことは十分に認識しており，人財の「ビジネスを考える力を磨く」ために，

ビジョンや中期経営計画などで社員の育成を重要施策の 1つに掲げている。また，これを実現す

るために，上司による部下の育成を上司のミッションの 1つと定義している企業も多い。しかし

ながら，現実にはそう簡単にはいかないようである。社員同士が教え合うことで各自が成長する，

その結果として組織力を高めるというメカニズムを創り上げている企業は，それほど多くないよ

うに見える。

　ここ数年，多くの企業が取り組んでいる「研修の内製化」は，このような仕組みを作り上げる

非常に有効な手段の 1つだと筆者は考えている。2015年10月の産労総合研究所の調査によると，

実に67％以上もの企業が内製化に取り組んでおり，大企業，非製造業を中心に多くの企業がこ

のことを意識しているようにも見える【図表 1参照】。

出典：産労総合研究所『2015年度教育研修費用の実態調査』を弊社にて加工

◆全体の取り組み状況 ◆企業規模別の取り組み状況
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図表 1　研修内製化への取り組み状況（2015年）
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　しかしながら，この調査を見ていると気になる点もある。2012年にも同様の調査が行われて

いるのだが，その調査では76％もの企業が内製化に取り組んでいると答えている。しかし 3年

後の2015年には，そこから10％近くも取り組んでいると答えた企業が減少しているのだ。経済

状況，企業業績の変化も影響していると思われるが，やはりこれは「研修の内製化」は容易では

なく，その実現には多くのハードルがあるのだと推察される。

　社員が「教え合う」ことにより人財が成長し，結果として企業として成長していくことが望ま

しい姿であることに異を唱える経営者・人事担当者はいないだろう。では，これをどうやったら

実現できるのか。株式会社シンスターでは，「教え合う文化の醸成」と称した取り組みを，昨年

よりいくつかの企業と試行している。本特集では，このような取り組みを通じて得られた経験も

踏まえ，「研修内製化のポイント」を紹介する。

◆コスト削減が目的ではうまくいかない

　研修の内製化が大きく進んだそもそものきっかけは，リーマンショックによる企業のコスト削

減の取り組みであった。先述の調査結果でも，2012年には 8割近くもの企業が内製化に取り組

んでおり，その効果として66％もの企業がコスト削減を挙げている。研修を内製化すれば，研

修会社などへ支払う「出銭」はもちろん減るだろう。しかし，企業活動として本当にコスト削減

が実現できているであろうか？

　研修にかかるコストを分解すると，主な構成要素は以下のようになる。

●研修企画と講師，参加者の選定

●参加者への事務連絡，課題／アンケート管理，教材手配などの運営オペレーション

●教材の作成

●講師の研修準備と研修実施

●参加者の研修準備と研修参加

●研修評価と次の企画への反映

　研修の内製化という観点から着目していただきたいコストは，研修企画，教材および講師に関

わるコストである。商品知識の研修など，教材も社内にある程度準備されており，講師も特段の

準備をせずに実施できる研修は，コスト効果も見込めるであろう。しかし，そのような研修は，

企業で一般的に行いたいと考えている研修のごく一部である【図表 2参照】。さらに，このよう

な研修の効果を高めるために，単なる知識に留まらず，顧客への効果的な提案，そのプレゼンテ

ーション能力まで含めると，話は全く変わってしまう。

　実務者のスキル育成を目的とした研修では，その効果を高めるためには企画段階からその実務

に精通した人財の参画が欠かせない。内部だけで企画を行う場合，その人財の負荷は大きくなり

がちである。加えて，一部でも教材を内部で作成する場合には，その負荷はさらに大きくなり，

講師準備，研修実施まで任せるとなると膨大になる。また，これをこの業務にかかった実コスト
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だけでみてはいけない。当然のことながら，その人財が本来業務を行った場合に得られる利益，

