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副島 潤子 

論文概要 

近年のビジネス環境の急激な変化の中で、企業における従業員の教育研修の重要性は

益々大きくなっており、教育研修費用の総額は増加傾向にある。これは、経営層が教育研

修に対してビジネス上の効果を期待している表れと考えることができる。実際、従業員の

能力開発に対する支出と労働生産性に正の相関があることが複数の調査報告により示され

ている。一方で、自社のラーニング部門の業績に満足している経営層は、ここ 15 年程の

間 20％前後で推移していることが報告されており、企業内教育研修の難しさを示唆してい

ると考えられる。 

企業内教育研修に関する研究の歴史は長く、内容も多岐にわたっているが、企業内教育

の効果を上げるための Missing Link として近年着目されているのが「研修転移」であ

る。研修転移とは「研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその

効果が持続されること」と定義されている。これまでの研修転移に関する研究は、情報や

責任が移転
．．

する
．．

フローを明らかにすることに注力され、「誰が、どのようにシステムやプ

ロセスを駆動させるのか」という視点からの研究はほとんど見られない。また先行研究で

は研修効果に関わる 3 大ステークホルダーとされている受講者本人、受講者の上司、およ

び研修講師のうち、受講者の上司の影響が大きいとされており、教育研修を設計・実施す

る職務を担い重要な役割を果たしていると考えられる教育研修担当者を対象とした先行研

究はほとんどなく、その業務の実態や研修効果への影響は必ずしも明らかではない。 

これらをふまえ、本研究では企業の教育研修担当者を対象に調査を実施し、教育研修担

当者の職場での実践および教育研修の実態を明らかにすることで、ビジネス戦略の一部と

しての教育研修と成果創出のために、新たな視点から教育研修担当者の働きに関する知見

を得て、企業内教育の今後のあり方について提言することを目的とした。 

研究方法としては、質的調査と量的調査の組み合わせを採用した。量的調査である質問

紙調査に先立つ質的調査として、教育研修担当者によるグループディスカッションの内容

を、GTA 法によりコード化およびカテゴリー化し、仮説生成および量的調査に用いる質問

紙の作成に供した。量的調査では質問紙に対する回答を主因子法により因子分析し、抽出
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した因子の因子得点を説明変数、「よく練られた研修デザインである」こと、および「受

講者の行動変容が起きる」ことを目的変数とした重回帰分析を行った。 

調査および分析の結果、研修受講者に行動変容が起きるために特に重要な要因として、

①よく練られた研修デザインであること、②受講者上司・（教育研修担当者の）上司が肯

定的な態度であること、③受講者・受講者上司に現実の課題の解決法を示すこと、④研修

後に同僚とのリフレクションおよび受講者・受講者上司へフォローアップを行うこと、が

明らかとなった。また、よく練られた研修デザインであるためには、⑤企画書を使用して

上司とディスカッションすること、および⑥受講者上司・（教育研修担当者の）上司が肯

定的な態度であること、が特に重要な要因であることが示された。これらは、教育研修を

通じて受講者に行動変容が起きるためには、教育研修担当者がよく練られた研修デザイン

を作成すること、および上司・受講者上司と必要な、かつ良好なコミュニケーションを行

うことが非常に重要であることを示していると考えられるが、本研究で得られたデータ

は、教育研修担当者と受講者上司のコミュニケーションが十分でないことを示しており、

現状とはギャップがあることが示唆された。また先に述べたように、受講者に行動変容が

起こるためには受講者の上司が重要であることが先行研究により明らかとなっているが、

本研究ではこれまであまり着目されていなかった「教育研修担当者の上司」の重要性も極

めて高いとの新たな知見が得られた。 

本研究で得られた結果は、教育研修担当者が上司および受講者上司との関係性に意識

的、戦略的に働きかけることにより、受講者の行動変容が促進される可能性を示唆してい

た。また、同僚や受講者を含めたこれらのステークホルダーに対し、それぞれの文脈に沿

ったコミュニケーションを取ることが重要であることも示唆された。すなわち、今後教育

研修担当者に求められることは、研修で得た知識やスキルを移転させ
．．．．

忠実に現場で活かす

ことに注力した研修をデザインすることよりもむしろ、ステークホルダーとのコミュニケ

ーションを重視した「学びの場」をデザインし駆動させることであると考えられる。 

本研究の成果として、コンセプトモデル「受講者に行動変容が起きる学びの場のデザイ

ンと駆動モデル－Orchestrate and Drive “Ba” of Learning”」を提言する。本コンセプト

モデルは、教育研修担当者がラーニングデザインとコミュニケーションストラテジーを使

って、受講者に行動変容が起きる学びの場をデザインし駆動することにより、従来のウォ

ーターフォール型の研修転移を超えていくことが可能となるであろうことを示しており、

教育研修担当者の働きを重視した新たな理論の構築に寄与することが期待される。 
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第１章 緒言 

第１.１節 本研究の背景 

高度に情報化、テクノロジー化していく社会を受け、2011 年にドイツの政策としてイン

ダストリー4.0 が、2012 年には米国 GE によりインダストリアルインターネットが提唱さ

れ、産業界の構造改革が進んでいる。また、本邦ではこれらを産業界だけでなく社会的構

造改革のコンセプトとして拡張させた Society5.0 が 2016 年に発表され [内閣府, 閲覧

日：2018 年 11 月 27 日]、社会変革につなげる取り組みが進められている。このような世

界的な潮流は、ビジネス環境にも急激な変化をもたらし、企業はこれまでに蓄積した経験

の延長線上でのビジネスでは今後社会的価値を提供することが難しくなっている。厳しい

事業環境の中にあって、企業における従業員の教育研修の重要性は益々大きくなってお

り、産業総合研究所が 1976 年より毎年行っている教育研修費用の実態調査の 2018 年度

（第 42 回）調査結果によると [産労総合研究所, 閲覧日：2018 年 9 月 27 日]、調査回答

企業における教育研修費用総額は 3 年連続で増加し、従業員一人当たりの費用も前回調査

を上回るという結果が得られている。これは、経営層が教育研修に対して何らかの効果を

期待していることの表れと考えることができるであろう。厚生労働省の「平成 30 年度版 

労働経済の分析」によると、企業が教育研修を行って人材育成を行う目的として以下の 3

点が挙げられている [厚生労働省, 閲覧日：2018 年 12 月 5 日]。 

① 今いる従業員の能力をもう一段アップさせ、労働生産性を向上させる。 

② 従業員のモチベーションを維持・向上させる。 

③ 数年先の事業展開を考慮して、今後必要となる人材を育成する。 

実際、従業員の能力開発に対する支出と労働生産性等に正の相関があることが示されて

おり [厚生労働省, 閲覧日：2018 年 12 月 5 日]（図 1）、同様の傾向は OECD が実施し

た国際比較調査でも示唆されている [厚生労働省, 閲覧日：2018 年 12 月 5 日]。   
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図 1 能力開発に対する費用の支出が労働生産性等に与える影響 

（ [厚生労働省, 2018, P.128 第 2-(2)-1 図]より抜粋） 

 

 

経営的観点からは、教育研修は人的資本への投資と見做され、そうであれば投資に対す

るリターン、すなわち教育研修の効果が「労働生産性」や「売上高」といった可視化され

た指標として求められるのは当然と言えよう。一方で、Accenture 社が 2004 年に実施し

た調査によると [accenture, 閲覧日；2018 年 12 月 2 日]、自社のラーニング部門の業績

に「非常に満足している」経営層（CEO 及び COO）は、全体の 17％にすぎず、その後の

同様の調査においても満足度の割合は大きく変化することなく 20％前後に留まったままで

あるという [Ben-Hur, S. (著), 2013, 高津尚志 (訳), 2014, p.13-14]。この低い満足度は、

教育研修効果の評価が難しく、ラーニング部門が経営層に対し満足できるアウトカムを提

示できていないことが一因と考えられる。教育研修効果の評価を難しくしている要因とし

ては、主に以下の点が考えられる。 
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① 「労働生産性」や「売上高」といった測定可能なビジネス上の指標の達成には、教

育研修以外の要因も関与しており、教育研修効果だけを分離して検証することは困

難である。 

② 教育研修が目的とする人材育成や能力開発は、年月単位の時間を要するプロセスで

ある。 

③ 教育研修には、教育研修担当部署だけではなく複数のステークホルダーが関与して

おり、その関係性は複雑である。 

③に関しては、研修効果に関わる 3 大ステークホルダーとして、受講者本人、受講者の

直属上司、及び研修講師が挙げられ、中でも受講者の直属上司の役割が大きいとされてい

る [Broad, M.L. & Newstrom, J.W., 1992, p.55]。一方、その他のステークホルダーとし

て、教育研修をデザインa・実施する教育研修担当者bも重要な役割を果たしていると考え

られるが、その役割は主に研修前の準備や研修の進め方等研修実施スキルに着目して論じ

られることが多く、第１.３節で後述のとおり、ビジネス戦略の一部としての教育研修のデ

ザイン・実施とその成果という論点からの教育研修担当者の役割に関する先行研究はほと

んどない。 

ビジネスの現場において戦略的教育研修を実施するには、前述のとおり多くのステーク

ホルダーの巻き込みと調整が必要となり困難を伴うため、デザインした研修が想定どおり

に実施できない、あるいは一旦実施できたとしても環境変化等により新たな対応を迫られ

る、といった事態が想定される。このような複雑な状況下で教育研修をデザイン・実施す

るためには、教育研修担当者には従来重要と言われてきた研修実施スキル以外の新たな能

力が必要であると考えられる。また、戦略的教育研修は教育研修担当者の個人の努力だけ

で達成できるものではなく、教育研修担当部署内の連携、あるいは教育研修担当部署と受

講者の所属部署との連携を含めた、組織的な取り組みが必要であると考えられる。 

サンライトヒューマン TDMC 株式会社（SLH 社）は、教授理論のひとつとして特に米

国で実績のあるインストラクショナル・デザイン（ID）理論に基づき、「ビジネス上のゴ

 
a 本研究では、研修デザインとは、研修の実施前に、当日の研修内容だけではなく研修前の事前学習や研

修後のフォローアップ等も含めた研修設計を行うことと定義する。時間的に拡大した研修シリーズ、例え

ば同一の受講者集団を対象とした新人研修から 2～3 年目研修を一連のものとして設計することも研修デ

ザインに含まれる。 
b 本研究での教育研修担当者とは、主な職務を研修デザインとする者であり（ただし、研修の実行を担当

する場合もある）、研修当日に実際に研修を行うことを主な職務とする研修講師とは区別して論じる。 
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ールの達成に向けて『持続的に成長する人と組織』を創り上げるための企業内教育をオー

ダーメイドで支援する」ことをコンセプトとして、企業内教育・人材育成のコンサルティ

ング、教育研修担当者の育成を目的としたオープン講座等を行っている企業である [サン

ライトヒューマン TDMC 株式会社, 閲覧日：2018 年 12 月 4 日]。ID 理論とは「教育活動

の効果・効率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや研究分野、またはそれらを

応用して学習支援環境を実現するプロセス」と定義されている [鈴木克明, 2005, p.197-

205]。とかく勘と経験に頼り方法論に終始しがちな教育研修業務において、学習が受講者

と受講者の所属組織のニーズを満たし学びを支援することを目指して、教育研修を戦略的

かつ科学的に考えるために、ID 理論では教育研修の PDCA サイクルである ADDIE モデ

ルによるシステム的アプローチが採用されている（図 2）。 

 

 

図 2 ADDIE モデルc          

 

分析フェーズでは、ゴールと現状のギャップを分析するが、これは現状を知ることなく

教育研修の内容を決定することはできない、という考えに基づいている。このギャップを

埋めることが学習そのものであると言えるが、一足飛びにゴールに到達出来るものではな

いので、研修でのゴール（トレーニングゴール）と職場での行動変容を伴うゴール（パフ

ォーマンスゴール）を繋いでビジネスゴールの達成を目指すことになる（図 3）。ここで

の学習方略①は教育研修の戦略、学習方略②は職場における育成の戦略を示しており、こ

れらを作成するプロセスは図 2 の「設計」および「開発」に相当する。設計および開発プ

 
c Copyright 2018 Sunlight Human TDMC co., ltd 
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ロセスでは、教育研修をマクロとミクロの 2 つの視点からの研修デザイン、すなわち研修

と職場での学びが連動した全体像（マクロデザイン）と、個々の学習や研修の構成（ミク

ロデザイン）のデザインが重要である。研修デザインには評価指標の設計も含まれるが、

ID 理論における評価指標の設計には、カークパトリックの 4 段階評価モデルdが応用され

ており、図 3 に示す評価レベル 2～4 がそれに相当する。 

 

 

図 3 研修の出口・入口・方略と評価の設計e 

 

マクロデザインを考える上で考慮すべき点は、ワークプレイスラーニング（WPL、図 

4）という考え方である。これは、「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 [Rothwell, W.J., & Sredl, H.J., 2000, p.9]」であ

り、研修デザインの段階から所謂フォーマルな研修と職場での学び連動させ総合的にデザ

インすることが、パフォーマンスゴールの達成に重要であるとされている。 

 
d カークパトリックの 4 段階評価モデルは、以下の 4 レベルから成る。レベル 1「反応」；受講直後の満

足度評価、レベル 2「学習」；学習到達度の評価、レベル 3「行動」；行動変容の評価、レベル 4「結

果」；受講者や職場の業績向上度合いの評価 [森田晃子, 2016, p.11] 
e SLH 社作成の図を筆者が一部改変。Copyright 2018 Sunlight Human TDMC co., ltd 
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図 4 ワークプレイスラーニングf 

 

