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ポイント

❶ 自律的な学びを促す研修の構築をインストラクショナルデザイン（ID）の理論をもとに解説する。
❷ 「学習デザイン力を診断する 10 のチェックポイント」で自社の状況を診断。その結果をもとに、研修の出口・
入口・方略の視点で、それぞれの解決方法を述べる。
❸ チェックリストがすべて「YES」なのにうまく研修がまわっていない場合は、職場における学習環境、研修担
当者自身のプロジェクトマネジメント力について振り返ってみることも必要である。

自律的に学ぶ組織になるために
どんな視点が必要だろうか？

図表１

ワークプレイスラーニング（WPL）

個人や組織のパフォーマンスを改善する目的で実施
される学習その他の介入の統合的な方法
職場での学び

多くの企業で、
「自律的な人材」の育成が課題とし
てあげられている。では、そのために企業人は、ど
こで学んでいるのだろうか。また、社内の学ぶ風土
を醸成するためには、社員の自律的な学びがどこで

経験して学ぶ

研修で学ぶ

経験

e ラーニング 集合研修

実践

起きていればよいのだろうか。
企業人の学びの多くは、業務を通じた経験や社内
外の人たちとのかかわりから生じているといわれて
いる（図表１）。社内外で開催されるフォーマルな研
修で学ぶ割合は、学び全体の１割程度というデータ

リフレクション
概念化

情報で学ぶ
ヘルプ
デスク

検索

上司・同僚
から学ぶ
OJT

対話

Copyright 2015 Sunlight Human TDMC co., ltd（以下、すべて）

もある。
このことからも、人材開発担当者が、
“社員の自律

の両軸が必要になるといえるだろう。

的な学びを支援する”ことを考えるときには、職場

自律的な学びを促す理想的な状態とは、たとえば、

における学習環境デザイン（インフォーマルラーニ

業務に必要なことは情報ポータルに掲載されており、

ング）と、研修デザイン（フォーマルラーニング）

各自が必要なときにそこから情報を仕入れ、上司・
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解説

同僚と協働しながら成果につなげていくことができ
るといったものである。そして研修は、自社・業界
にとって本当に必要な内容のものが厳選され、提供
されていることではないだろうか。
ここで、
「学び」ではなく、あえて「教える」とい

図表２

学びの出口・入口と学習方略を考える

出口③ ビジネスゴール
出口② 現場目標

（パフォーマンスゴール）

評価

レベル 4

評価

レベル 3

学習方略②

うことについて考えてみたい。人に教えるというこ
とは、本来とても楽しいものである。私も、
「森田さ
んの講義を聞いて、わからなかったことがわかりま

職場育成の Strategy

出口① 学習目標

（トレーニングゴール）

評価

レベル 2

学習方略①

した」
、
「楽しかった！」などと言われると、教えた
側として気持ちがいい。そして、次はもっとわかり

トレーニングの Strategy

入口 学習者の現状

やすく「教えてあげよう！」なんて、ついつい思っ
てしまう。
ところが、教えることを続けていくと、人は「他
律的」になっていく。つまり、社員を自律的人材に
育てたければ、基本スタンスとしては「自分で考え
させる」
、
「教えない」ということが大事なのである。