その逸失利益まで含めてコストをみなければならないのである。

　このように考えると，一部の知識系研修を除いては，ほとんどの企業で研修の内製化はコスト

面でメリットを出すのは非常に難しいといえる。その他，次項で詳述する実施面での様々なハー

ドルもその要因となり，個々の企業における内製化の取り組みは一時の盛り上がりに欠け，最近

は内製化の取り組みを縮小，あるいは取りやめる企業も出てきているのだと思われる。

◆内製化が生み出すコスト以外の効果に着目せよ

　一方，コスト以外の内製化が生み出す効果に目を向けると，この取り組みの意味合いは全く変

わってくる。研修の内製化が生み出す効果は多岐にわたるが，企業の取り組みとして非常に重要

な効果として，主に以下の 3点が挙げられる。

　第 1に，内製化の最も大きな効果は，教える人財，つまり講師を務める人財の成長である。参

加する社員に効果を評価してもらえる研修を実施するためには，相応の準備が必要となる。これ

までに自身が受けた研修，あるいは本を通じて，教える内容の基本を一通り勉強し直す。参加者

が内容を理解しやすい事例，題材を考える。このような活動を通じて，ビジネスを見るアンテナ

が広がると同時に，自らのスキルの土台を再構築できる。さらに，教えることを通じて，自身が

図表 2　一般的な研修体系と内製化の難易度
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十分に理解していなかった部分に気づくばかりでなく，分かりやすく説明するための，また参加

者の意見や質問を正しく受け止めるためのコミュニケーション能力が磨かれる。

　第 2に，受講者の研修内容に対する腹落ち度が格段に高まることが挙げられる。研修で議論す

る内容に自社の身近な事例，ホットなビジネスの題材を盛り込めるため，受講者が研修内容を実

ビジネスで生かすポイントを具体的につかめる。特に，質疑において自社，自部門の実ビジネス

の内容を題材にできることが，効果を高めることに大きく貢献する。

　第 3に，これは副次的効果であるが，社内の人間関係の深化・構築が挙げられる。特に，上司

が講師を務める場合にはその効果が大きい。上司は，普段のビジネスでは十分に把握できない部

下の考え方や持っているビジネスの視点なども理解することができる。さらに，普段の仕事上で

は気がつかなかった部下の強みやちょっとした弱みを発見することもできる。部下にとっては，

上司が直接教えてくれることで，信頼感も高まると同時に，上司が普段どのような観点から指示

を出したり，アドバイスをしたりしているかも理解できる。普段あまり接点のない他部門の方が

講師を務める場合には，講師・受講者共に研修を通じて社内ネットワークを広げることもできる。

　コスト以外のこのような効果を考えると，研修の内製化は人財育成という観点からは非常に有

効な手段といえる。しかし，残念ながらその実施には様々なハードルがある。先述した2015年

10月の産労総合研究所の調査では，「内製化に取り組むなかでの課題・内製化に取り組まない理

由」に関しても調査しているのだが，「社内に講師になれる人材が不足し，育成にも時間がかかる」

（44.6％），「人材開発部門のマンパワー不足で手が回らない」（20.7％）が主な理由として挙げら

れている。この他にも，実務優先で講師を引き受けていただける方が少ない，そもそも講師をす

ることへのモチベーションがないなどの課題もあるようである。

　このようなハードルを下げることがで

きれば，多くの企業で本当に効果の高い

研修内製化を進めることが可能になるの

ではないだろうか。株式会社シンスター

では，その試みをいくつかのお客様と取

り組んでいる。次項以降，その経験も踏

まえて，このような課題に対応して内製

化を実践するために行うべき工夫を，「研

修の内製化を成功させるためのポイント」

として解説する。

◆ポイント1：何を内製化すべきかを戦略的に考える

　研修業務の内製化と一言でいっても，その範囲は多岐にわたる。研修の企画から運営，教材や

講師の選定，研修の実施と実施後のフォローなど，様々な業務が存在する。これを，内製か外注

＜研修の内製化を成功させるための7つのポイント＞

ポイント1：何を内製化すべきかを戦略的に考える

ポイント2：小さく実施する

ポイント 3：実務と連動して事後課題を出す

ポイント 4：講師を効果的に支援する

ポイント 5：参加者の研修効果を上司が評価する

ポイント 6：講師のやる気を引き出す

ポイント7：工数レスで効果を出す工夫をする
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かと簡単に割り切ることはできない。まずは，現状を正しく把握したうえで，本当に内製化すべ