ID に対して現在も高い関心が寄せられていることは、ATDg 2018 国際会議で最もセッ

ション数が多かった「リーダーシップ開発」のトラックにおいて、ID カテゴリーのセッシ

ョン数は全 14 カテゴリー中 3 位であったことからも分かるであろう [嶋村伸明, 閲覧日：

2018 年 12 月 26 日]。嶋村によると ID に関する新たな研究の潮流として、「これまでの

計画的なアプローチに代わって、デザイン思考やアジャイル開発手法を活用した帰納的ア

プローチを紹介するものが登場」しており、「学習をいわゆる ILT（Instructor Lead 

Training；講師主導型トレーニング）中心に捉えてきた従来の考え方は見直される傾向に

あり、ILT 以外の学習機会を含めていかに効果的な学習プロセスを設計していくかが議論

の中心となって」いるという。 

SLH 社のオープン講座の一つであるビジネス ID 講座（以下、BID 講座）は、上述の

ID 理論を学ぶ基礎編とビジネスの現場に適用するよう発展させた実践編から成るものであ

り、主に企業内教育研修担当者を対象に実施されている。実践編では、BID 講座参加者各

自が自社で実施することを想定した研修企画書の作成支援を行っているが、BID 講座参加

者が修了後に職場へ戻ってから企画した研修の実施状況やその後の継続的取り組みに関す

る正式な調査を実施したことはなく、その実態は不明である。これらのことから、以下の

3 点を本研究のリサーチクエスチョン（RQ）として設定した。 

 
f Copyright 2018 Sunlight Human TDMC co., ltd 
g ATD（Association for Talent Development：タレント開発協会）。1943 年に設立された産業教育に

関する世界最大の会員制組織（NPO）であり、2014 年にそれまでの ASTD（American Society for 
Training and Development）から ATD に名称が変更された。 



7 
 

RQ1. BID 講座終了後に職場で研修デザインに着手した教育研修担当者のその後や、

研修の行方は、どのようになっているのだろうか。 

RQ2. 教育研修担当者の取り組みは上手くいった／いっているのだろうか。ID 理論に

基づいた研修デザインや実施は定着しているのだろうか。それとも難航してい

るのであろうか。それぞれに影響を与える要因は何であろうか。 

RQ3. 影響を与える要因と結果の因果関係が分かりモデル化することにより、教育研

修担当者が働きかけるべきレバレッジポイントが分かり、企業内教育における

イノベーションを起こしやすくなるのではないだろうか。 

BID 講座参加者の修了後の職場での実践および教育研修の実態を調査することにより、

これらの RQ の解を得ることは、教育研修担当者がビジネス戦略の一部としての教育研修

をどのようにデザインし実行するかを明らかにし、企業内教育の今後を考える上で大いに

意義があると考えられる。 

第１.２節 本研究の目的 

筆者はその実務経験において、例えば現場のファーストラインマネージャーが目前の予

算達成のための部下指導と、中長期的視野に立った部下の育成の両立に苦慮するケースを

複数経験しており、受講者の所属部署と教育研修担当部署との連携強化を含めた何らかの

手立てが必要ではないかとの問題意識を強く持っている。 

以上を踏まえ、本研究では BID 講座修了者を対象に質問票調査を実施し、修了者の職場

での実践および教育研修の実態を明らかにすることで、ビジネス戦略の一部としての教育

研修と成果創出のために、新たな視点から教育研修担当者の働きに関する知見を得て、企

業内教育の今後のあり方について提言することを目的する。 

以上を受けて、本研究の構成は以下のようになる。まず第２章では研究方法について述

べ、第３章では調査および分析結果を説明する。第４章ではそれらの結果を踏まえた考察

を行い、第５章において本研究の結論としてコンセプトモデルの提言を行う。第６章では

本研究の限界と今後の課題を総括する。 
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第１.３節 先行研究 

企業内教育研修に関する研究の歴史は長く、またその視点は多岐に渡っているが、現在

も根強く支持されていることとして「研修で学んだことは多く見積もっても 10％程度しか

職場で活用されていない」 [Georgenson, 1982, p.75-78]という調査結果、またその後の研

究として「70/20/10 モデル」がある。70/20/10 モデルは McCall, M.、Eichinger, W.R.、

および Lombardo, M.M.によって 1996 年に発表された学習の概念で、人の学びの 70％は

実生活や実地での経験、タスク、および問題解決から、20％はフィードバックおよびロー

ルモデルとなる人の観察や協業から、10％はフォーマルなトレーニングから生じるという

ものである [Human Resources at Princeton University, 閲覧日：2018 年 11 月 2 日] 

[Jennings, 閲覧日：2018 年 11 月 18 日]。「フォーマルな研修の効果は 10％にすぎな

い」と聞くと、教育研修担当者にとって研修を実施するインセンティブが薄れてしまう恐

れがあるが、ここで留意すべきことは、調査実施時期がそれぞれ 36 年前、22 年前と相当

古く、現在と比較してビジネス環境は著しく異なること、70％・現場、20％・人、10％・

研修は別個の独立したものとして扱うのではなく、連動させることが可能であること、ま

た、「70/20/10」は固定されたルールではなく、従う必要も囚われる必要もないことであ

る。 

一方で、企業内教育研修に関する研究においては一貫して「いかにして教育研修の効果

を上げるか」という議論が継続されている。Phillips らによると [Phillips, J. & Phillips, 

P., 2002, p.78]、教育研修が成功しない原因として、以下の 11 の要因が挙げられるという

（カッコ内は筆者訳）。 

① Lack of alignment with business needs（ビジネスニーズとの整合性がない） 

② Failure to recognize non-training solutions（研修以外の解決策が認められない 

[すべて研修で解決しようとする] ） 

③ Lack of objective to provide direction and focus（方向性と注力すべき点を示すた

めの目的が欠如している） 

④ The solution is too expensive（解決策が高額すぎる） 

⑤ Regarding training as an event（研修がイベントとして認識される） 

⑥ Participants are not held accountable for results（受講者は結果に対して責任を負

わない） 
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⑦ Failure to prepare the job environment for transfer（研修転移のための職場環境

が準備されていない） 

⑧ Lack of management reinforcement and support（マネジメントの強化と支援が欠

如している） 

⑨ Failure to isolate the effects of training（研修の効果を特定できない） 

⑩ Lack of commitment and involvement from executives（役員からのコミットメン

トおよび関与が欠如している） 

⑪ Failure to provide feedback and use information about results（フィードバック

を提供せず、結果に関する情報を活用しない） 

これらの要因が指摘されてから 16 年が経過するが、現時点で検討しても全く違和感が

ないことは驚くべきことであると同時に、それほど企業内教育研修が困難と混乱を極めて

いると言うことができるであろう。このような状況下で、企業内教育の効果を上げるため

の Missing Link として近年着目されているのが「研修転移」である。研修転移とは、

「研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその効果が持続される

こと」と定義されている [中原淳ら, 2018, p.17]。研修転移に関する研究トレンドの方向性

のもとになっているのは、1988 年に示された Baldwin および Ford の「転移プロセスモ

デル」である [Baldwin, T.T. & Ford, J.K., 1988, p.65]。図 5 [中原淳ら, 2018, p.39]に示

すとおりこのモデルは「研修のインプット」、「研修のアウトプット」および「転移の状

況」の 3 つのフェーズから構成され、中でも「研修のインプット」において「研修設計」

の他に「受講者の特徴」「職場環境」という研修そのもの以外の要因が研修転移に重要で

あると指摘したことは、注目に値すると言えるであろう。 

その後 1996 年に Holton により計 16 の構成要素から成る Learning Transfer System 

Inventory (LTSI; 学習転移システム一覧 [筆者訳] ) が、2005 年には Holton 本人による

LTSI 改訂版が示された [Holton, 2005, p.37-54]。本モデルは、人材開発の成果とは、学

習成果が個人業績の成果につながり、さらに組織の業績につながるプロセスと、プロセス

に影響を与える要因から構成されるシステムモデルであるが、基本的には Baldwin およ

び Ford のモデルを精緻化したものであり、個人が学習したことは、それが形式知か暗黙



10 
 

知hかに関わらず、ある状況から別の状況（例えば研修から現場）へ移転することが可能で

ある、という前提に基づいていると考えられる。 

 

 

図 5 Baldwin と Ford の転移プロセスモデル 

 

研修転移のプロセスとそれに関わる役割者の 2 軸で転移戦略の中での使用度と影響度の

マトリックスを提示したのが、Board & Newstrom である [中原淳ら, 2018, p.37-43]。こ

れは、84 名の企業の人材開発担当者へのインタビューから導き出したものであるが、受講

者の上司の影響度が研修前で最も高く、研修後においても 3 位と比較的高いにもかかわら

ず、その使用度はそれぞれ 5 位、9 位と低いことから、受講者の上司の巻き込みが重要で

あると強調されている。一方で研修講師に関しては、研修前の影響度と使用度が 2 位、研

修中の使用度が 1 位と高いものの、研修後は影響度 9 位、使用度 7 位と低く、研修終了後

の関わりがほとんどないことが示唆されている。 

 

 
h 知識には暗黙知と形式知の両面があるとする、ハンガリーの物理学者・哲学者のマイケル・ポラニーが

1966 年に提唱した概念 [野中郁次郎・紺野登, 2012, p.44]。野中らは、暗黙知は身体的・感覚的な環境と

の交わりの中から生まれ、形式知は暗黙知が言語化されたものであり [野中郁次郎、紺野登, 1999, 
p.165]、知識創造プロセスである SECI モデルは暗黙知と形式知の相互交換であるという理論を確立した 
[野中郁次郎・紺野登, 2012, p.77-80] 
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使用度・影響度；1 = 高い、9 = 低い  

Board & Newstrom [Broad, M.L. & Newstrom, J.W., 1992, p.55]の図を中原らが一部改変したものを筆者が一部

改変した。 

 

図 6 Board と Newstrom の転移マトリックス 

 

これらの先行研究で共通していることは、教育研修をその場限りのものとせずにシステ

ムあるいはプロセスとして捉えていること、研修講師と受講者の閉じた世界と捉えるので

はなく、受講者の上司やその職場環境を重要視していることである。これらの要因が現在

のビジネス環境においても変わらず重要であることは大いに同意するところであるが、一

方でこれまでの研修転移に関する研究は「研修で学んだことをいかに現場で実行するか」

ということに焦点を当てるあまり、情報や責任が移転
．．

す
．
る
．
フローを明らかにすることに注

力され、「誰が、どのようにシステムやプロセスを駆動させるのか」という視点からの研

究はほとんど見られない。また前述の、70％を担うとされる実務からの学びや上司の役割

の重要性が強調されることで、受講者の所属部署と上司に過度の負荷がかかることも危惧

されるであろう。現在の管理職は、部下の管理育成に加えて自身も実務を担うプレーイン

グマネージャーとしての役割が与えられることが多く、また業務の高度化・複雑化から部

下の業務のすべてを上司が把握することが不可能な場合が多い。このような業務の多様化

に加えて人材の多様化からも「背中を見て学べ」式の部下指導が機能しなくなっている

が、管理職は人材育成の専門家ではないため、理論に立脚して部下育成にあたることは極

めて難しいと考えられる。Baldwin らは、30 年以上にわたるこれまでの研修転移に関する

研究を総括し今後の研究の方向性を提言した Conceptual Paper において「We suspect 

that the impact of trainers is more pronounced than existing transfer research 

conclusions might suggest.（我々は、トレーナーの影響が既存の移転研究の結論が示唆す

るものよりも顕著であると考えている。）（カッコ内は筆者訳）」と述べており 

[Baldwin, T.T., Ford, J.K. & Blume B.D., 2017, p.20]、このことからも企業内教育研修に
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おける、トレーナーあるいは教育研修担当者の在り方について更なる研究が求められてい

ることは明らかであろう。 

第１.４節 仮説 

上述の本研究の背景および先行研究のレビューから、現在の企業内教育研修はビジネス

上の成果という観点から見た場合に十分に価値を提供しているとは見做されておらず、新

たな視点からの理論や取り組みが求められているとの仮説が成立する。現在、研修効果を

得るための Missing Link として研修転移の研究が盛んであるが、新たな視点とは、「個

人が学習したことはある状況から別の状況へ移転することが可能である」という研修転移

理論の前提とは立場を異にするものであろう。なぜならば、新しい価値の創出ができる、

すなわちイノベーションを起こすことができる人が、今後あらゆるビジネス分野で求めら

れる人材像とされているが [経済産業省・産業人材政策室, 閲覧日：2019 年 1 月 6 日]

が、研修転移の前提に立った教育研修は、基本的には経済的発展が好調だった時代の理論

に基づいたものであり、既存のビジネスを踏襲することを前提にいかに効率的に大量に、

学んだことをビジネスの現場で忠実に実行できる人材を育成するかという、機械論的組織

開発と関連付けられるものであり、これからの時代に求められる人材の教育研修としては

適さないと考えられるからである。イノベーティブな人材を育成するためには、教育研修

にもイノベーション、すなわち研修パラダイムの転換が必要である。さらに、これまでフ

ォーカスされることが少なかった教育研修担当者には、従来の研究では明らかになってい

ないポテンシャルがあり、それは新たな視点に基づく教育研修において力を発揮する可能

性があるとの仮説を導き出すことができる。研修のパラダイムシフトは、組織の指示命令

に従って業務を処理する階層構造ではなく、「自律的な知識創造を行う余地」[野中郁次

郎・紺野登, 2012, p.177-183] のある環境において創造され、継続的に発展するとの仮説

が成立するであろう。 
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第２章 研究方法 

第２.１節 研究方法概要 

BID 講座修了後の企業内教育研修担当者の業務の実際を明らかにし、ビジネス戦略の一

部としての教育研修と成果創出のために、新たな視点からの教育研修担当者の可能性につ

いての知見を得るために、質的研究及び量的研究を組み合わせて実施したi。すなわち、第

１.４節で述べたとおり、本研究の仮説の１つは「自律的な知識創造を行う余地のある環

境」であるため、目に見えない職場の環境やステークホルダーの関係性等個別の事例を把

握するため、まず質的調査（第２.２節）を行った。質的調査の結果は、理論モデルの仮説

生成および次に実施する量的調査（第２.３節）で使用する質問紙の設計に供した。質的調

査は、グラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）法 [Flick, U. (著), 2005, 小田博志 