インストラクショナルデザイン
とは何か？
ID とは、
「学習の効果と効率と魅力を高めるため

立派な研修体系やさまざまな研修プログラムを提

のシステム的なアプローチに関する方法論であり、

供している企業も多いと思う。研修プログラムを充

学習が受講者と所属組織のニーズを満たすことを目

実させることや満足度の高い研修を組み立てること

指したもの」
（鈴木克明，2004）である。欧米の企

はもちろん大事だが、それ自体が目的なのではない。

業内教育では当然のように、ID に基づく教育がデザ

自律的人材を育て、会社の成果につなげることが目

インされており、ID を専門的に学んだ人材開発担当

的であることを忘れてはならない。

者が社内に複数名存在している企業も多いといわれ

私はこうした学びに対する考え方があることを、

ている。

インストラクショナルデザイン（ID）の日本の第一

教育を戦略的に、科学的に考えるというのが ID

人者である熊本大学の鈴木克明先生に出会ってはじ

である。図表２に示すように、事業の成果につなげ

めて知った。ID の考えに触れたとき衝撃を受け、自

るために研修の出口をどこに置くのかを、職場の

分自身のこれまでの教育者としての考え方にダメ出

ニーズに照らしながら真剣に考えるところからス

しをされたように感じたことを覚えている。自分が

タートするのが ID なのである。

いかに、
“経験と勘”だけに頼っていたかと……。

そこで、ID による研修（学習）の出口・入口・方

そこで本稿では、ID の理論をもとに、自律的な学

略の３つの視点で、10 のチェックリストを用意した

びを促す研修の構築について述べていきたい。まず

（図表３）
。読者が直近で担当した研修を思い出しな

ID の概要について述べたあと、自社の状況を研修の

がら、ぜひチェックしてみてもらいたい。そして、

出口・入口・方略に関するチェックリストを用いて

「NO」になったところを確認し、図表４の判定表を

診断してもらい、その後、私が人材育成担当者から

参考に、11 頁から述べるそれぞれの課題について確

よく聞く失敗例をもとに、各項目について解決方法

認していただければと思う。

と ID のポイントをお伝えする。
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図表３

学習デザイン力を診断する 10 のチェックポイント

1

学習の出口

参加者が、研修で学んだことをどんな業務に活かすことができるかが明
確である（参加者の職場での行動変容を意識している）

□ YES

□ NO

2

学習の出口

参加者に対して、研修でどんな知識やスキルが身につくかを明確に示し
ている

□ YES

□ NO

3

学習の出口

研修成果（満足度、理解度、行動変容等）を測定している

□ YES

□ NO

4

学習の入口

職場のニーズを探った結果、業務に直結したテーマの研修になっている
（決して、〇〇研修が世間で流行っているからではない！）

□ YES

□ NO

5

学習の入口

研修は、本当に必要な研修を、必要かつ準備が十分な者だけが受講して
いる（研修不要者と準備不足者は断っている、もしくは役割を変えてい
る）

□ YES

□ NO

6

学習の方略

事前課題、集合研修、フォローアップなどを組み合わせた、成果につな
げるための“効果的”かつ“効率的”なロードマップが描けている

□ YES

□ NO

7

学習の方略

集合研修は、Input と Output のバランスが考えられた参加型の研修で
あり、
“効果的”かつ“魅力的”である

□ YES

□ NO

8

学習の方略

研修講師は、ファシリテーション、プレゼンテーションスキルに長けて
おり、
“魅力的”である

□ YES

□ NO

9

学習の方略

研修では、常に研修提供者と参加者双方にとって、最も時間を節約でき
る方法がとられており、
“効率的”である

□ YES

□ NO

10 学習の方略

研修で学習したことを業務に活かす個人のアクションプランが作成さ
れ、そのプランを職場上長が把握し、支援している（上長の巻き込み）

□ YES

□ NO

図表４

合

計

評

学習デザイン力：判定表

価

解説ページ

出口に NO が
あった方

研修の出口が曖昧です。出口を見直すことで、自律的な学びを促 11 頁の A（出口が曖昧
せるようになる可能性があります。
なパターン）を確認

入口に NO が
あった方

研修の入口が曖昧です。入口を見直すことで、自律的な学びを促 12 頁の B（入口が曖昧
せるようになる可能性があります。
なパターン）を確認

方略に NO が
あった方

研修の方略が曖昧です。方略を見直すことで、自律的な学びを促 13 頁の C（方略が曖昧
せるようになる可能性があります。
なパターン）を確認

全部 YES だっ
た方

研修は ID 的で自律的な学びを促す企画といえます。では、職場の 14 頁の D・E を確認
学習環境やあなたの運用力はどうでしょうか？
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Ａ：研修の出口が曖昧ではありませんか？
〔よくある失敗例〕うちの社員は“評価”を嫌がる
傾向があり、テストや検証がなかなかできません。
また、研修担当者も評価軸を考えたり、テスト問題
を作成したりする時間があったら、より魅力的な研
修プランを企画したり、わかりやすい教材を開発す
ることに時間を割きたいと思っています。
■５W２H で研修を考える