きことは何か，それをどのような優先順位に基づいて行うかを，戦略的に検討する必要がある。

　読者の皆さんは，「ソーシング戦略」という言葉をお聞きになったことはあるだろうか？　筆

者は，1990年代初頭に外資系コンサルティング会社で企業のIT戦略を策定する際にこの考え方

を学び，その後も様々な場面で応用して活用している。ITの構築・運用をどのように行うべきか，

これをインソーシング（内製）・パートナリング（提携）・アウトソーシング（外注）で体系立て

て考え，自社の独自性・強みを活かした形にするために，中長期的な取り組みを検討する手法で

ある。

　企業研修での取り組みを，この考え方に基づいて検討するとどうなるだろうか。研修体系全体

の企画に関しては，新たな考え方や研修プログラムなどをプロから取り入れられるようにしてお

きたいと考える人材育成部門は多いと思われる。一方，これをすべて外部に任せるという考え方

は，自社のビジネス特性に応じた人財を育成するという観点から考えると，ありえないであろう。

そうなると，可能であれば得意分野の異なるいくつかの信頼できる企業とのパートナリングを志

向することが妥当であろう。

　これに対して，個別の研修プログラムに関しては，企業の状況に応じて対応が異なってくる。

商品や自社の業務プロセス／ルール，就業規則等に関する知識系の研修は，可能な限り内製化の

方向に持っていけることが望ましいとは思われる。しかし，これは教材に利用可能な社内資料な

どの整備状況，社内講師を行える人的資源がどれだけあるかによる。また，業界固有の規制や制

度，業界団体の状況，競合企業の取り組みなどの変化に関しては，外部を活用したほうが効果・

効率の面でメリットが大きい場合もある。

　論理思考や問題解決，コミュニケーションといったスキル系研修に関しては，企業ごとに考え

方は大きく異なってくるであろう。自社に関しての理解度が深く，適切な研修を提供できる企業

がすでに存在する場合には，その分野はパートナリング，もしくはアウトソースし続けたほうが

好ましい場合もある。あるいは，そのような企業が十分に効果的な研修を実施できていない場合

には，人材育成部門の関与度を高める，あるいは内製化を志向したほうがよい場合もある。しか

し，そのような場合でも，やはり自社にどれだけの資源があるかで，対応は異なってくる。

　上記のような考え方で，ソーシング戦略の基本方針は策定できるが，これを実際の取り組みに

する際に検討しなければならないことは，投資対効果である。つまり，どの層にどのようなスキ

ルアップを図る必要があるのか，それがビジネス上どれだけの効果を生むのかを検討し，内製化

を図る分野の優先順位を決める必要がある。

　自社の研修体系，その提供手法の「あるべき姿」を考えても，一足飛びにそれが実現できるわ

けではない。限られた資源を最大限に活用し，どのような道筋で「あるべき姿」を実現するか，

これを戦略的に検討して取り組む必要があるのだ【図表 3参照】。



392017.4　人事マネジメント

www.busi-pub.com

〜生み出す効果を考えて「研修の内製化」を進めよう〜

人が育つ！「教え合う文化」の醸成法人が育つ！「教え合う文化」の醸成法

◆ポイント2：小さく実施する

　次に，具体的な研修の形態に関して解説する。研修というと，参加者は20人以上，短くても

半日など，固定概念に縛られていないだろうか？　分野によっては，特に座学で講師が一方的に

説明する講義形式のものは，このような形態でも内製化はしやすい。しかし，参加者が多くなれ

ばなるほど，講師の参加者への目配りには経験が必要になり， 1回の研修内容が多くなればなる

ほど，講師の研修準備の負荷は高くなる。つまり，実施のハードルが上がるのである。この固定

概念を捨て，研修を「小さく実施する」ことでハードルを下げることが，非常に重要なポイント

である。これまでの経験では，参加人数は 5〜 6人， 1回の研修は 1時間程度が適切だと思われ

る。以下，これを具体的に説明しよう。

　まず，今回解説している内製化の前提として，講師は上司，参加者は部下が主な形態であるこ

とをお伝えしておく。後に詳述するが，研修の成果は参加者の実務における行動変容で測ること

が適切である。その行動変容の評価は，実務上の上司が行うのが最適である。また，参加者に分

かりやすいビジネスの事例も，上司が最も適切なものを考えられるはずである。しかし，ほとん

どの場合，上司は講師としての経験もなく，必ずしも「教える」ことが得意ではないこともある。

そこで，上司が講師を務められるように，また実務と並行して研修を実施できるように，「小さ

く実施する」ことが重要になってくるのである。