(訳), 2011, p.521-540] [西條剛央, 2007, p.95-97]に基づき実施しj、具体的なアプローチと

して、関心相関的な理論的サンプリング、理論的コード化、および理論モデルの仮説生成

の 3 段階から成るプロセスを採用した。量的調査では、質的調査で生成した仮説を検証

し、新たな理論モデルを作成することを目的として、BID 講座修了者に対する質問紙調査

を実施した。 

第２.２節 質的調査 

第２.２.１項 調査対象 

2018 年 7 月までに SLH 社で実施した、BID 講座を修了し Business ID Expert の認定

を取得した者（以下、修了者）によるグループディスカッションの内容を、仮説生成及び

次に実施する量的調査の質問紙作成の基礎データとして採用した。調査対象とした理由

は、①BID 講座修了者の現場での教育研修業務の実践に関する質的データが得られると期

 
i 量的研究は予め設定した仮説を検証することを目的に実施するのに対し、質的研究では事象の文脈と複

雑性を考慮に入れた上で理論的仮定を新たに発見、生成することを目的とする [Flick, U. (著), 2005, 小
田博志 (訳) , 2011, p.106~110]。本研究は、１つの研究テーマの中で質的研究と量的研究を相補的に組み

合わせたトライアンギュレーションである [Flick, U. (著), 2005, 小田博志 (訳) , 2011, p.31-34]。 
j 1967 年にグレイザーとストラウスにより提唱された質的研究の手法。GTA 法では、研究者の関心に照

らしてインタビューや参与観察から得たデータ（理論的サンプリング）を、コード化（理論的コード

化）、カテゴリー化（理論的カテゴリー化）することで、新たな構造（理論）を明らかにすることを目指

す [Flick, U. (著), 2005, 小田博志 (訳) , 2011, p.59, 519-540]。 
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待できること、②修了者の相互の発言が喚起されると期待できること、③複数の企業から

の参加により、修了者の新たな気づきが得られると期待できること、④諸事情により個別

インタビューの機会を得ることが困難であったこと、の 4 点である。なお、調査対象に関

する詳細（実施時期および修了者数等）は、企業及び個人の特定につながる懸念があるた

め本論文に記載しなかった。 

第２.２.２項 調査方法 

グループディスカッションは、SLH 社のコンサルタントのファシリテーションにより行

った。表 1 に示したディスカッションポイントに関連する発言内容は後日筆者により文字

化し、GTA 法に基づきコード化及びカテゴリー化した。なお、GTA 法により生成した具

体的な発言内容（バリエーション）を含むワークシートは、同上の理由（第２.２.１項）

により本論文の別添資料とせず、非公開資料として別途教授会に提出し本論文の評価に供

した。 

 

表 1 ディスカッションポイント 

1. BID 講座修了後、職場においてどのような実践を行っているか。 

2. 自身が実践することで、周囲の関係者の反応は変わったか。 

3. BID 講座修了後、教育研修における成果を感じられるか。 

4. BID 講座修了後、教育研修において自身はどのようなイニシアティブを取って

いるか。 

5. 今後、教育研修担当者として周りにどのような変化を与えたいか。 

6. 5 の変化を起こすために、どのようなリソースや支援が必要か。 

 

第２.３節 質問紙による量的調査 

第２.３.１項 調査対象 

2015 年 4 月から 2018 年 10 月に実施した BID 講座（オープン講座）、それと同等の航

空業界勤務者を対象とした講座、及び顧客企業においてオンサイトで実施した講座（計 17

回実施）を受講、修了し、かつ Business ID Expert の認定を受けた者を対象とした。質
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問紙を送付した対象者は 31 社 118 名であり、その業種別人数、業種別企業数、性別数の

内訳は図 7 のとおりであった。 

 

図 7 質問紙を送付した対象者の内訳 

 

第２.３.２項 調査方法 

質問紙（添付資料、ただし添付資料は Excel 版であり、Google フォーム版は Google フ

ォームのテンプレートを使用して作成した）に対する回答を Excel 又は Google フォーム

を用いて行えるよう、第２.３.１項の調査対象者に対し協力依頼とともに質問紙及び

Google フォームへのリンクを電子メールにて送付した。回答期間は 2018 年 11 月 5 日～

11 月 21 日とした。Google フォームによる回答は、自動的に Google スプレッドシートに

集計されるよう予め設定した。Excel による回答は、調査対象者に電子メール添付又は郵

送による返信を依頼した。 

第２.３.３項 データ分析方法 

因果関係の検証には共分散構造解析の適用が考えられるが、本研究のサンプル数は 50

であることから重回帰分析を適用した。問 1.1.10 および 1.3.5 の回答は量的変数のため数

値をそのまま使用し、それ以外の質的変数はすべてダミー変数に変換した。項目ごとに回

答そのものを説明変数、問 1.1.10 および 1.3.5 の回答を目的変数として予備的に重回帰分

析を行ったところ、説明変数の各項目とも質問数が多く良いモデルが出来なかったため、

主因子法・プロマックス回転による因子分析により因子を抽出し、各因子の因子得点を説

明変数とした重回帰分析を行った。なお、スコア化できる質問に関してはダミー変数をス

コアに変換した（表 5）。いずれの分析においてもすべての因子を一度に分析するのでは
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なく、要因毎に段階的に分析した分析にはデータ分析のフリーソフトである「R」（x64 

Ver. 3.5.1）、および R をベースとした GUI である jamovi（Ver. 0.9.5.12）ならびに

Radiant（Ver. 0.9.7）を用いた。 

第３章 調査および分析結果 

第３.１節 質的調査 

第２.２節項に示した修了者によるグループディスカッションの発言内容を、第１.１節

に示した本研究のリサーチクエスチョンに関心相関的に照らした場合、理論的飽和kに至っ

たと判断した。 

具体的発言（バリエーション）から明らかになったことは、BID 講座を修了して ID 理

論という教育研修担当者にとっては強力なツールを手に入れたが、それを実践の場で活用

することは決して容易ではない、ということである。実践の場で活用することの阻害要因

としては、①変化への抵抗（例：教育研修業務における従来の方法の踏襲）、②理論への

拒絶感（例：「理論は現場の仕事に役立たない」という風潮）、③定着への構造的課題

（例：異動による担当者の変更や不在）が示唆された。一方で、これらの阻害要因を乗り

越えるために、①ID 理論に基づいた研修を自ら実践して見せる、②現実の課題への取り組

みを通じて理論の有用性を示す、③他部署や他社の同業者も含めて理解者を作る、という

行動を起こしていることも明らかとなった。 

バリエーションを GTA 法によりコード化し、コードからカテゴリーを生成した結果を

表 2 に示す。なお、バリエーションを含む分析内容は第２.２.２項で述べたとおり本論文

には記載せず、非公開の別添資料として教授会に提出した。教育研修担当者がこれら 6 つ

の小カテゴリーに示す行動を取ることにより、理論に基づいた教育研修を実施できる可能

性が示唆された。また、これら小カテゴリーは、「理論に関連するナレッジをマネジメン

トする」および「他者に働きかける」という 2 つの大カテゴリーに分類できると解釈する

ことができた。 

 

 
k 理論的飽和とは、GTA 法において「ある理論的カテゴリーに関するデータをさらに集めたとしても、

新しい特性が見つからなくなり、また、データに根ざした理論を浮上させるための理論的洞察が得られな

くなる時点のことである」とされている [Flick, U. (著), 2005, 小田博志 (訳) , 2011, p.536] 
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表 2 BID 講座修了後の教育研修業務に関するコードおよびカテゴリー 

コード 小カテゴリー 大カテゴリー 

ID 理論を使って研修を計画する 学んだ理論を自分の業務に適用

する 

理論に関連するナ

レッジをマネジメ

ントする 

ID 理論の理解を深める 

アウトプットを測定する 研修の成果を考える 

研修後に検証を行う 

ナレッジを共有する 学んだ理論を社内に広げる 

ID 理論を部署内に浸透させる 

ID 理論を他部署にも紹介する 

他者との協働を意識する 同志・理解者を作る 他者に働きかける 

他者の力を借りる・利用する 

自らの取り組みを見せる 

フォローアップする 研修サポーター・アドバイザー

としての役割を担う 理論を目的化しない 

変化への抵抗に対処する 変化への抵抗に対処する 

 

第３.２節 GTA からの仮説生成 

GTA 法により生成したコードおよびカテゴリー（表 2）から、第１.１節に示した RQ

に答えると、以下のとおりになると考えられる。 

RQ1. BID 講座終了後に職場で研修デザインに着手した教育研修企画者のその後や、

研修の行方は、どのようになっているのだろうか 

A1. 信念を持ち実行している、あるいは実行しようと努力している。一人で行うの

は困難なので、協力者作りも進めている。 

RQ2. 教育研修担当者の取り組みは上手くいった／いっているのだろうか。ID 理論に

基づいた研修デザインや実施は定着しているのだろうか。それとも難航してい

るのであろうか。それぞれに影響を与える要因は何であろうか。 

A2. 上手くいくケース、いかないケースがある。上手くいっているケースでも何ら

かの困難に直面しており、それを越えるための行動を取っている。阻害要因と

しては教育研修業務における従来の方法の踏襲、理論への拒絶感、定着への構

造的課題が考えられる。促進要因としては、学んだ理論の自らの業務への適

用、部署内および他部署への拡大、理解者の存在、が考えられる。 
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RQ3. 影響を与える要因と結果の因果関係が分かりモデル化することにより、教育研

修企画者が働きかけるべきレバレッジポイントが分かり、企業内教育における

イノベーションを起こしやすくなるのではないだろうか。 

A3. 影響を与える要因としては、企画書やデータの共有、フィードバック、他者と

の協働、学びと業務の間の連結が示唆される。 

以上の結果に基づき、下記の仮説を導出した。 

H1. 教育研修担当者がナレッジをマネジメントすることで、研修デザインを作成す

ることができる。 

H2. 教育研修担当者が他者に働きかけることで、受講者に行動変容が起きる。 

H3. H1 および／または H2 の組織では、変化を促進する職場環境がある。 

これらの仮説を概念モデルとして図 8 に示す。 

 

図 8 GTA から生成した仮説の概念モデル 

 

以上の仮説を検証するために、質問紙調査によるデータ収集および分析を行った。第３.

３節および第３.４節にその結果を示す。 



19 
 

第３.３節 質問紙による量的調査に供する質問項目の作成 

質的調査により明らかとなったコードおよびカテゴリーを反映し、仮説を検証するため

に、下記の 6 項目全 50 問から構成される選択式の質問票（ただし最後の問 5 は自由記

述）を作成した。 

1． 研修の実施とデザインについて 

1.1 研修実施前に行う研修デザインについて 

1.2 研修内容について 

1.3 研修実施後について 

2． 教育研修担当部署における受講者データの活用について 

3． BID 講座修了後の回答者lのコミュニケーションスタイルについて 

4． 回答者の職場の環境について 

回帰分析の目的変数として用いることを想定し、問 1.1.10「研修のデザインは概ね何割

くらい上手くいっていますか」に対する回答（以下、目的変数としては「よく練られた研

修デザインである」と表記）、および問 1.3.5「研修後、概ね何割くらいの受講者に行動変

容が起こりますか」に対する回答（以下、目的変数としては「受講者に行動変容が起き

る」と表記）は、いずれも回答者の主観による 0 割～10 割の 11 段階とした。教育研修の

パフォーマンスゴールが「受講者の行動変容」であることを鑑みると、いずれの目的変数

も回答者が所属企業で実施した研修の受講者あるいは受講者の上司（以下、「受講者」お

よび「受講者（の）上司」）による評価が適していると考えられるが、本研究では教育研

修担当者の関与の在り方に焦点を絞ったこと、また本研究実施上の種々の制約により、回

答者の主観による評価とした。また、企業内教育研修の最終的な目的が「ビジネスへの寄

与」であることを鑑みると、最終的な目的変数としては何らかの「ビジネス指標の向上・

改善」とすることが適していると考えられるが、回答者の BID 講座の参加時期に最大約

3.5 年間の開きがあり、所属企業での取り組みの進捗状況に差があると考えられること、

また第１.１節で述べたようにビジネス指標の変化に寄与する要因は多岐に渡り、教育研修

の効果のみを論ずることが困難であると予想されることから、本調査では回答者の主観に

よる上記の指標を目的変数とした。 

 
l 「回答者」とは、本研究の質問紙調査に回答した BID 講座修了者をいう（以下同じ）。 
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第３.４節 質問紙による量的調査 

第３.４.１項 基礎統計 

質問紙を送付した 118 名のうち、50 名から回答を得た（回答率 42.4％）。50 名中 47

名は Google フォームでの回答、3 名は Excel シートの送付による回答であった。業種別人

数、業種別企業数、性別数の内訳は図 9 のとおりであり、その割合は調査対象者のそれぞ

れの割合（第２.３.１項）とほぼ同一であった。 

 

図 9 質問紙調査の回答者の内訳 

 

回答者の所属部署は、本社事業部（44 名、88％）、支店・支社（4 名、8％）及び本社

人事部（2 名、4％）であった。役職は一般（18 名、36％）、課長クラス（28 名、56％）

及び部長クラス（4 名、8％）であった。このうち、現在も教育研修業務に従事している回

答者は 48 名（96％）であった。教育研修業務の従事期間は、平均 5.7 年、中央値 3.8

年、最大値 24 年（1 名）、最小値 1 年（5 名）であった。 

質問票に対する回答の集計結果を表 5 に示した。研修のデザインについては（問 1.1.1

～1.2.2）、80％以上が教育企画書を用い、グランドデザイン（研修の全体像、第１.１節

で示したマクロデザインと同義）や会社の戦略との一貫性を考慮して作成していた。研修

デザインをディスカッションする相手としては同僚が 94％と、上司の 80％に比較して高

い値を示した。またそのディスカッションは約 80％が ID 理論に基づいて行われていた。

一方、「受講者の上司とディスカッションする」と回答した者は 22％に留まり、ディスカ

ッションする場合も ID 理論に基づいて行うのは約 36％と極めて低値であった。このこと

は、「研修内容を受講者の所属部署のニーズに基づいて作成する」と回答した者が 62％に
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留まったこととの関連が示唆された。研修内容が受講者の所属部署のニーズに基づいてい