カーナビは、行き先が決まっていないと最適ルー

図表５
研修企画の 5W2H

なぜ研修が必要なの？

Where

どこへ向かうの？ 研修のゴールはどこ？

How ①

どうやって評価する？

What

研修では何を実施する？

Who

だれをターゲットにした研修なの？

When

いつ研修をするの？

How ②

どんな研修プランにするの？

図表６

受講者や職場の業績向上度 ・売上・シェアアップ、組
合いの評価
織に与えた影響調査など

レベル 3 行動

・本人/上長に対して行うイン
行動変容の評価
タビューやアンケート調査
（研修で学習した知識・ス ・同行調査など（研修前後で
キルをどう活用したか？）
調査）

レベル 2 学習

学習到達度の評価

・試験やロールプレイング
アセスメント、レポート
提出など

レベル 1 反応

受講直後の満足度評価

・受講者アンケート

修の出口を先に決めることは重要である。行き先が
てはいけない。
私が研修を企画するときは、社内にあるさまざま
な情報・データから、
「なぜこの研修が必要なのか

評価手法

レベル 4 結果

研修を成果につなげて、かつ自律的な人材が育つ

不明確なまま、いきなり研修プラン（How ②）に走っ

カークパトリックの４段階評価モデル
評価内容

ただ、カーナビと研修で違うことは、行き先を入力

よう研修をプランニングしたいならば、なおさら研

問いかけ

Why

トを示してくれない。研修にも同じことがいえる。
しなくても、研修は実行できてしまうことである。

研修企画の 5W2H

（Why）
」を分析することからスタートする。このニー
ズ分析の結果をもとにして、
「研修のゴールをどこに

ことだと考えているからである。だからこそ、
「職場

定めるか（Where）
」
、
「決めたゴールに到達したか

で何ができなくて困っているのか」を調査するため

をどうやって測るか（How ①）
」を決める。出口が

に、社内のステークホルダーとコミュニケーション

決まれば、
「何を（What）
」
、
「だれに（Who）
」
、
「いつ

をとり、データを収集・分析して、研修のゴール設

（When）
」
、
「どんな（How ②）
」を考える。５W２H

定を行う。経営層に研修の効果を示すためにも、研

は研修企画においても便利なフレームである（図表５）。

修前後の行動変容度は測定すべきなのである。

■参加前後で行動が変わる研修をめざす

ここからは学習方略の話につながるが、行動変容

研修終了後は、知識の確認テストを行う。これは

度に大きな影響を与えるのは、やはり直属上長であ

カークパトリックの４段階評価でいうと、レベル２

る。研修企画の段階から上長をうまく巻き込み、研

である（図表６）。

修前の部下の現状を聞き取り、部下にうまく研修の

評価軸はどのレベルでも欠かせないが、私が最も

目的を伝えてもらう。研修後には、部下の行動が変

大事にしているのは、レベル３（行動）である。そ

わったかを聞き取る。社員を自律的に学ぶ人材にす

れは、企業内研修は、職場でできないことを研修と

るには、現場上長と人材開発担当者のベクトルが

いうソリューションを使ってできるように支援する

合っていることがキーになってくる。
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図表７

Ｂ：研修の入口が曖昧ではありませんか？

上位層に求めること、役割は何なの？
ノウハウを伝授してもらうこと？
場合によっては、
「研修不要者」かも。

20％
〔よくある失敗例〕新任の部長が、
「うちの会社の管
理職は指導力が不足しているから、全員にコーチン
グ研修を受けさせよう。僕の知り合いで、コーチ認
定をもっていて講義もうまい人がいるからコーチン