図表 3　長期的な観点での研修業務のソーシング戦略（考え方の例）

完全
内製化

社内中心
提携

社外中心
提携

社内管理、
外部作業

完全
外注化

研修体系の全体企画 ✔ ✔

商品知識 企画 ✔ ✔

運営 ✔

教材、講師の選定 ✔ ✔

実施 ✔

フォロー ✔

オペレーション ・・・

論理思考 企画 ✔ ✔

運営 ✔ ✔

教材、講師の選定 ✔ ✔

実施 ✔ ✔

フォロー ✔ ✔

問題解決 ・・・

インソーシング
（内製）

パートナリング
（提携）

アウトソーシング
（外注）

個
別
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

知
識
系

ス
キ
ル
系

信用する複数企業と
のパートナリングに
より、最新の情報や
他社での優れた取り
組みを取り込めるよ
うにする。

基本は内製だが、規
制の変化や競合商品
との比較など、必要
に応じて外部の支援
を得る。

自社で求められる論
理思考力を高めるた
めに、企画および教
材選定などを自社コ
ントロールにしてい
く。運営やフォロー
に関しては、社内の
工数不足を外部の協
力で補う。
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　では，参加人数に関して説明しよう。 5〜 6人が適切とする理由は 2つある。第 1に，経験が

少なくても講師の目が届く範囲の人数，つまり目配りをして参加者の表情も観察しながら，しっ

かりと内容が腹落ちしているかどうかを確認できる人数である必要がある。第 2に，質疑を含め

インタラクティブに研修を進める際に，相応に異なる見解が出て来ることで参加者の気づきを生

む人数である必要がある。上司の講師スキルが高ければ，もう少し人数が多くても構わないが，

研修での議論が盛り上がりつつ腹落ちし，講師がハンドリングできる人数として 5〜 6人が適切

だと思われる。

　次に，実施時間に関して説明しよう。そもそも，研修に丸 1日取られるとなると，参加する側

にも準備する講師の側にも負荷が高い。そこで， 1つの研修テーマを小分けにして 1時間程度の

内容とすることで，継続実施をしやすくするのである。例えば， 1日で実施する論理思考基礎の

研修も，小分けにすると 6〜 8回ぐらいに分解できる。第 1回は「イシューを特定する」，第 2

回は「帰納法と演繹法とその落とし穴」，第 3回は「論点を押さえる」といった具合いだ。

　このように，参加人数と実施時間の観点で「小さく実施する」ことにより，講師経験がない上

司でも講師を務め，参加者も無理なく参加しやすくすることができる。さらに，このやり方は研

修効果を高めることにもつながる。そのポイントが，次の実務との連動である。

◆ポイント3：実務と連動して事後課題を出す

　研修の効果は，参加者に研修内容を腹落ちさせ，実際に実務で使えるスキルにまで高めること

である。しかし，研修直後のアンケートなどの評価が高くても，実務で活用できていないという

課題を抱える企業は多い。また，研修後一定期間経過して受講者にインタビューをしてみると，

興味深い研修だったことは覚えていても，実施内容は記憶にないという声もよく耳にする。この

ような状況では，研修の投資対効果は高まらないだろう。この課題に応える有効な手法が，研修

後に研修内容に即した実務上の課題を課すことなのだ。ただし，これを実施するのが難しい事情

もある。しかし，前項で述べた上司が講師を行って小さく実施するという手法をとることで，こ

のような課題の多くも解決できる。

　まず，どのような実務課題を出すかに関して説明しよう。例えば，論理思考研修のある回で，

PS（ピラミッドストラクチャー）を扱ったとしよう。小さく実施することで，幅広い論理思考

研修で扱う内容の特定部分に焦点を当てられるため，事後課題も出しやすくなる。その課題とし

ては，参加者が実務で日々行うことを題材にすればよい。上司自身の話や経営陣の話を聞く機会

があれば，そのポイントをPSで構造化して提出させてもよい。あるいは，顧客や社内に送るメ

ールを書く際に，まずポイントをPSで整理させてもよい。これは，社内／社外への提案でも構

わないし，日報でも構わない。大事なことは，勉強のための課題ではなく，実務能力を磨くため

の課題とすること，つまり実務と連動させることである。

　次に，この事後課題の効果を高めるための方法を説明する。それは，この課題の添削を上司が
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行う，つまり上司が部下を“赤ペン指導”するのだ。上司自身は，部下の課題を評価し，問題点