るか否かに関わらず、96％が「研修時に受講者に対して研修の背景を説明する」と回答し

た。 

研修後は（問 1.3.1～1.3.5）、上司や同僚とミーティングによるリフレクションを行う

と回答した者が 80％前後であったのに対し、受講者あるいは受講者の上司とのコミュニケ

ーションはそれほど活発ではなく、約 15％は全くコミュニケーションを取らないと回答し

た。 

研修に関する資料やデータについては（問 2.1～2.7）、教育企画書は自身の部署内では

共有されている一方で、受講者の上司とはほとんど共有されていないことが明らかとなっ

た。研修時に収集したアンケートや評価結果についても、回答者自身の上司や同僚とは良

くディスカッションする一方で、受講者の上司とのディスカッションや受講者へのフィー

ドバックを行っているとの回答は 50％を下回っていた。研修後に受講者の現場で収集され

るデータに関しては、38％がデータを入手していないと回答しており、研修後のサポート

が十分ではない可能性が示唆された。 

教育研修担当者から各ステークホルダー（上司、同僚、受講者上司、および受講者）へ

の研修後の関与に関する補足的な情報を得るため、ステークホルダー毎に関与スコアを生

成した。スコアの生成には問 1.3.1～1.3.4、2.3、2.5、および 2.7 に対する回答を用いた。

問 1.3.1～1.3.4 については表 5 のスコアを用い、問 2.3、2.5、および 2.7 については回答

が「上司」、「同僚」、「受講者の上司」、「受講者」であった場合は各々1 ポイントを

付与し、ステークホルダー毎に合計した（表 3）。その結果（表 4 および図 10）、上

司、同僚に対してはスコアの平均値がそれぞれ 4.54、4.70 と高値を示したのに対し、受講

者の上司、受講者に対してはそれぞれ 3.02、3.52 と、上司および同僚に対するスコアと比

較して 1 ポイント以上低値であった。 

 

表 3 教育研修担当者の関与スコアの生成 

質問No. スコア 質問No. スコア 質問No. スコア 質問No. スコア
1.3.1 1 ~ 3 1.3.2 1 ~ 3 1.3.3 1 ~ 3 1.3.4 1 ~ 3
2.3 0 or 1 2.3 0 or 1 2.3 0 or 1 2.3 0 or 1
2.5 0 or 1 2.5 0 or 1 2.5 0 or 1 2.5 0 or 1
2.7 0 or 1 2.7 0 or 1 2.7 0 or 1 2.7 0 or 1

スコア合計
(Min~Max)

1 ~ 6 1 ~ 6 1 ~ 6 1 ~ 6

上司 同僚 受講者の上司 受講者
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表 4 教育研修担当者の関与スコアの基礎統計量 

 

 

図 10 教育研修担当者の関与スコアのボックスプロット 

 

 

回答者が BID 講座で学んだ内容については（問 2.8～2.9）、半数以上が部署全体で、お

よび／または上司の支援のもと取り組みがなされていること示されたが、12％は上司の支

援が無い状況で同僚と共に、6％は回答者が一人で取り組んでいるという実態が明らかと

なった。 

BID 講座で学んだことについては（問 3.1～3.8）、研修デザインと同様に自身の上司や

同僚と良くコミュニケーションを取り、その内容は ID 理論と現実の課題を結び付けてい

ることが示唆された。またコミュニケーションの内容についても、肯定的・徐々に肯定的

に変化を合わせると、上司や同僚の約 80％が肯定的に捉えていた。一方、受講者の上司と

は 30％がコミュニケーションを取っておらず、コミュニケーションした場合の内容は現実

の課題そのものになる傾向があり、受講者の上司の反応は 58％が肯定的である一方、40％

は中立的な反応であった。受講者に対しては、48％が（直接的な内容ではなく）気付きや

ヒントを与えるようなコミュニケーションを取っており、相手によってコミュニケーショ

上司 同僚 受講者の上司 受講者

平均 4.54 4.70 3.02 3.52

標準偏差 1.45 1.30 1.39 1.42

標準誤差 0.204 0.184 0.197 0.200

分散 2.09 1.68 1.94 2.01
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ンの内容を変えていることが明らかとなった。受講者の反応は、受講者の上司と同様の傾

向が認められた。 

BID 講座受講後の回答者の行動としては（問 3.9～3.13）、78％が学んだことに基づい

て実行している一方、実行が困難あるいは検討中がそれぞれ 10％と、何らかの要因ですぐ

に実行に移すことができない場合があることが示された。BID 講座修了後は、50～80％に

コミュニケーションや教育研修業務に関連した行動に変化が見られ、自身の業務を通じて

業務上の価値創造に貢献していると回答（とてもそう思う・そう思う）した者は 92％と高

い値を示した。 

回答者の職場の環境については（問 4.1～4.5）、いずれの項目も 70～80％が企業内教

育に適した環境であることが示唆された一方、20～30％は必ずしもそうではない可能性が

示唆された。 

 

－本ページ内以下余白― 
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表 5 質問紙回答集計結果 

 

 

 

質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
問 1.1.5、1.1.7、および 1.1.9 は、それぞれ直前の 1.1.4、1.1.6、および 1,1,8 に「はい」と回答した場合のみ回答できることとした（回答の分岐）。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

1.1.1 研修をデザインする際に、教育企画書を使用しますか（自組織用に改変したものも含む）。 はい ー 80

1.1.2 研修をデザインする際に、グランドデザインを考慮しますか。 はい ー 90

1.1.3 研修をデザインする際に、会社の戦略との一貫性を考慮しますか。 はい ー 88

1.1.4 研修のデザインについて、あなたの上司とディスカッションしますか。 はい ー 80

1.1.5 上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 はい ー 78

1.1.6 研修のデザインについて、あなたの同僚とディスカッションしますか。 はい ー 94

1.1.7 同僚とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 はい ー 78

1.1.8 研修のデザインについて、受講者の上司とディスカッションしますか。 はい ー 22

1.1.9 受講者の上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 はい ー 8

1.1.10 研修のデザインは、概ね何割くらい上手くいっていますか。 （平均値） ー 63.4

1.2.1 研修内容は、受講者の所属部署のニーズに基づいて作成しますか。 はい ー 62

1.2.2 研修時に、研修を実施する背景を受講者に説明しますか。 はい ー 96

ミーティング 3 78

報告のみ 2 14

行わない 1 8

ミーティング 3 82

報告のみ 2 10

行わない 1 8

自ら積極的に 3 48

依頼されれば 2 36

行わない 1 16

自ら積極的に 3 54

依頼されれば 2 32

行わない 1 14

1.3.5 研修後、概ね何割くらいの受講者に行動変容が起こりますか。 （平均値） ー 48.2

1.3.1 あなたの上司と、研修後のリフレクションを行いますか。

1.3.2

1.3.3

1.3.4

あなたの同僚と、研修後のリフレクションを行いますか。

研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニケーションを取っていますか。

研修後に、研修のフォローアップとして受講者とコミュニケーションを取っていますか。
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表 5 質問紙回答集計結果 

 

 

 

 

 

* 複数選択が可能な質問 
質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

自分のみ ー 16

上司・同僚と共有 ー 46

部署の共有フォルダ ー 64

受講者の上司と共有 ー 8

Project共有フォルダ ー 28

保管しない ー 2

データ分析と考察 ー 88

データ分析 ー 10

保管のみ ー 2

上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 74

同僚とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 78

受講者上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 24

受講者にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ー 48

行わない ー 4

データ分析と考察 ー 74

データ分析 ー 8

保管のみ ー 18

上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 68

同僚とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 76

受講者上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 22

受講者にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ー 38

行わない ー 8

2.1* 作成した教育企画書をどのように扱いますか。あてはまるものをすべてお答えください。

2.2

2.4

2.5*

2.3*

研修時に収集した受講者アンケートをどのように扱いますか。

研修時に収集した評価結果をどのように扱いますか。

研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。
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表 5 質問紙回答集計結果 

 

 

 

 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

データ分析と考察 ー 44

データ分析 ー 10

保管のみ ー 8

データ入手していない ー 38

上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 42

同僚とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 42

受講者上司とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ー 24

受講者にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ー 26

行わない ー 42

部署全体で取り組み ー 56

上司の支援あり ー 56

同僚と取り組み（上司支援無） ー 12

自分一人で取り組み ー 6

上司が承認 ー 46

受講者上司が承認 ー 0

上司と受講者上司が承認 ー 2

承認ﾌﾟﾛｾｽ無いが合意取得 ー 48

合意取得無し ー 4

研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように扱いますか。

BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものですか。2.8*

2.7*

2.9 研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがありますか。

2.6

* 複数選択が可能な質問 
質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 
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表 5 質問紙回答集計結果 

 
* 複数選択が可能な質問 
質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

ID理論 ー 26

ID理論＋現実の課題 ー 80

エッセンスのみ ー 10

現実の課題の解決法 ー 12

気付きやヒント ー 30

行わない ー 6

肯定的 5 66

徐々に肯定的に変化 4 12

中立的 3 22

徐々に否定的に変化 2 0

否定的 1 0

ID理論 ー 26

ID理論＋現実の課題 ー 72

エッセンスのみ ー 24

現実の課題の解決法 ー 10

気付きやヒント ー 44

行わない ー 2

肯定的 5 54

徐々に肯定的に変化 4 26

中立的 3 18

徐々に否定的に変化 2 2

否定的 1 0

ID理論 ー 2

ID理論＋現実の課題 ー 32

エッセンスのみ ー 24

現実の課題の解決法 ー 20

気付きやヒント ー 20

行わない ー 30

肯定的 5 24

徐々に肯定的に変化 4 34

中立的 3 40

徐々に否定的に変化 2 0

否定的 1 2

あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのようにコミュニケーションしています

か。

3.1*

あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。

あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の上司の態度はどのようなものですか。3.6

3.5*

3.4 あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの同僚の態度はどのようなものですか。

3.3*

あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの上司の態度はどのようなものですか。3.2

あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのようにコミュニケーションしています

か。
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表 5 質問紙回答集計結果 

 * 複数選択が可能な質問 
質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

ID理論 ー 4

ID理論＋現実の課題 ー 26

エッセンスのみ ー 32

現実の課題の解決法 ー 22

気付きやヒント ー 48

行わない ー 10

肯定的 5 20

徐々に肯定的に変化 4 36

中立的 3 42

徐々に否定的に変化 2 0

否定的 1 2

意思があり実行している ー 78

意思はあるが実行困難 ー 10

検討中 ー 10

行わない ー 2

上司 ー 48

同僚 ー 52

受講者上司 ー 46

受講者 ー 38

変化無し ー 14

上司 ー 44

同僚 ー 78

受講者上司 ー 10

受講者 ー 8

誰にも勧めていない ー 6

他のセミナーを受講 ー 36

本やWeb ー 70

勉強会の計画・実施 ー 30

行動無し ー 12

とてもそう思う 4 42

そう思う 3 50

あまり思わない 2 4

全く思わない 1 4

あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュニケーションしていますか。

あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の態度はどのようなものですか。3.8

3.7*

3.9

3.12*

3.13

BID講座の推薦以外に、あなたが取った新たな行動があればすべてお答えください。

あなたはご自身の教育研修業務を通じて、業務上の新たな価値創造に貢献していますか。

あなたは、BID講座で学んだことに基づいた、教育研修を行いたいですか。

3.10*

3.11*

BID講座受講前と比べて受講後により積極的に幅広いコミュニケーションを取るようになった

相手は誰ですか（最大3人）。

BID講座を貴社内のどなたかに勧めましたか。勧めた方すべてお答えください。
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表 5 質問紙回答集計結果 

 * 複数選択が可能な質問 
質問および回答選択肢は簡略化したものを示した。実際の文言は添付資料 A を参照のこと。 
回答をスコア化できるものについてはダミー変数をスコア化し、1 問につき 1 因子となるようにした。その他（－印）については各回答を因子として扱った。 
集計結果の数字（％）は、回答者全体に対する割合で示した。 

No. 質問 回答選択肢 スコア 回答（％）

とてもそう思う 4 26

そう思う 3 54

あまり思わない 2 18

全く思わない 1 2

とてもそう思う 4 16

そう思う 3 60

あまり思わない 2 24

全く思わない 1 0

とてもそう思う 4 18

そう思う 3 64

あまり思わない 2 18

全く思わない 1 0

とてもそう思う 4 20

そう思う 3 58

あまり思わない 2 22

全く思わない 1 0

とてもそう思う 4 20

そう思う 3 50

あまり思わない 2 28

全く思わない 1 2

あなたの会社は、正式な会議の場以外で、自由闊達に意見を交換する場がありますか。

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

あなたは、あなたの会社が教育研修部門を新たな価値創造に貢献する部門と考えていると思いますか。

あなたの会社には、社員が新たなことを学び続ける風土がありますか。

あなたの会社は、社員の教育研修に積極的ですか。

あなたの会社では、新しいアイデアが歓迎されますか。
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第３.４.２項 データ分析結果 

第２.３.３項で述べたとおり、本研究ではダミー変数に変換した質問票の回答を主因子

法・プロマックス回転により因子分析し、抽出した因子の因子得点を説明変数とした重回

帰分析を行った。なお、いずれの分析においてもすべての因子を一度に分析するのではな

く、要因毎に段階的に分析した。 

＜分析 1＞ 「1．研修のデザインと実施について」に対する回答の分析 

問 1.1.1～1.1.9、1.2.1～1.2.2、および 1.3.1～1.3.4 の回答を主因子法により分析したと

ころ、1.2.1～1.2.2 は共通性が低く因子負荷量の絶対値も小さい（0.3 未満）ため、以後の

分析の因子からは除外した。 

 

－本ページ内以下余白― 

 

 

 



31 
 

 

 