研修のターゲット層

60％

Middle 層をレベルアップすることが目的？
この層が High-Performer になるのに何が
必要？

20％

下位 20％を底上げすることが目的？
多くの場合、
「研修準備不足者」です。

グ基礎研修をやってもらおう」と言うのですが……。
■研修参加者のレベル差に対応したデザイン

研修の出口（図表６のレベル３の評価軸）を先に
決定し、参加者全員を事前アセスメントできれば、

図表８

研修ターゲット層のレベル分けをすることができる。
これは、俗にいう２：６：２の世界である（図表７）。
上位２割層がすでに出口に到達しているとすれば、
4 4 4

ここへの研修は不要となる。それなのに参加させら
4 4

れると、当然物足りなさを感じ、不満も出てきてし
まう。このコーチング研修の事例でいえば、すでに
コーチングスキルをもっていて、部下指導も十分に
行えている人を、単なる受講者として参加させる必
要はない。全員参加型とするならば、この上位層に

⼦供の学び
（ペタゴジー）

考え⽅
学習者の
概念

成人学習論（アンドラゴジー）

・はっきり依存的なもの

⼤⼈の学び
（アンドラゴジー）
・依 存的状態から⾃⼰決定性
増⼤（Self-Directive）

・⾃⼰および他者にとって豊
学習者の
・あまり価値を置かれない
経験の役割 ・多 くは教師、教科書執筆者 かな学習資源となる
・受 動的に受け取った学習よ
等の経験を利⽤
り経験から得た学習が⼀層
の意味あり
学習への
・同 学年で同じことを学ぶ準 ・現 実⽣活の課題や問題によ
レディネス
りうまく対処しうる学習の必
備がある
要性を実感したときに学ぶ
学習への
⽅向づけ

・教科中⼼的

・課題・問題中⼼的

は研修企画プロジェクトのメンバーになってもらう、

出典：マルカム・ノールズ『成人教育の現代的実践』
（鳳書房）一部改編

指導者の立場として参加してもらうなど、別の役割

画には重要である。

（１つ上のゴール）を与えたほうが、本人にとって
も学びの場となる。

教育理論には、子ども向けの教育論（ペタゴジー）
と大人向けの教育論（アンドラゴジー）がある（図

一方で、研修参加に必要な条件を満たしていない
下位２割層が混在しているのも考えものだ。参加条
4 4 4 4

表８）
。私たちが受けてきた学校教育は、ペタゴジー

の発想で提供されている。企業内教育は当然ながら、

件をクリアしなければ、その魅力的な研修には参加

アンドラゴジーの発想でデザインされるべきであろう。

できないと伝えるだけでもよい。そうすれば、研修

大人はもともとは、自己主導型の学びをしたいと

に参加したければ、自分でキャッチアップするよう

思っているし、学ぶことで自分の仕事上の課題を解

になり、学ぶ意欲が高まるのではないだろうか。

決したいと思っている。コーチング研修の事例でい

大人はアセスメントもレベル分けも嫌がるだろう
が、
「本人の現在地」を明確に示すことも、自律を促
■大人をちゃんと大人扱いする（Self-Directive）

受講者をいつまでも子ども扱いせず、大人扱いし
て、自分でできるようにする。この発想が、研修企

企業と人材

ても、それだけでは動機づけはされない。
部下をどう指導をしたらよいか悩んでいる社員に、

すことになる。
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「その悩みを解決できる研修を提供します。参加し
ますか」と問えば、自然と学びたくなるものではな
いだろうか。

解説

Ｃ：研修の方略が曖昧ではありませんか？
〔よくある失敗例〕うちの会社の研修は割と単発もの

図表９
事前評価

個人学習

集合研修

職場学習

事後評価

（自己評価 /
他者評価）

（課題図書・
e ラーニン
グ等）

評価（レベル
1,2）

（アクション
プランの実践
/OJT 指導）

（レベル３）

が多いのです。そういう意味では“やりっぱなし”