をどのように改善すべきかのフィードバックを考えることで，さらにスキルが向上する。また，

実務と連動しているため，研修のためだけの作業ではなくなる。また，部下が普段どのような思

考をしているかを把握できることは，部下と実務を行っていくうえで非常に有用な情報となる。

一方，部下にとっては，研修で学んだことを実務でどう活用すべきかを実践することで研修内容

を身につけられるばかりでなく，上司から直接指導してもらうことでよりよい上下関係を構築す

る効果も期待できる。

　多くの企業では，人材育成部門が研修内容の定着化のためのフォローを検討するが，これがな

かなか実施できないのは，人材育成部門が主導して行おうとすることにも起因すると思われる。

上司が実務の題材を使って，研修の内容に即してフォローを行う。こうすることで，研修の効果

を格段に高めることができるのだ。

◆ポイント4：講師を効果的に支援する

　これまで，内製化する研修の具体的な提供方法に関して解説してきた。しかし，これを実際に

行うと，いかに小さく実施しようとも講師を務める上司の負荷は相応に高くなる。これを低減す

るために人材育成部門としてどのような支援を行うべきか，ここではその手法や具体的内容に関

して説明しよう。

　まず，最も重要なことは，上司が講師を行う際の基本的な考え方を整理し，社内で共有するこ

とである。その内容としては，以下のようなことが重要なポイントとなる。

●講師であっても知らないことがあり，すべての質問に講師が即答できるわけではない

　⇒参加者から優れた意見が出た場合は，それをもとに議論を行う

　　研修で不明な点が出た場合，参加者も含めて協力して調べる

●ビジネスの議論では唯一無二の正解があるわけではない

　⇒参加者全員で議論をして，納得度の高い結論を出す

　これは，日本の教育文化の良くない一面のようにも思えるが，常に前に立つ者（講師）は受講

者よりも知識があり，正解を教えることができると期待されているように思える。内製化では，

社員が先輩として講師を務めるのであり，プロの講師のレベルを求めるべきではない。質問など

に対して知らないこと，分からないことに関しては，「知らない，分からない」と講師が素直に

言え，そのような点に関しては参加者全体での議論で納得度の高い結論を出せるようにすべきで

ある。ときには，講師よりも参加者のほうが良い見解を持っていることもある。そのような場合

には，講師が考えてきたことよりも，その優れた意見をうまく取り上げ，参加者全体の納得を作

ることが重要である。そもそも，知識系のことを除けば，ビジネスの議論ではいわゆる「正解」

は複数存在する。参加者にも助けてもらいながら，研修の目的を達成できるように，講師と参加

者の共通認識を作る必要がある。
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　次に，講師準備と研修の実施，事後課題添削に関しての支援方法を説明する。資料として具体