問 1.3.1～1.3.4 の回答をスコア化した上で、1.1.1～1.1.9 および 1.3.1～1.3.4 の回答を

主因子法により因子分析した。因子数は理論的に収まりが良かったため、固有値 1 以上の

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 共通性
ー ー ー ー

1.1.1Yes
研修をデザインする際に、教育企画書を使用しますか

（自組織用に改変したものも含む）。
0.406 0.492 0.576

1.1.2Yes 研修をデザインする際に、グランドデザインを考慮しますか。 0.549 0.412

1.1.3Yes 研修をデザインする際に、会社の戦略との一貫性を考慮しますか。 0.658 0.419

1.1.4Yes
研修のデザインについて、あなたの上司とディスカッションします

か。
0.830 0.728

1.1.5Yes_
Conditional

上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 0.836 0.729

1.1.6Yes
研修のデザインについて、あなたの同僚とディスカッションします

か。
0.528 0.283

1.1.7Yes_
Conditional

同僚とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 0.872 0.704

1.1.8Yes
研修のデザインについて、受講者の上司とディスカッションします

か。
0.325 0.809 0.692

1.1.9Yes_
Conditional

受講者の上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行い

ますか。
0.842 0.732

1.2.1Yes 研修内容は、受講者の所属部署のニーズに基づいて作成しますか。 0.169

1.2.2Yes 研修時に、研修を実施する背景を受講者に説明しますか。 0.018

1.3.1Mtg
あなたの上司と、研修後のリフレクションを行いますか。

(回答＝ミーティング）
0.646 -0.303 0.692

1.3.1Rep
あなたの上司と、研修後のリフレクションを行いますか。

(回答＝報告のみ）
-0.652 0.381 0.642

1.3.2Mtg
あなたの同僚と、研修後のリフレクションを行いますか。

(回答＝ミーティング）
0.874 0.778

1.3.2Rep
あなたの同僚と、研修後のリフレクションを行いますか。

(回答＝報告のみ）
-0.778 -0.400 0.682

1.3.3Proacti
ve

研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニ

ケーションを取っていますか。（回答＝自ら積極的に）
0.702 0.614

1.3.3Onreq
uest

研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニ

ケーションを取っていますか。（回答＝依頼されれば）
-0.707 0.306 0.680

1.3.4Proacti
ve

研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニ

ケーションを取っていますか。（回答＝自ら積極的に）
0.429 0.840 0.802

1.3.4Onreq
uest

研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニ

ケーションを取っていますか。（回答＝依頼されれば）
-0.825 0.716

因子寄与 3.64 2.75 2.54 2.14

寄与率（％） 19.2 14.5 13.4 11.2

累積寄与率（％） 19.2 33.7 47.0 58.3

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

第1因子 — 0.286 -0.0548 -0.1534

第2因子 — -0.1113 -0.0921

第3因子 — -0.0300

第4因子 —

因子名

「1．研修のデザインと実施」に関する因子分析結果

（1回目・プロマックス回転後の因子負荷量；0.3以上を表示、絶対値0.4以上を太字表記）

測定項目
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3 因子解を採用した。第 1 因子は「同僚とのリフレクション、受講者・受講者上司へのフ

ォローアップ（リフレクションとフォローアップ）」、第 2 因子は「企画書を使用して上

司と研修デザインをディスカッション（企画書を使用して上司とディスカッション）」、

第 3 因子は「受講者上司と研修デザインをディスカッション（受講者上司とディスカッシ

ョン）」と解釈された。本モデルの累積寄与率は 59.0％であった。 

 

 

1.1.10 「よく練られた研修デザインである」を目的変数、これら 3 因子について算出し

た因子得点を説明変数として重回帰分析を行ったところ、R2＝0.222、F＝4.39 であった。

有意水準 5％以下で係数が有意であったのは、第 2 因子「企画書を使用して上司と研修デ

ザインをディスカッション（企画書を使用して上司とディスカッション）」であった。 

 

 

第1因子 第2因子 第3因子 共通性
リフレクションと

フォローアップ

企画書を使用して上司

とディスカッション

受講者上司とディ

スカッション

X_1.3.4
研修後に、研修のフォローアップとして受講者と

コミュニケーションを取っていますか。
0.926 -0.214 -0.019 0.729

X_1.3.2
あなたの同僚と、研修後のリフレクションを行い

ますか。
0.733 0.186 -0.133 0.708

X_1.3.3
研修後に、研修のフォローアップとして受講者の

上司とコミュニケーションを取っていますか。
0.733 -0.244 0.304 0.508

X_1.3.1
あなたの上司と、研修後のリフレクションを行い

ますか。
0.608 0.299 0.026 0.621

1.1.4Yes
研修のデザインについて、あなたの上司とディス

カッションしますか。
-0.286 0.928 0.117 0.745

1.1.1Yes
研修をデザインする際に、教育企画書を使用しま

すか（自組織用に改変したものも含む）。
0.221 0.649 -0.210 0.615

1.1.3Yes
研修をデザインする際に、会社の戦略との一貫性

を考慮しますか。
-0.043 0.591 0.320 0.47

1.1.2Yes
研修をデザインする際に、グランドデザインを考

慮しますか。
0.150 0.558 -0.149 0.413

1.1.6Yes
研修のデザインについて、あなたの同僚とディス

カッションしますか。
0.021 0.495 0.099 0.275

1.1.8Yes
研修のデザインについて、受講者の上司とディス

カッションしますか。
0.016 0.076 0.892 0.816

因子寄与 2.41 2.38 1.11

寄与率（％） 24.1 23.8 11.1

累積寄与率（％） 24.1 47.9 59.0

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子

第1因子 — 0.443 -0.0165

第2因子 — 0.1015

第3因子 —

因子名

「1．研修のデザインと実施」に関する質問に対する回答の因子分析結果

（2回目・プロマックス回転後の因子負荷量；絶対値0.4以上を太字表記）

測定項目
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上記結果のパス図を以下に示す。 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.472 0.222 4.39 3 46 0.008

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 2.45 1 2.45 1.16 0.287

第2因子 25.65 1 25.65 12.12 0.001

第3因子 3.07 1 3.07 1.45 0.235

残差 97.36 46 2.12

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 6.34 0.206 30.81 < .001

第1因子 0.224 0.208 1.08 0.287

第2因子 0.724 0.208 3.48 0.001

第3因子 0.25 0.208 1.2 0.235

第1因子＝「同僚とのリフレクション、受講者・受講者上司へのフィードバック

     （リフレクションとフォローアップ）」

第2因子＝「企画書を使用して上司と研修デザインをディスカッション

     （企画書を使用して上司とディスカッション）ｊ
第3因子＝「受講者上司と研修デザインをディスカッション（受講者上司とディスカッション）」

分散分析

「1．研修のデザインと実施」に関する3因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「よく練られた研修デザインである」）

モデル要約

係数
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1.3.5「受講者に行動変容が起きる」を目的変数、3 因子の因子得点を説明変数として重

回帰分析を行ったところ、R2＝0.145、F＝2.59 であった。P 値が 0.064 と有意水準 5％で

有意ではなかったが、他のモデルに比較して収まりが良いため、本モデルを採用すること

とした。有意水準 5％以下で係数が有意であったのは、第 1 因子「同僚とのリフレクショ

ン、受講者・受講者上司へのフォローアップ（リフレクションとフォローアップ）」であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.38 0.145 2.59 3 46 0.064

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 12.39 1 12.39 5.4 0.025

第2因子 8.55 1 8.55 3.73 0.06

第3因子 3.76 1 3.76 1.64 0.207

残差 105.52 46 2.29

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 4.82 0.214 22.5 < .001

第1因子 0.503 0.216 2.32 0.025

第2因子 0.418 0.216 1.93 0.06

第3因子 0.277 0.216 1.28 0.207

第3因子＝「受講者上司と研修デザインをディスカッション（受講者上司とディスカッション）」

「1．研修のデザインと実施」に関する3因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「受講者に行動変容が起きる」）

モデル要約

分散分析

係数

第1因子＝「同僚とのリフレクション、受講者・受講者上司へのフィードバック

     （リフレクションとフォローアップ）」

第2因子＝「企画書を使用して上司と研修デザインをディスカッション

     （企画書を使用して上司とディスカッション）ｊ
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上記結果のパス図を以下に示す 

 

 

 

また、1.1.10 「よく練られた研修デザインである」を説明変数、1.3.5「受講者に行動

変容が起きる」を目的変数とした単回帰分析を行ったところ、両者には因果関係があるこ

とが推察された（R2＝0.300、F＝20.6）。 

 

 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値

1 0.548 0.300 20.6 1 48 < .001

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

1.1.10 37 1 36.99 20.6 < .001

残差 86.4 48 1.80

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 1.374 0.783 1.75 0.086

1.1.10 0.544 0.120 4.53 < .001

分散分析

係数

1.1.10「よく練られた研修デザインである」を説明変数、

1.3.5「受講者に行動変容が起きる」を目的変数とした単回帰分析結果

モデル要約
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＜分析 2＞ 「2．教育研修担当部署における受講者データの活用について」に対する

回答の分析 

研修に関連して収集した受講者データの扱いに関わる因子を抽出するため、問 2 の質問

に対する回答を主因子法により分析した。因子数は並行分析で示された 4 因子解を採用し

た。第 1 因子は「研修時に収集したデータを同僚とディスカッション（研修時のデータと

同僚）」、第 2 因子は「研修後に収集した受講者現場データを上司・同僚とディスカッシ

ョン（受講者現場データと上司・同僚）」、第 3 因子は「研修時に収集したデータを受講

者上司とディスカッション（研修時のデータと受講者上司）」、第 4 因子は「データ非活

用」と解釈された。本モデルの累積寄与率は 41.0％であった。 

 

－本ページ内以下余白― 
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第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 共通性
研修時の

データと

同僚

受講者現場

データと

上司・同僚

研修時の

データと

受講者上司

データ

非活用

2.3Colleagues
研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

（回答＝同僚とディスカッション）
0.759 -0.067 -0.106 0.097 0.557

2.5Colleagues
研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。

（回答＝同僚とディスカッション）
0.739 -0.057 0.013 0.103 0.521

2.8WholeDep
BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものですか。

（回答＝部署全体で取り組み）
0.518 -0.352 0.239 0.151 0.399

2.9ByBoss
研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがあります

か。（回答＝上司が承認）
0.500 0.112 -0.264 -0.088 0.353

2.5Boss
研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。

（回答＝上司とディスカッション）
0.483 0.147 0.015 -0.461 0.589

2.4AnalInsight 研修時に収集した評価結果をどのように扱いますか。（回答＝分析と考察） 0.421 0.065 0.295 -0.570 0.776

2.1TraiDepByMail 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝上司・同僚と共有） 0.390 -0.008 -0.418 -0.146 0.328

2.3Boss
研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

（回答＝上司とディスカッション）
0.387 0.281 -0.168 -0.127 0.316

2.1InDepFolder 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝部署の共有フォルダ） 0.329 0.181 -0.270 0.044 0.223

2.1AudBossByMail 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝受講者の上司と共有） 0.191 -0.280 -0.096 -0.231 0.153

2.7NoAction
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

（回答＝行わない）
0.132 -0.866 -0.152 -0.055 0.748

2.7Boss
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

（回答＝上司とディスカッション）
0.038 0.804 0.078 -0.109 0.699

2.6AnalInsight
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように扱いますか。

（回答＝分析と考察）
0.090 0.777 0.217 -0.198 0.778

2.7Colleagues
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

（回答＝同僚とディスカッション）
-0.029 0.691 -0.033 0.218 0.493

2.7FBtoAud
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

（回答＝受講者にF/B）
-0.137 0.656 0.132 0.061 0.433

2.9ByBoth
研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがあります

か。（回答＝上司と受講者上司が承認）
0.167 0.240 -0.081 0.044 0.101

2.8ByMyself
BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものですか。

（回答＝自分一人で取り組み）
-0.353 0.184 0.141 -0.011 0.155

2.8With
Colleagues

BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものですか。

（回答＝同僚と取り組み）
-0.050 0.169 0.069 -0.090 0.045

2.9NoApproval
研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがあります

か。（回答＝合意取得なし）
0.004 0.140 -0.193 -0.179 0.081

2.3NoAction
研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

（回答＝行わない）
-0.673 -5.53e−4 -0.191 -0.113 0.478

2.2ArchiveOnly
研修時に収集した受講者アンケートをどのように扱いますか。

（回答＝保管のみ）
-0.586 -0.127 -0.198 -0.224 0.409

2.5AudBoss
研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。

（回答＝受講者上司とディスカッション）
-0.050 0.032 0.725 0.029 0.518

2.3AudBoss
研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

（回答＝受講者上司とディスカッション）
0.016 0.121 0.716 0.014 0.525

2.5FBtoAud
研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。

（回答＝受講者にF/B）
0.145 0.055 0.657 0.218 0.443

2.7AudBoss
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように活用しますか。

（回答＝受講者上司とディスカッション）
0.004 0.417 0.595 -0.106 0.576

2.3FBtoAud
研修時に収集した受講者アンケートをどのように活用しますか。

（回答＝受講者にF/B）
0.101 0.266 0.482 0.127 0.305

2.1NoArchive 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝保管しない） -0.296 0.205 0.402 -0.123 0.289

2.2AnalInsight
研修時に収集した受講者アンケートをどのように扱いますか。

（回答＝分析と考察）
0.331 -0.100 0.368 -0.328 0.445

2.9NoFormal
Proc

研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがあります

か。（回答＝プロセス無いが合意取得）
-0.501 -0.110 0.325 0.128 0.397

2.6Anal
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように扱いますか。

（回答＝分析）
-0.118 -0.185 0.020 0.004 0.055

2.1Myself 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝自分のみ） -0.210 -0.270 -0.029 -0.297 0.178

2.6ArchiveOnly
研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように扱いますか。

（回答＝保管のみ）
0.124 -0.035 0.211 0.828 0.646

2.6NoData
Received

研修後に受講者の職場で収集されたデータをどのように扱いますか。

（回答＝データ入手していない）
0.124 -0.035 0.211 0.828 0.646

2.2Anal 研修時に収集した受講者アンケートをどのように扱いますか。（回答＝分析） -0.085 0.168 -0.306 0.460 0.392

2.8SuppByBoss
BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものですか。

（回答＝上司支援あり）
0.307 0.033 -0.041 0.450 0.254

2.4Anal 研修時に収集した評価結果をどのように扱いますか。（回答＝分析） -0.041 -9.15e−4 -0.180 0.420 0.248

2.4ArchiveOnly 研修時に収集した評価結果をどのように扱いますか。（回答＝保管のみ） -0.451 -0.074 -0.209 0.354 0.490

2.1InProjFolder 作成した教育企画書をどのように扱いますか。（回答＝Project共有フォルダ） 0.144 -0.338 0.287 0.318 0.279

2.5NoAction 研修時に収集した評価結果をどのように活用しますか。（回答＝行わない） -0.743 0.136 -0.205 0.153 0.670

因子寄与 4.97 4.02 3.57 3.43

寄与率（％） 12.75 10.32 9.15 8.79

累積寄与率（％） 12.8 23.1 32.2 41.0

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

第1因子 — 0.145 0.046 -0.185

第2因子 — 0.000 -0.112

第3因子 — -0.200

第4因子 —

測定項目

「2．受講者データの活用」に関する因子分析結果（プロマックス回転後の因子負荷量；絶対値0.4以上を太字表記）

因子名
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上記の主因子法で抽出した 4 因子の因子得点を説明変数、1.1.10「よく練られた研修デ