※研修参加の ※応用スキル獲
ための前提条 得（できれば参
件をそろえる 加型）

なのかもしれません。研修終了直後は盛り上がるの
ですが、研修効果が１カ月ともたないのです……。

図表 10

がある。

的に、かつ自律的に学びを促進していくために、集

現実に起こりそうな課題に挑戦させる

２）活性化

すでに知っている知識を動員させる

３）例⽰

例⽰がある（Tell me でなく Show me） ⼗分な議論がなされた
新しく学ぶことを単に情報として「伝 ところで、不明点や疑
問点や質疑応答で回答
える」のではなく「例⽰」せよ
する

４）応⽤

応⽤するチャンスがある（Let me）

５）統合

現場で活⽤し、振り返るチャンスがある

して、トータルデザインをするということである（図
表９）
。

研修は魔法ではないので、1 日受講するだけで参
加者が劇的に変化するなんてことは、そうあること
ではない。研修後にフォローアップすることがあた

集合研修の事例

１）現実世界の
課題

スメント、さらには、掲示板機能を使った情報共有、
情報検索など、さまざまな IT メディアをブレンド

メリルの ID 第一原理

メリルの ID 第⼀原理

合研修だけでなく、個人学習、職場学習（OJT や職
場チームとのディスカッション）
、事前・事後のアセ

※事前評価の測
定指標と同様に
すれば、差分
データが取れる

込み

学びを促進する IT 環境

研修企画には、マクロデザインとミクロデザイン

く連動した全体像を設計することである。より効果

※上長の巻き

（情報ポータル、掲示板機能など）

■研修企画のマクロデザイン

マクロデザインとは、研修と職場での学習がうま

研修企画のマクロデザイン

参加者が現場で困って
現実世界で起こりそうな問題解決に学 いそうなケースを取り
上げる
習者を引き込め
グループで、そのケー
新しく学ぶ知識の基礎になりそうな過 スに対する対応を⾃分
たちなりに検討させる
去の経験から得た知識を思い出させ、
関連づけ、記述させ、応⽤させるよう
に仕向けよ

新たな別のケースを⽤
意し、同様に議論させ、
学習者の問題解決を導くために、誤り
応⽤⼒をつけていく
を発⾒して修正したり、徐々に援助の
⼿を少なくしていくことを含めて、適
切なフィードバックとコーチングを実
施せよ
研修で学んだ２つの
学習者が新しい知識やスキルを⽇常⽣ ケースを基に、⾃分の
職場でのリアルな課題
活のなかに統合（転移）することを奨
に取り組ませる
励せよ

り前と思っていたほうが、きっとうまくいくはずで

先に成人学習論で述べたように、大人は自分の業

ある。思わず行動を起こしたくなるような魅力的な

務に直結した課題解決型の学びを望んでいる。その

研修を、さまざまな手法をブレンドしながら探るこ

ため、理屈よりも事例などで解決方法を紹介すると、

とは面白い業務である。

より学ぶ意欲がわいてくる。ID 第一原理は、
こういっ

■最初のセッションで“現場の課題”を取り上げる

た発想を踏襲したフレームである。こんな便利なフ

次に、研修企画のミクロデザインについて。ミク

レームを使わない手はない。

ロデザインとは、たとえば、集合研修のレッスンプ

研修の冒頭からリアルワールドの課題に取り組ま

ランをどのように組めば魅力的か、個人学習で使用

せ、業務との関連性を示し、注意をひく。複数のケー

するテキストをどのような構成にすれば効果的に学

スにチーム脳で取り組ませ、課題が解決できそうだ

べるか、と考えることである。

という自信をつけさせる。そして、職場に戻って実

ID には、こうした研修設計や教材作成のためのミ

際の問題が解決できれば、当然満足度も高くなる。

クロデザインの理論フレームが数多くある。そのな

研修提供者は、現場で起きている課題を研修内でい

かでもいちばんのおすすめは、メリルの ID 第一原

かに用意できるかに工数をかけることが大事である。

理である（図表 10）。
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特集 自律的に学ぶ仕組みづくり