的に準備すべきものは，ティーチングノートと赤ペン指導要綱である。ティーチングノートは，

研修の目的，運営の仕方のポイントを講師が実際の場をイメージできるレベルで記述したもので，

内容としては主に以下のポイントを押さえる必要がある【図表 4参照】。

●その日の研修全体，および各セクションの目的と具体的に把握させるポイント

●各セクションの時間配分

●説明の内容と想定される質問と対応例

●（事前課題がある場合）想定される提出物の内容と押さえておくべきポイント，セッションで

の活用方法例

　また，事後課題に対しては，参加者が犯し

がちな過ちのポイント，そのポイントに対す

るアドバイスの仕方，さらには参考となる過

去の添削事例を用意すると効果的である【図

図表 4　講師の研修準備負荷を低減するための
　　　  ティーチングノート

◆論理思考研修におけるティーチングノートのサンプル

【研修スライド（教材）】

◆演習のテーマ

ロジックツリーで議論の論点を押さえる

◆演習の例題

「あなたは自動車を買い替えることにな

り、週末に家族会議を行うことにしまし

た。家族会議では、どのような自動車を

買うかを議論したいと思っています。そこ

であなたは、研修で習ったロジックツリ

ーで事前に買い替える自動車の選択肢を

洗い出してみることにしました。どのよう

な切り口がありそうですか？」

【ティーチングノート】

◆演習の目的：ロジックツリーを作る際のコツを押さえる

①MECEな切り口を選ぶ、②重要な個所を具体的に掘り下げる、の2つを

押さえる。

◆時間配分と進め方（全体：15分程度）

①導入解説と個人検討：3分

②クラスディスカッション：12分

1）出てきそうな切り口を挙げてもらう（※ここに時間をかけすぎないよ

うに注意！）

2）切り口を組み合わせる順番を議論する⇒目的と実現性の観点から切

り口を組み合わせる

3）必要な個所の掘り下げ、具体化の重要性を伝える

◆説明ポイントと議論の進め方

①導入解説と個人検討

・アイスブレーク的に使うので、「家でこんな話をすることありますよね」

くらいの軽いノリで入る。

（解説例）最近だと、「車なんていらない」なんて話も出ることがあります

・・・^ ；^）。家族で買い替える車に関して議論しようというこ

とになった場合、どのような意見が出てくるかを予め考えてお

いた方が、議論はコントロールしやすい。議論の結果として、

最終的には・・・（略）

②全体議論（議論の進め方の例）

1）出てきそうな切り口を挙げてもらう

・「どのようなMECEな切り口がありそうですか？」（講師から質問を投

げかける）

（返答例）SUV、スポーツカー、セダン、軽、ピックアップトラック・・・・

⇒これではMECEになりませんね。これは、一つは車種の議論。

もう一つは、排気量⇒軽、普通車、大型車（？）⇒実は、っ軽、

で言いたいことは、コストの話だったりする。

（返答例）トヨタ、日産、ホンダ・・・

⇒これはメーカーを軸とした切り口。MECEにするためには、ま

ずは日本車と外車・・・（略）

図表 5　実務と連動した事後課題と添削要綱

◆論理思考研修でピラミッドストラクチャーを教えた後の事後課題例

◆講師のための事後課題の添削要綱（例）

『今期の全社方針の1つである「働き方改革」の推進に向け、特定曜日の残
業を一律で禁止する っノー残業デー、 導入が、現在本社で議論されています。
あなたは、これに賛成ですか？反対ですか？　自身の考えを整理して、レポ
ートを提出して下さい。』

【赤ペン指導サンプル】過去の添削事例

【赤ペン指導要綱】事後課題（レポート）チェック時のポイント

◆自分の考えを伝える時に陥りがちな例

◆論理的なメッセージ構築のためのチェックポイント

・前置きが長くなり過ぎる
・結論と関係のない説明をしてしまう（週1回より週2回の方が良い・・・など）
・言いたいことの羅列で、主張がはっきりしない
  （結局「賛成」「反対」のどっち・・・など）
・自分の主張に対して良いことしか書いていない
・抽象論になっている（ファクトを踏まえていない）
・主張に対する根拠が明記されていない
   ・・・（略）

・メインメッセージははっきりしているか？
　－イシュー（答えるべき問い）を押さえているか？
　－イシューにダイレクトかつ端的なメッセージか？
・結論を考える上で主要な論点は明確か？
　－重要な論点は押さえられているか？
　－反対意見を想定した論点を押さえているか？
・「なぜそう言えるのか」の説明（根拠）は十分か？
　－事実やデータなど具体的な根拠は？
   ・・・（略）
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表 5参照】。