ザインである」を目的変数として重回帰分析を行ったところ、R2＝0.350、F＝6.07 であっ

た。有意水準 5％以下で係数が有意であったのは、第 1 因子「研修時に収集したデータを

同僚とディスカッション（研修時のデータと同僚）」、および第 3 因子「研修時に収集し

たデータを受講者上司とディスカッション（研修時のデータと受講者上司）」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値

1 0.592 0.35 6.07 4 45 < .001

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 23.35 1 23.35 12.918 < .001

第2因子 1.21 1 1.21 0.671 0.417

第3因子 15.36 1 15.36 8.498 0.006

第4因子 2.68 1 2.68 1.484 0.229

残差 81.34 45 1.81

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 6.34 0.1901 33.346 < .001

第1因子 0.1458 0.0406 3.594 < .001

第2因子 -0.0416 0.0508 -0.819 0.417

第3因子 0.1652 0.0567 2.915 0.006

第4因子 0.0724 0.0595 1.218 0.229

「2．受講者データの活用」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「研修がよくデザインされている」）

第1因子＝「研修時に収集したデータを同僚とディスカッション（研修時のデータと同僚）」
第2因子＝「研修後に収集した受講者現場データを上司・同僚とディスカッション

     （受講者現場データと上司・同僚）ｊ

モデル要約

第3因子＝「研修時に収集したデータを受講者上司とディスカッション（研修時のデータと受講者上司）」
第4因子＝「データ非活用」

分散分析

係数
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上記結果のパス図を以下に示す。 

 

 

 

4 因子の因子得点を説明変数、1.3.5「受講者に行動変容が起きる」を目的変数として重

回帰分析を行った結果、R2＝0.240、F＝3.55 であった。有意水準 5％以下で係数が有意で

あったのは、第 1 因子「研修時に収集したデータを同僚とディスカッション（研修時のデ

ータと同僚）」、および第 3 因子「研修時に収集したデータを受講者上司とディスカッシ

ョン（研修時のデータと受講者上司）」であった。 

 

－本ページ内以下余白― 
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－本ページ内以下余白― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.49 0.24 3.55 4 45 0.013

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 15.64 1 15.64 7.505 0.009

第2因子 1.41 1 1.41 0.679 0.414

第3因子 9.13 1 9.13 4.38 0.042

第4因子 6.42 1 6.42 3.08 0.086

残差 93.78 45 2.08

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 4.82 0.2042 23.61 < .001

第1因子 0.1193 0.0436 2.74 0.009

第2因子 -0.0449 0.0545 -0.824 0.414

第3因子 0.1274 0.0609 2.093 0.042

第4因子 0.1121 0.0638 1.755 0.086

第1因子＝「研修時に収集したデータを同僚とディスカッション（研修時のデータと同僚）」

第2因子＝「研修後に収集した受講者現場データを上司・同僚とディスカッション

     （受講者現場データと上司・同僚）ｊ

第3因子＝「研修時に収集したデータを受講者上司とディスカッション

     （研修時のデータと受講者上司）」

第4因子＝「データ非活用」

「2．受講者データの活用」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「受講者の行動変容が起きる」）

モデル要約

分散分析

係数
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上記結果のパス図を以下に示す。 

 

 

 

＜分析 3＞ 「3．BID 講座修了後の回答者のコミュニケーションスタイル」に対する回

答の分析 

BID 講座修了後の回答者の行動からコミュニケーションスタイルに関わる因子を抽出す

るため、問 3.1～3.8 の質問に対する回答を主因子法により分析した。因子数は並行分析に

より示された 4 因子解を採用した。第 1 因子は「現実の課題と同僚・上司」、第 2 因子は

「受講者・受講者上司に現実の課題の解決法を提示」、第 3 因子は「受講者上司・上司の

肯定的態度」、第 4 因子は「抽象的なコミュニケーション」と解釈された。本モデルの累

積寄与率は 46.6％であった。 
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1.1.10「よく練られた研修デザインである」を目的変数、コミュニケーションスタイル

に関する 4 因子を説明変数として重回帰分析した結果、R2＝0.301、F＝4.84 であった。

有意水準 5％以下で係数が有意であったのは、第 3 因子「受講者上司・上司の肯定的な態

度」であった。 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 共通性

同僚・上司に
現実の課題の
解決法を提示

受講者・受講者上司
に現実の課題の
解決法を提示

受講者上司・上司
の肯定的な態度

抽象的
コミュニケーション

3.3RealIssue
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝現実の課題の解決法）
0.812 -0.021 0.294 0.156 0.653

3.1RealIssue
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝現実の課題の解決法）
0.744 -0.110 0.197 0.044 0.542

3.3Essence
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝エッセンスのみ）
0.557 0.096 -0.165 -0.137 0.441

3.1Essence
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝エッセンスのみ）
0.416 0.320 -0.323 -0.104 0.501

3.7Essence
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュ

ニケーションしていますか。（回答＝エッセンスのみ）
0.116 0.112 0.078 -0.431 0.218

3.5RealIssue
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝現実の課題の解決法）
-0.150 0.824 0.209 -0.145 0.720

3.7RealIssue
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュ

ニケーションしていますか。（回答＝現実の課題の解決法）
-0.078 0.798 0.059 -0.109 0.644

3.5Hint
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝気付きやヒント）
0.158 0.571 -0.056 0.317 0.439

3.7Hint
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュ

ニケーションしていますか。（回答＝気付きやヒント）
0.075 0.473 0.069 0.142 0.244

3.5Essence
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝エッセンスのみ）
-0.205 0.366 -0.068 -0.528 0.441

X3_6
あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の上司の

態度はどのようなものですか。（1～5のスコア）
0.115 0.120 0.867 -0.231 0.701

X3_2
あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの上司の

態度はどのようなものですか。（1～5のスコア）
0.155 -0.020 0.788 -0.013 0.598

X3_8
あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の態度は

どのようなものですか。（1～5のスコア）
-0.074 0.344 0.670 -0.158 0.521

X3_4
あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの同僚の

態度はどのようなものですか。（1～5のスコア）
0.038 -0.014 0.523 0.053 0.281

3.3IDwReal
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論＋現実の課題）
-0.572 0.043 0.412 0.096 0.629

3.5IDwReal
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論＋現実の課題）
0.175 -0.449 0.320 0.105 0.360

3.1IDwReal
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論＋現実の課題）
-0.452 0.173 0.280 0.067 0.370

3.7IDTheory
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュ

ニケーションしていますか。（回答＝ID理論）
-0.125 -0.014 -0.209 0.732 0.555

3.3Hint
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝気付きやヒント）
0.402 0.209 0.087 0.610 0.507

3.1Hint
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝気付きやヒント）
0.184 0.495 0.015 0.604 0.602

3.5IDTheory
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論）
-0.141 -0.025 -0.179 0.540 0.321

3.1IDTheory
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論）
-0.237 0.182 -0.030 0.461 0.327

3.7IDwReal
あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュ

ニケーションしていますか。（回答＝ID理論＋現実の課題）
0.032 -0.236 -0.040 0.386 0.198

3.3IDTheory
あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのように

コミュニケーションしていますか。（回答＝ID理論）
-0.475 0.097 -0.174 0.328 0.370

因子寄与 2.88 2.85 2.73 2.73

寄与率（％） 12.0 11.9 11.4 11.4

累積寄与率（％） 12.0 23.9 35.2 46.6

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

第1因子 — 0.0229 -0.198 -0.1636

第2因子 — -0.110 -0.0169

第3因子 — 0.1977

第4因子 —

測定項目

「3．コミュニケーションスタイル」に関する因子分析結果（プロマックス回転後の因子負荷量；絶対値0.4以上を太字表記）

因子名
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上記結果のパス図を以下に示す 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.549 0.301 4.84 4 45 0.002

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 0.272 1 0.272 0.14 0.71

第2因子 4.072 1 4.072 2.093 0.155

第3因子 24.625 1 24.625 12.658 < .001

第4因子 1.341 1 1.341 0.689 0.411

残差 87.541 45 1.945

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 6.3399 0.197 32.141 < .001

第1因子 0.0746 0.199 0.374 0.710

第2因子 0.2883 0.199 1.447 0.155

第3因子 0.7095 0.199 3.558 < .001

第4因子 -0.1655 0.199 -0.83 0.411

「3．コミュニケーションスタイル」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「よく練られた研修デザインである」）
モデル要約

係数

分散分析

第1因子＝「同僚・上司に現実の課題の解決法を提示」
第2因子＝「受講者・受講者上司に現実の課題の解決法を提示」
第3因子＝「受講者上司・上司の肯定的な態度」
第4因子＝「抽象的コミュニケーション」
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1.3.5「受講者に行動変容が起きる」を目的変数、コミュニケーションスタイルに関する

4 因子を説明変数として重回帰分析した結果、R2＝0.393、F＝7.29 であった。有意水準

5％以下で係数が有意であったのは、第 2 因子「受講者上司・受講者に現実の課題の解決

法を提示」、第 3 因子「受講者上司・上司の肯定的な態度」であった。 

 

 

－本ページ内以下余白― 

 

 

 

 

 

 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値

1 0.627 0.393 7.29 4 45 < .001

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 3.62 1 3.62 2.18 0.147

第2因子 13.56 1 13.56 8.15 0.006

第3因子 14.69 1 14.69 8.83 0.005

第4因子 6.51 1 6.51 3.91 0.054

残差 74.88 45 1.66

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 4.82 0.182 26.42 < .001

第1因子 0.272 0.184 1.47 0.147

第2因子 0.526 0.184 2.85 0.006

第3因子 0.548 0.184 2.97 0.005

第4因子 -0.365 0.184 -1.98 0.054

モデル要約

「3．コミュニケーションスタイル」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「受講者に行動変容が起きる」）

第2因子＝「受講者・受講者上司に現実の課題の解決法を提示」
第3因子＝「受講者上司・上司の肯定的な態度」
第4因子＝「抽象的コミュニケーション」

分散分析

係数

第1因子＝「同僚・上司に現実の課題の解決法を提示」
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上記結果のパス図を以下に示す。 

 

 

 

＜分析 4＞ 「4．回答者の職場の環境について」に対する回答の分析 

回答者の職場の環境および教育研修業務に対する自己認識に対する回答から変化を促進

する職場環境に関する因子を抽出するため、問 3.13～4.5 の回答を主因子法により分析し

た。因子数は、並行分析で示された 4 因子解を採用した。第 1 因子は「アイデア歓迎、イ

ンフォーマルで自由な意見交換の場」、第 2 因子は「教育研修の重要性の意識が希薄」、

第 3 因子は「自己効力感」、第 4 因子は「学びの風土が希薄」と解釈された。本モデルの

累積寄与率は 63.0％であった。 
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1.1.10「よく練られた研修デザインである」を目的変数、変化を促進する職場環境に関

する 4 因子の因子得点を説明変数として重回帰分析を行った結果、R2＝0.237、F＝3.50

であった。有意水準 5％以下で係数が有意であったのは、第 1 因子「アイデア歓迎、イン

フォーマルで自由な意見交換の場」、第 2 因子「教育研修に対する意識が希薄」であっ

た。ただし第 2 因子の偏回帰係数はマイナスの値を示したことから、他の因子とは逆方向

に作用することが示唆された。すなわち、「教育研修に対する意識が希薄」であれば「よ

く練られた研修デザインが作成されない」と解釈することができる。 

 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 共通性

アイデア歓迎、イ

ンフォーマルで自

由な意見交換の場

教育研修に対する

意識が希薄
自己効力感

学びの風土が

希薄

4.4StrongYes
あなたの会社では、新しいアイデアが歓迎されますか。

（回答＝とてもそう思う）
0.843 -0.087 0.050 -0.028 0.734

4.5StrongYes
あなたの会社は、正式な会議の場以外で、自由闊達に意見を交換す

る場がありますか。（回答＝とてもそう思う）
0.840 -0.118 -0.136 -0.049 0.706

4.1StrongYes
あなたは、あなたの会社が教育研修部門を新たな価値創造に貢献す

る部門と考えていると思いますか。（回答＝とてもそう思う）
0.762 0.133 -0.009 -0.074 0.593

4.2StrongYes
あなたの会社には、社員が新たなことを学び続ける風土があります

か。（回答＝とてもそう思う）
0.628 -0.315 0.100 0.289 0.637

4.3StrongYes
あなたの会社は、社員の教育研修に積極的ですか。

（回答＝とてもそう思う）
0.562 -0.313 0.037 0.216 0.483

4.4WeakNo
あなたの会社では、新しいアイデアが歓迎されますか。

（回答＝あまり思わない）
-0.173 0.775 0.280 -0.044 0.634

4.3WeakNo
あなたの会社は、社員の教育研修に積極的ですか。

（回答＝あまり思わない）
-0.185 0.723 0.143 0.309 0.680

4.1WeakNo
あなたは、あなたの会社が教育研修部門を新たな価値創造に貢献す

る部門と考えていると思いますか。（回答＝あまり思わない）
-0.107 0.688 -0.054 0.091 0.515

4.5WeakNo
あなたの会社は、正式な会議の場以外で、自由闊達に意見を交換す

る場がありますか。（回答＝あまり思わない）
-0.155 0.493 -0.450 -0.081 0.566

3.13StrongYes
あなたはご自身の教育研修業務を通じて、業務上の新たな価値創造

に貢献していますか。（回答＝とてもそう思う）
0.074 0.130 0.869 -0.272 0.748

4.5WeakYes
あなたの会社は、正式な会議の場以外で、自由闊達に意見を交換す

る場がありますか。（回答＝あまり思わない）
-0.536 -0.313 0.545 0.108 0.664

4.2WeakYes
あなたの会社には、社員が新たなことを学び続ける風土があります

か。（回答＝そう思う）
-0.244 0.062 0.118 -0.877 0.819

4.1WeakYes
あなたは、あなたの会社が教育研修部門を新たな価値創造に貢献す

る部門と考えていると思いますか。（回答＝そう思う）
-0.565 -0.634 0.036 0.020 0.711

4.3WeakYes
あなたの会社は、社員の教育研修に積極的ですか。

（回答＝そう思う）
-0.302 -0.328 -0.144 -0.420 0.446

4.2WeakNo
あなたの会社には、社員が新たなことを学び続ける風土があります

か。（回答＝あまり思わない）
-0.259 0.199 -0.221 0.758 0.699

3.13WeakNo
あなたはご自身の教育研修業務を通じて、業務上の新たな価値創造

に貢献していますか。（回答＝あまり思わない）
-0.195 0.159 -0.041 0.500 0.313

4.4WeakYes
あなたの会社では、新しいアイデアが歓迎されますか。

（回答＝そう思う）
-0.538 -0.580 -0.276 0.060 0.680

3.13WeakYes
あなたはご自身の教育研修業務を通じて、業務上の新たな価値創造

に貢献していますか。（回答＝そう思う）
0.037 -0.273 -0.846 0.051 0.706

因子寄与 3.96 3.15 2.15 2.07

寄与率（％） 22.0 17.5 11.9 11.5

累積寄与率（％） 22.0 39.5 51.5 63.0

因子間相関 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

第1因子 — 0.0229 -0.198 -0.1636

第2因子 — -0.110 -0.0169

第3因子 — 0.1977

第4因子 —

因子名

「4．職場の環境」に関する因子分析結果（プロマックス回転後の因子負荷量；絶対値0.4以上を太字表記）

測定項目



47 
 

 