Ｄ：あなたの職場は、自律的な学びを促す職
場環境になっていますか？
企画した研修が、どんなに自律的な学びを促すも
のになっていたとしても、職場における学習環境が
ネガティブな感情に包まれていると、成果にはつな
がらない。正直、
「職場環境までは人材開発部門のス
コープ外です」と言いたくなるかもしれないが、こ
のインフォーマルな部分を見ない振りするわけには

図表 11

PLE 度の低い組織と高い組織

PLE 度の低い組織

PLE 度の高い組織

提案に対して否定的
ブレインストーミング的会
議が存在しない
失敗は単にミスだとみなさ
れる
OJT が機能していない
学習はイベントである
・・・

提案に対して肯定的に議論
される
ブレインストーミングが一
般的に行われている
失敗は教育だとみなされる
OJT が機能している
学習はプロセスである
・・・

内的動機づけがされないた
め、能力向上のための行動が
起こりづらく、組織も活性化
されない

内的動機づけが起こるため、
能力向上のための行動につな
がり、組織も活性化される

いかない。大人の学びの９割は、そこで起きている
のだから。

マネジメント力を振り返ってみることも必要だろう。

皆さんは、
「PLE」という概念をご存知だろうか。

ここまで述べてきたように、自律的な人材育成を

Positive Learning Environment の略で、自己管理

めざすことは、壮大な「人材育成プロジェクト」な

学習を推し進めていくには、会社全体が「肯定的学

のである。ステークホルダーを巻き込み、ネゴシエー

習環境」になっていなければならないとする考え方

ションし、コミュニケーションをとり、ニーズ分析

だ（Tobin, 2000）
。

を行い、研修を設計し、研修に必要なコンテンツを

学習環境が整い、自ら考えて行動できる状態が

開発し、研修講師をアサインし、研修を実行し、職

チームにできると、個人の学習への意識が強化され

場を巻き込んで学習を促し、
評価を行い、
改善を図り、

個々の行動変容が起こり、自己成長を促し、肯定的

次の企画につなげていく……。「PDCA を回せばい

なスパイラルが起こるようになる。人材という視点

い」といえば簡単だが、人を動かすということは、

からみれば、組織の成長とはこのように起こるもの

そう容易なことではない。強い信念をもって、実行

である。それでは、個人の学習への意識が強化され

（Execution）する力が求められるのである。

る環境とはどのような環境なのだろうか。

ステークホルダーに納得してもらって実行するに

一言でいえばそれは、組織内に個人の成長を促す

は、熱意や経験値だけではダメである。いざという

環境、個人が職場のなかで学習できる環境（気づき

ときには、理論武装も必要になってくる。私自身、

や振り返りなど）が整えられているか、ということ

研修実践の場でマネジメントしていたときに、まさ

ではないだろうか。図表 11 に、PLE 度の低い組織

にこの壁にぶちあたり、大学院で ID を基礎から学

と高い組織で生じている事象の違いをまとめた。こ

ぶことになった。実践の場はもちろん理論ありきで

れをみても、学習に否定的な環境だと組織が活性化

はない。現場は生き物であり、すべてが理論では片

されないことは一目瞭然である。

付かない。がしかし、理論という武器は必要なので

Ｅ：あなたは、トレーニングのプロジェクト
をうまくマネジメントできていますか？
「研修のデザインはうまくできているのに、なぜか
うまくいかない」
、
「なかなか成果につながらない」
。
こういう場合には一度、あなた自身のプロジェクト
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ある。理論はコミュニケーションツールの１つ。そ
のツールの１つが、ID なのである。
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