　最後に，講師準備の支援策に関して説明しよう。まず，参考となる書籍やネットの特定サイト

を一読しておくなど，事前の準備は最低限必要である。可能であれば，これまでに講師を行った

他の社員の事前準備の工夫，実施時にうまくいったこと，反省点などを共有できるようにしてお

くとよいだろう。そのポイントに関し，実際に講師を行った社員に質問・相談できるようにして

おけば，初めて講師を行う社員にとってはとても有益であり，かつ実施する際の安心感にもつな

がるだろう。

◆ポイント5：参加者の研修効果を上司が評価する

　研修実施後に非常に重要なことは，いうまでもなく投資対効果を測るための研修評価である。

内製化した場合には，これが実務に沿って行えることが大きなメリットである。人材育成に関わ

る読者の方々は，研修評価の考え方として浸透しているカークパトリックモデルに関してはご存

じだろう。

　通常の研修でも，レベル 1， 2はアンケートやテストである程度評価することができる。しか

し，本来はレベル 3， 4までを評価すべきだが，これを行うのは非常に難しいのが現実である。

レベル 4に関しては，実務の結果には研修以外の要素が複雑に絡み合っている。また，レベル 3

の行動変容に関しても，日々の行動に対して研修がどれだけ貢献しているかを測るのも難しい【図

表 6参照】。

　しかし，実務上の上司が講師を行えば状況はだいぶ異なってくる。研修で行ったことをどれだ

け実務に生かしているか，生かしていないか，その行動変容が実績にどれだけ貢献しているかを，

受講者である部下も納得する形で評価することができる。特に，事後課題も有効に活用すると，

その評価はより現実に即したものにすることができる。

　この評価を正しく行ううえで重要なポイントは，上司が行った評価を正しく残し，企業で用意

図表 6　代表的な研修効果測定手法：カークパトリックモデル

結果が変わったか？

行動変化は？

研修内容の習得度は？

参加者の反応は？

業績評価、人事評価

多面評価

理解度チェックテスト
（ペーパー／実技）

アンケート

評価レベルと内容 代表的な評価方法

知識系の研修では、
このレベルである程度
の担保が可能

スキル系の効果測定では
レベル3以上での効果測定
が求められる

レベル1

Reaction

レベル2

Learning

レベル3

Behavior

レベル4

Result
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している社員評価ツールに組み込むことである。人事評価に関しては，システムを活用している

企業も多いだろう。研修後に参加者がどれだけスキルアップしたかをデータ化し，人事評価シス

テムと連動することが望ましい。また，最後のポイントで詳述するが，情報入力ツールとしてス

マホなども活用できるようにし，入力者の負荷をできる限り減らす工夫も必要となる。

◆ポイント6：講師のやる気を引き出す

　研修自体の評価に加え，評価の仕組みとしてもう 1つ用意しなければならないのは，講師を行

う社員の評価である。先述したように，教えることで一番成長するのは自分であり，本来であれ

ばこのことが最大のモチベーションとなればよいのだが，現実的には難しい。やはり，部下を育

成するために行った準備，実施により生まれた効果をもとに，講師としての実務を評価する必要

がある。

　講師業務の評価は，主に以下のような項目に関し，定性／定量の両面から評価するのが望ましい。

●講師準備：かけた時間と実際に行った準備の内容

●研修実施：実施回数と時間，および参加者のアンケート結果

●事後課題：かけた時間と参加者フィードバックに対する参加者のアンケート結果

●参加者の実績：行動変容に関する講師の評価も含め，講師が所管する組織のパフォーマンス

●他講師への貢献：講師準備，実施，事後課題での活動に関して，他の社員に対して提供した情

報とその貢献度

　冒頭にも書いたように，企業が部下育成をビジョンや中期経営計画の 1つの柱に掲げている企

業も多いと思う。そうであればなおさらだが，社員のミッションに対する活動を評価する具体的

な仕組みを用意すべきである。上記のような項目での評価を，特に管理職社員の評価ツールに組

み入れ，実務貢献を正しく評価することで，講師を行う社員のモチベーションを高める用意が必

要なのだ。

　しかしながら，もう一方で社員の自発的な気持ちから，講師を務めるモチベーションを高める

仕組みも用意することが好ましい。具体的には，講師を実際にやった社員が，その経験を通じて

どのようなメリットがあったかを伝える場や道具を用意するのだ。企業の公式の場で，曲がりな

りにも人にものを教えるというのはハードルがある。しかし，そのハードルを越えることで得ら

れるメリットも大きい。これを社内で共有できれば，講師を務めようという社員の自発的なモチ

ベーションを高めることができる。

◆ポイント7：工数レスで効果を出す工夫をする

　最後のポイントとして，この内製化の取り組みを効率的に行うために検討すべき仕組みに関し

て説明する。講師をやる側も参加する側も，可能な限り“隙間時間”を利用して取り組めるよう
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にすべきである。また，運営を支援する側も，二重入力や個別管理などの無駄な作業をできるだ