上記結果のパス図を以下に示す。 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.487 0.237 3.5 4 45 0.014

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 11.7099 1 11.7099 5.5165 0.023

第2因子 10.9695 1 10.9695 5.1677 0.028

第3因子 0.0308 1 0.0308 0.0145 0.905

第4因子 2.6553 1 2.6553 1.2509 0.269

残差 95.5224 45 2.1227

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 6.34 0.206 30.77 < .001

第1因子 0.1246 0.053 2.349 0.023

第2因子 -0.1567 0.0689 -2.273 0.028

第3因子 0.0117 0.0973 0.121 0.905

第4因子 -0.1165 0.1042 -1.118 0.269

「4．職場の環境」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「よく練られた研修デザインである」）
モデル要約

分散分析

係数

第1因子＝「アイデア歓迎、インフォーマルで自由な意見交換の場」
第2因子＝「教育研修に対する意識が希薄」
第3因子＝「自己効力感」
第4因子＝「学びの風土が希薄」
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1.3.5「受講者に行動変容が起きる」を目的変数とした場合は有意な因子は抽出されなか

った。 

 

 

上記の分析結果を統合し、因果関係として図 11 に示した。なお、本研究では前述のと

おり共分散構造分析は適用せず、重回帰分析の繰り返しによる探索的分析であることか

ら、図 11 には誤差項は記載しなかった。  

目的変数である「よく練られた研修デザインである」および「受講者の行動変容が起き

る」に影響を与える潜在変数のカテゴリーとして、質問紙調査の質問カテゴリーに沿って

「研修のデザインと実施」「受講者データの活用」「コミュニケーションスタイル」およ

び「職場の環境」を設定した。それぞれの決定係数（R2）は 0.222～0.350 と大きくはな

かったが、研修およびその成果としての受講者の行動変容には種々の要因が関与している

ことを考慮すると、当然の結果と言えるかもしれない。 

モデル R R² F値 自由度1 自由度2 p値
1 0.242 0.0586 0.7 4 45 0.596

平方和 自由度 平均平方 F値 p値

第1因子 1.853 1 1.853 0.7179 0.401

第2因子 3.258 1 3.258 1.2622 0.267

第3因子 1.419 1 1.419 0.5496 0.462

第4因子 0.222 1 0.222 0.0861 0.771

残差 116.152 45 2.581

モデル 偏回帰係数 標準誤差 t値 p値

切片 4.82 0.2272 21.214 < .001

第1因子 0.0496 0.0585 0.847 0.401

第2因子 -0.0854 0.076 -1.123 0.267

第3因子 -0.0795 0.1073 -0.741 0.462

第4因子 0.0337 0.1148 0.293 0.771

「4．職場の環境」に関する4因子の重回帰分析結果

（目的変数＝「受講者に行動変容が起きる」）
モデル要約

第2因子＝「教育研修に対する意識が希薄」
第3因子＝「自己効力感」
第4因子＝「学びの風土が希薄」

分散分析

係数

第1因子＝「アイデア歓迎、インフォーマルで自由な意見交換の場」
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各カテゴリーを構成する個々の潜在変数を見ると、「受講者に行動変容が起きる」こと

に 5％以下の有意水準で正の影響を与える変数のうち、顕在変数である「よく練られた研

修デザインである」、潜在変数である「受講者上司・上司の肯定的な態度」、「受講者・

受講者上司に現実の課題の解決法を提示すること」、および「研修後に同僚とのリフレク

ションおよび受講者・受講者上司へフォローアップを行うこと」は偏回帰係数が 0.5 以上

であり、強い影響を持つことが示された。ただし、「研修後に同僚とのリフレクションお

よび受講者・受講者上司へフォローアップを行うこと」は、上位カテゴリーである「研修

のデザインと実施」のモデルが有意ではなかったことから（R2＝0.145、P＝0.064）、そ

の効果は限定的である可能性が示唆された。「研修時に収集したデータを同僚とディスカ

ッションすること」や「研修時に収集したデータを受講者上司とディスカッションするこ

と」は、偏回帰係数の値は高くはなかったが、一定の正の影響があることが示唆された。 

「よく練られた研修デザインである」ことに 5％以下の有意水準で正の影響を与える変

数は、潜在変数である「企画書を使用して上司と研修デザインをディスカッションするこ

と」、および「受講者上司・上司の肯定的な態度」であり、いずれも偏回帰係数が 0.7 以

上と特に強い影響を持つことが示された。「アイデアが歓迎され、インフォーマルで自由

な意見交換の場がある職場環境」は、偏回帰係数の値は 0.125 と高くはなかったが、一定

の正の影響があることが示唆された。また、「教育研修に対する意識が希薄な職場の環

境」は、偏回帰係数の絶対値としては 0.157 と高くなかったが、唯一、統計的に有意な負

の値を示した変数であり、「よく練られた研修デザインであること」に対して負の影響を

与えることが示唆された。「研修時に収集したデータを同僚とディスカッションするこ

と」や「研修時に収集したデータを受講者上司とディスカッションすること」は、偏回帰

係数の値は高くはなかったが、一定の正の影響があると考えられた。「よく練られた研修

デザインである」は、「受講生に行動変容が起きる」の説明変数でもあることから、これ

らの潜在変数は研修デザインを介して受講者の行動変容に影響を与える可能性があると考

えられた。 
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図 11 教育研修と受講者の行動変容に関する因果関係 
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第４章 考察 

教育研修担当者を対象とした本研究により、研修受講者に行動変容が起きるために特に

重要な要因として、①よく練られた研修デザインであること、②受講者上司・（教育研修

担当者の）上司が肯定的な態度であること、③受講者・受講者上司に現実の課題の解決法

を示すこと、④研修後に同僚とのリフレクションおよび受講者・受講者上司へフォローア

ップを行うこと、が明らかとなった（図 11 の太線で示した因果関係）。また、よく練ら

れた研修デザインであるためには、⑤企画書を使用して上司とディスカッションするこ

と、および⑥受講者上司・（教育研修担当者の）上司が肯定的な態度であること、が特に

重要な要因であることが示された（図 11 の太線で示した因果関係）。その他に重要な要

因として、受講者に行動変容が起きるためには⑦受講生データを活用すること、また、よ

く練られた研修デザインを作成するためには⑧受講生データを活用することに加え、⑨ア

イデアが歓迎されインフォーマルで自由な意見交換の場がある職場環境であること、が示

唆された（図 11 の細線で示した因果関係）。⑨のような職場環境は、「よく練られた研

修デザイン」を通じて間接的に受講者の行動変容に正の影響を与えることが推察された一

方で、教育研修に対する意識が希薄な職場環境では、研修デザインに対して負の影響を与

えることを介して受講者に行動変容が起きにくい可能性も示唆された。 

よく練られた研修デザインに影響する要因に着目すると、上司および受講者上司の影響

が非常に大きいことが示唆される。実際、研修実施前のデザイン作成段階では、教育研修

担当者の 80％が上司とディスカッションしており、このうち約 98％（78／80％）が ID

理論に基づいて行われていたことからも、教育研修担当者の上司が ID 理論を理解し、教

育研修担当者と共通言語を用いてディスカッションができるレベルでなければならないと

いうことができるであろう。教育研修担当者からのコミュニケーションに対するステーク

ホルダーの反応については、受講者上司と上司が肯定的な態度であることが正の影響を与

え非常に重要であることが示唆されたが、両者に対する実際のコミュニケーションには差

異があることが示された（第３.４.１項）。すなわち、教育研修担当者は上司に対しては

よくコミュニケーションを取っており、上司の態度も肯定的であるが、一方で受講者上司

とは 30％がコミュニケーションを取っておらず、また 40％の受講者上司が中立的な態度

であった。このことから、よく練られた研修デザインであるためには受講者上司に対して
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肯定的態度を示してもらうようなコミュニケーションが必要であるにも関わらず、それが

十分に出来ていない可能性が示唆された。 

受講者に行動変容が起きるための要因としては、よく練られた研修デザインであること

との間に因果関係が認められたが、その他の要因を見るとここでも受講者上司・上司の肯

定的態度が重要であることが示唆されている。加えて、受講者・受講者上司と現実の課題

の解決法についてコミュニケーションをすることが正の影響を与えることが示唆された。

これは、解をすぐに求めようとする傾向にある受講者側とそれに応えようとする教育研修

担当者の関係性を示している可能性があり、即効的な研修効果を求めようとする企業の最

前線の実情を示しているのかもしれない。実際、因子分析で抽出した第 4 因子「抽象的コ

ミュニケーション」、すなわち ID 理論、あるいは気付き・ヒントを与えるといった一見

すると現実の課題との結びつきを想起しづらいコミュニケーションを表す因子は、因子分

析モデルで寄与が認められなかった（第３.４.２項、分析 3）。このような傾向には、質問

紙調査の回答者の所属部署が本社事業部および支店・支社を合わせて 96％（第３.４.１

項）と、大半が事業部の教育研修担当部署に所属していることが影響している可能性も考

えられた。また、教育研修担当者が研修後に同僚とリフレクションを行い、受講者・受講

者上司とフォローアップのためのコミュニケーションをすることも重要であることが示唆

された。しかし、研修後の教育研修担当者からの関与の程度を補足的に検討した結果から

も、受講者・受講者上司への実際の関与の程度は、上司や同僚への関与と比較して 1 ポイ

ント以上低く（表 4、図 10）、中でも受講者上司へのコミュニケーションは 6 ポイント

満点中平均 3.02 ポイントと、不十分であることが示された。 

以上のことから、教育研修を通じて受講者に行動変容が起きるためには、教育研修担当

者がよく練られた研修デザインを作成すること、および上司・受講者上司と必要な、かつ

良好なコミュニケーションを行うことが非常に重要であることが示唆されたと考えられ

る。先行研究では、受講者に行動変容が起こるためには受講者の上司が重要な役割を果た

すことが示されているが、本研究において、これまであまり着目されていなかった「教育

研修担当者の上司」も重要であるとの新たな知見が得られたと言えるであろう。このこと

は、「誰が、どのようにシステムやプロセスを駆動させるのか」という視点からの研究が

ほとんどない、と第１.３節で筆者が言及した課題に対する解答になる可能性がある。これ

まで研修転移は現場で起こるものであり、受講者の上司がその責任を負うとの考えが一般

的であったが、今後は研修転移までを教育研修の領域で担うべきであるとの議論がある 
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[Weber, F., 2014, p.18-22] [中原淳ら, 2018, p.52-53]。これは、教育研修担当部署・担当

者の働きを拡大する上で有意義な指摘と言うことができるであろう（「誰が駆動させるの

か」という問いに対する回答）。しかし一方で、図 12 [中原淳ら, 2018, p.52-53] で示さ

れているように責任範囲の境界線を移動させたにすぎない可能性があり、受講者の所属部

署と協働して「どのように駆動させるのか」という問いには十分に答え切れていないので

はないだろうか。 

 

 

図 12 人材開発の責任範囲 

 

今後の企業内教育の在り方に関する提言の１つとして、今城による SIOPm 第 32 回年次

大会参加報告 [今城志保, 2017, 閲覧日：2018 年 10 月 26 日] で示された内容が興味深

い。本報告によると、1988 年に転移モデル [Baldwin, T.T. & Ford, J.K., 1988, p.65] を

示した Baldwin、Ford ならびに Blume から「先行研究の結果の間に見られるギャップや

研究で指摘された問題点からではなく、現実のトレーニングにおけるトレーナーや受講者

に着目した研究を行うべきであるとの主張がなされ」た。また Blume ら（Blume、

Ford、Surface および Olenick）は、「初期の転移と転移の継続を分けて扱い、個人差や

環境の影響に注目したダイナミック転移モデル（Dynamic transfer model）を提案」し、

さらに Surface は「環境によって発動される行動があるとの考え方をヒントに、転移の際

にも学んだ行動を取るためのきっかけが必要であるとして、環境要因による行動発動

 
m SIOP（Society for Industrial and Organizational Psychology：米国産業・組織心理学会）。 
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（Determinant Activation）という考え方を提案し」ている。また、Olenick は「組織を