けなくす工夫が必要である。そのためには，ITを可能な限り活用して，効率的・効果的な仕組

みを構築することが望ましい。

　概念としてのITの全体構成は，下図のようになる【図表 7参照】。ティーチングノートや赤ペ

ン指導要綱は，必要なものをいつでもどこでも参照可能にする。事前課題や事後課題も，システ

ムにアップする。参加者も，教材をダウンロード可能にする。こうすることで，講師も参加者も

場所を問わずに準備を行うことができる。また，研修結果やアンケートなども，すべてシステム

で登録できるようにする。また，人事システムに評価結果などを連携すれば，二重登録などもし

なくて済む。このような仕組みを構築すれば，研修内製化の効率は格段に高めることができるだ

ろう。

　しかしながら，最初からこのような大掛かりな仕組みを構築することは多くの企業にとって不

可能であろう。最初は，ファイル共有サーバを利用したり，共通のエクセルフォーマットを作っ

て活用したりするレベルから始めれば，それでも十分に効果はある。Googleをインフラとして活

用している企業は，Googleが用意するスプレッドシートやドキュメントを利用すると，共有は非

常にしやすくなる。参加者への連絡に，LINEなどを活用するのも 1つの方法だろう。個別に会

ってフィードバックする時間が取れない場合などは，Skけpeなどを利用するのもよい。

　世の中には，すでに便利なIT基盤が数多く存在する。最初は，これをうまく活用して全体の

図表 7　内製化の効率化を図るIT全体像

人材育成部門 講師

研修管理サーバ 人事管理サーバ

講師評価など
の連携

参加者

ネットを介してロケーションを問わずに
作業できる環境を用意することで
っ隙間時間、を活用可能にする

インターネット

主
要
機
能

・研修登録、管理
・参加者管理
・アンケート作成、管理
・教材、ティーチングノート、赤ペン
指導要綱等の登録、管理
・研修評価管理
・講師評価登録、管理

・研修登録、管理
・出欠管理
・アンケート作成、管理
・事前／事後課題の設定
・教材、ティーチングノート、赤ペン
指導要綱、提出課題等の閲覧
・事前準備実績登録

・研修申込
・受講履歴照会
・課題、教材の閲覧
・事前／事後課題の登録
・アンケート入力
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体系を作り，その体系が出来上がってきた段階で，必要に応じて自社独自のIT基盤も用意して

いくことが肝要である。

◆成長し続ける組織を創り上げるために

　研修の内製化は，これまで述べてきたように，体系的に実践できれば非常に大きな効果を期待

することができる。これが，能動的に社員が社員を教え合う文化にまで醸成できれば，非常に強

い，成長し続ける組織を創ることができるだろう。

　しかし，全社的な仕組みを一朝一夕で構築するのは難しい。大事なことは，優先順位を決め，

できるところから始めることである。そして，例えば 3年後にあるべき姿にまで高める。そのよ

うな取り組みを，ぜひ行っていただきたい。

　全体に浸透するまでには，評価に関しても全社一律にはできず，運営していて気持ち悪い部分

もあると思う。しかし，そこは柔軟に対応するしかない。自社のあるべき研修体系，それがもた

らす効果を見据えて，うまく取り組んでいただきたい。

　最後に，研修の内製化を成功させるための 7つのポイントを全体像として一覧で提示する【図

表 8参照】。

　今回ご紹介した内容が，読者の皆様の活動に何らかの形で資することができれば幸いである。

図表 8　研修内製化の取り組みを成功させるためのポイントのまとめ

短時間、少人数で実施

研修後、上司が部下の実務と
連動した事後課題を出す

（例）

・部長の月次目標の説明内容
  を、PSでポイントを整理する

・お客様への提案書の趣旨を
  PSで整理する

実務課題で定着化研修実施に向けた支援

研修後の部下の行動変容を、上司
が日々の行動・実績から評価

実務の隙間時間（1時間程度）で研修
が可能な教材やティーチングノート、
事後課題の添削要綱等を用意

実務での効果測定

部下が提出した事後
課題に対し、上司が
“赤ペン指導、するアンケートに加え、部下育成のため

に行った準備や講師実績、実務での
部下の成果等を人事評価へ反映

ポイント1

ポイント2 ポイント3ポイント4

ポイント5

研修全体の“あるべき像、の策定（何を内製化すべきか戦略的に考える）

上司が講師となり、部下を教える

講師活動の評価

システムを活用して、講師・参加者・運営側の工数を軽減

ポイント6

IT活用による効率化
ポイント7

【論理思考研修の実施例】

・1日相当の研修を全6回に分けて実施

・研修時間は、1回あたり1時間程度

・毎月2回、第2・4月曜の朝に開催

・課長が部下6人に対して実施