複雑で混沌としたダイナミックなシステムとして捉えることで、個人の小さな変化が組織

全体に及ぼす影響の可能性について言及し」、「このような場合、個人の変化を追ってい

てもトレーニングの効果を見ていることにはならない」ことを指摘している。 

「研修転移」とは、「研修で得た知識を一般化して現実の業務で活かす」ことである

が、「活かす」プロセスは極めて個人的な作業であり、各自が異なる文脈で暗黙知により

実行していると言えるであろう。その中には、必ずしも研修で習得したことをそのまま
．．．．

実

行したとは言えないが実践知として価値があるものが含まれていることは容易に想像でき

る。このような個人の暗黙知や実践知を組織として形式知化し、事業の発展やイノベーシ

ョンにつなげようとする仕組みは、現在の企業内教育に取り入れられているとは言い難

い。益々スピードが速まり複雑化する事業環境にあって、今後教育研修担当者に求められ

ることは、研修で得た知識やスキルを移転させ
．．．．

忠実に現場で活かすことに注力したウォー

ターフォール型の研修をデザインすることよりも、むしろ「学びの場」をデザインし駆動

させることではないだろうか。 

組織経営論の視点からの「場」の概念の代表的なものとして、伊丹は組織構造と事業活

動のプロセスの間を埋めるための「情報的相互作用の容れもの」として「場」を定義した 

[伊丹敬之, 2005, p.41-45]。そこでは、「人々が参加し、意識・無意識のうちに相互に観察

し、コミュニケーションを行い、相互に理解し、相互に働きかけ合い、相互に心理的刺激

をする」という [伊丹敬之, 2005, p.42]。一方、野中・紺野は知識創造経営を実践する場と

して「共有された文脈―あるいは知識創造や活用、知識資産記憶の基盤（プラットフォー

ム）になるような物理的・仮想的・心的な場所を母体とする関係性」と定義し、「文脈」

と「関係性」に焦点を当てている [野中郁次郎, 紺野登, 1999, p.161-164]。本研究で得ら

れた結果は、研修あるいは研修を活かすことが期待される事業の現場という文脈におい

て、教育研修担当者がステークホルダー、とりわけ上司および受講生上司との関係性に意

識的、戦略的に働きかけることにより、受講者の行動変容が促進される可能性を示してい

ると捉えることができ、教育研修担当者がデザインし駆動させる「学びの場」は野中・紺

野が定義する「場」に近いものとなると言えよう。 

この「学びの場」のコンセプトは、前段で示した Olenick の「個人の変化を追っていて

もトレーニングの効果を見ていることにはならない」という指摘にも通じる、個人レベル

での人材育成とは異なる視点からの新たな企業内教育の可能性と考えることができるであ
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ろう。一方で、教育研修担当者の役割として「上司や受講生上司とのコミュニケーション

を戦略的なものとする」ことや「場を駆動させる」ことは、多くの教育研修担当者にとっ

て新たなビッグチャレンジかもしれない。しかし、企業のビジネス戦略の一部として教育

研修担当部署が明確に位置付けられないと、今後は部署の存続自体が危ぶまれる可能性も

否定できないであろう。教育研修担当者として規定された役割を果たすために、ID 理論に

代表される教育研修理論に自覚的に研修をデザインすると同時に、目に見えない仕事かも

しれないが、コミュニケーションストラテジーを持って関係性に働きかけることが求めら

れていると言えるのではないだろうか。このような仕事は「上司や会社から指示されて行

われるものではなく、自分の問題意識や感覚からやらなければならない仕事として実行さ

れるもの」であり、「シャドーワーク」として定義されている [一條和生, 徳岡晃一郎, 

2007, p.26-28]。シャドーワークは、職務記述書に規定された役割ではなく、指示命令系

統に従って指示される業務でもないが、仕事を「こなす」のではなく、自発的に新しい価

値を生み出すために不可欠な「目に見えない世界」 [一條和生, 徳岡晃一郎, 2007, p.45-

51]で行う「働き」である。受講者の成長へのコミットメントとして、企業内教育研修のイ

ノベーションを起こすことができるのは、教育研修担当者をおいて他にはいないのではな

いだろうか。 

第５章 結論および提言 

結論として、第３.２節で示した仮説の検証結果を以下に示す。 

H1「教育研修担当者がナレッジをマネジメントすることで、研修デザインを作成するこ

とができる。」は検証できたと考えられる。効果的な研修デザイン、すなわちよく練られ

た研修デザインであるためには、研修前の企画書を使用した上司とのディスカッション

や、研修後の受講者・受講者上司のフォローアップ、受講者データの活用が重要である。

加えて、教育研修担当者のコミュニケーションに対する受講者上司・上司の肯定的な反応

や、アイデアが歓迎され、インフォーマルで自由な意見交換ができる「場」が重要である

ことが示唆された。 

H2「教育研修担当者が他者に働きかけることで、受講者に行動変容が起きる。」は一部

が検証できたと考えられる。教育研修担当者からのコミュニケーションに対して受講者上

司および上司の態度が肯定的である場合は、受講者に行動変容が起きることが示唆された

が、現実に直面している課題の即効的な解決を研修によって得よう（受講者・受講者上
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司）、あるいは与えよう（教育研修担当者）とする関係性が存在する可能性があり、自己

組織化し変容し続ける「学びの場」を作る必要があることを考えると、中長期的視点に立

った教育研修担当者の新たなコミュニケーションストラテジーの必要性が示唆された。 

H3「H1 および／または H2 の組織では、変化を促進する職場環境がある。 

」は検証できなかったが、逆方向の因果関係が示唆された。すなわち、アイデアが歓迎

され、インフォーマルな意見交換ができる「場」がある職場の環境では、よく練られた研

修デザインがあり、その結果として受講者に行動変容が起きることが示唆された。ただ

し、H2 の検証に関連して指摘したとおり、今回検証した受講者の行動変容に至るモデル

は、短期的視点に立ったものである可能性があり、中長期的な視点からのモデル検証の必

要性が示唆された。 

本研究の成果として、図 13 に示すコンセプトモデル「受講者に行動変容が起きる学び

の場のデザインと駆動モデル－Orchestrate and Drive “Ba” of Learning”」を提言する。

すなわち、企業内教育という取り組みを介して受講者に行動変容が起きるためには、「学

びの場」が必要であり、学びの場をデザインし駆動させるのは教育研修担当者（シャドー

ワーク）である、ということである。学びの場のデザインと駆動に必要かつ重要な条件と

して、以下の 4 点が挙げられる。 

① 教育研修担当者が学びの場全体を踏まえた研修企画書を作成できる 

② 教育研修担当者の上司が ID 理論を理解しており、理論に基づいたコミュニケ

ーションができる 

③ ステークホルダー、特に受講者上司と教育研修担当者の上司が肯定的な態度で

ある 

④ 教育研修担当者はステークホルダーごとに必要なツール（データ、フォローア

ップ、現実の課題への対処）を用いてコミュニケーションができる 

すなわち本コンセプトモデルは、教育研修担当者がラーニングデザインとコミュニケー

ションストラテジーを使って、受講者に行動変容が起きる学びの場をデザインし駆動する

ことにより、従来のウォーターフォール型の研修転移を超えていくことが可能となるであ

ろうことを示しており、教育研修担当者の働きを重視した新たな理論の構築に寄与するこ

とが期待される。 
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図 13 受講者に行動変容が起きる学びの場のデザインと駆動モデル 

 

第６章 本研究の限界と今後の課題 

本研究では、調査対象者数が 118 名、回答者数が 50 名であったため、さらにサンプル

数を増やしモデルを検証することが必要と考えられる。調査対象者を BID 講座修了者とし

たため、調査対象者の業界に偏りがみられ、その結果として教育研修に対する会社の取り

組みにも偏りが生じ、本研究の結果に影響を与えた可能性がある。また本研究では調査対

象者を教育研修担当者に限定したため、受講者および受講者上司の回答を得ることでモデ

ルの精度が上がる可能性がある。このように調査対象者数と範囲を拡大し共分散構造解析

を行うことで、本モデルの構造について精度の高い分析が可能になると考えられる。 
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添付資料：質問紙 

1.1 研修実施前に行う研修デザインについてお伺いします。

1.1.1 研修をデザインする際に、教育企画書を使用しますか（自組織用に改変した

ものも含みます）。

〇 ほぼ毎回使用する。

〇 ほぼ使用しない。

1.1.2 研修をデザインする際に、グランドデザインを考慮しますか。 〇 ほぼ考慮する。

〇 ほぼ考慮しない。

1.1.3 研修をデザインする際に、会社の戦略との一貫性を考慮しますか。 〇 会社の戦略との一貫性を考慮する。

〇 該当する研修の目的のみを考慮する。

1.1.4 研修のデザインについて、あなたの上司とディスカッションしますか。 〇 ディスカッションする。

〇 決定したデザインの報告のみ行う。

 （次は1.1.6にお答えください）

1.1.5 上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 〇 ID理論に基づいて行う。

〇 ID理論に基づいて行わない。

1.1.6 研修のデザインについて、あなたの同僚とディスカッションしますか。 〇 ディスカッションする。

〇 決定したデザインの報告のみ行う。

 （次は1.1.8にお答えください）

1.1.7 同僚とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 〇 ID理論に基づいて行う。

〇 ID理論に基づいて行わない。

1.1.8 研修のデザインについて、受講者の上司とディスカッションしますか。 〇 ディスカッションする。

〇 決定したデザインの報告のみ行う。

 （次は1.1.10にお答えください）

1.1.9 受講者の上司とのそのディスカッションは、ID理論に基づいて行いますか。 〇 ID理論に基づいて行う。

〇 ID理論に基づいて行わない。

1.1.10 研修のデザインは、概ね何割くらい上手くいっていますか。 〇 10割   〇   4割

〇   9割   〇   3割

〇   8割   〇   2割

〇   7割   〇   1割

〇   6割   〇   0割

〇   5割

これは、弊社のビジネスID講座（以下、「BID講座」といいます）を受講いただいた貴殿に、貴社の教育研修の企画立案及び実施（以下、「教育研修業

務」といいます）の実情をお伺いし、今後の企業内教育研修のあり方を考察するための調査研究です。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

現在教育研修業務に携わっていない方は、従事していた当時のご経験と現在のお立場からのお考えに基づいてご回答ください。

設問は全45問で、回答は一部を除きすべて選択式です。直感的に一番近いと思われる選択肢を選んでください。回答で「Other（その他）」を選んだ場

合は具体的にお答えください。所要時間は概ね20～30分です。

ご回答いただいた内容は、個人情報の保護に関する法令に基づき適切に管理いたします。また、学会等において発表、あるいは論文公表する場合は、個

人名や貴社名が特定されないよう匿名化した情報として公表いたします。

以下の「同意して回答する」のボタンをクリックしていただくことにより、本調査の趣旨と個人情報保護方針にご同意いただいたものといたします。

上記内容にご同意いただけますか。

〇 同意して回答する。

1. 研修についてお伺いします。

・本調査研究について

企業内教育の実態調査
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1.2 研修内容についてお伺いします。

1.2.1 研修内容は、受講者の所属部署のニーズに基づいて作成しますか。 〇 受講者の所属部署からニーズをヒアリング

して作成する。

〇 教育研修部門が考えるニーズに基づいて作

成する。

1.2.2 研修時に、研修を実施する背景を受講者に説明しますか。 〇 説明する。

〇 説明しない。

1.3 研修実施後についてお伺いします。

1.3.1 あなたの上司と、研修後のリフレクションを行いますか。 〇 ミーティングを行ってリフレクションを行

う。

〇 報告のみ行う。

〇 リフレクションは行わない。

1.3.2 あなたの同僚と、研修後のリフレクションを行いますか。 〇 ミーティングを行ってリフレクションを行

う。

〇 報告のみ行う。

〇 リフレクションは行わない。

1.3.3 研修後に、研修のフォローアップとして受講者の上司とコミュニケーション

を取っていますか（コミュニケーションの手段としては、電話、メール、現

場ミーティングへの参加、同行等を指します）。

〇 コミュニケーションは取らない。

〇 依頼されればコミュニケーションを取る。

〇 自ら積極的にコミュニケーションを取る。

1.3.4 研修後に、研修のフォローアップとして受講者とコミュニケーションを取っ

ていますか。

〇 コミュニケーションは取らない。

〇 依頼されればコミュニケーションを取る。

〇 自ら積極的にコミュニケーションを取る。

1.3.5 研修後、概ね何割くらいの受講者に行動変容（例：研修の取り組み姿勢が変

わった、研修で学んだことを職場で活かした等）が起こりますか。

〇 10割   〇   4割

〇   9割   〇   3割

〇   8割   〇   2割

〇   7割   〇   1割

〇   6割   〇   0割

〇   5割
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2.1 作成した教育企画書をどのように扱いますか。あてはまるものをすべてお答

えください。

□ 自分のみで保管する。

□ メール等で上司や同僚と共有する。

□ 自分の部署の共有フォルダに保管する。

□ メール等で受講者の上司と共有する。

□ 部署横断的なプロジェクト共有フォルダに

保管する。

□ どこにも保管しない。

2.2 研修時に収集した受講者アンケートをどのように扱いますか。 〇 保管のみ行う。

〇 データ分析を行う。

〇 データ分析と分析結果に対する考察を行

う。

2.3 研修時に収集した受講者アンケート（分析した場合はその結果等を含む）を

どのように活用しますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ 上司とディスカッションする。

□ 同僚とディスカッションする。

□ 受講者の上司とディスカッションする。

□ 受講者にフィードバックする。

□ いずれも行わない。

2.4 研修時に収集した評価結果（例：テスト結果、他者の評価結果）をどのよう

に扱いますか。

〇 保管のみ行う。

〇 データ分析を行う。

〇 データ分析と分析結果に対する考察を行

う。

2.5 研修時に収集した評価結果（分析した場合はその結果等を含む）をどのよう

に活用しますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ 上司とディスカッションする。

□ 同僚とディスカッションする。

□ 受講者の上司とディスカッションする。

□ 受講者にフィードバックする。

□ いずれも行わない。

2.6 研修後に受講者の職場で収集されたデータ（例：アクションシート、コーチ

ングシート）をどのように扱いますか。

〇 保管のみ行う。

〇 データ分析を行う。

〇 データ分析と分析結果に対する考察を行

う。

〇 データは入手していない。

2.7 研修後に受講者の職場で収集されたデータ（分析した場合はその結果等を含

む）をどのように活用しますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ 上司とディスカッションする。

□ 同僚とディスカッションする。

□ 受講者の上司とディスカッションする。

□ 受講者にフィードバックする。

□ いずれも行わない。

2.8 BID講座で学んだことに対して、あなたの部署の状況はどのようなものです

か。あてはまるものをすべてお答えください。

□ 部署全体で取り組みができている。

□ 上司の支援がある。

□ 上司の支援はないが、同僚と共に取り組ん

でいる。

□ 自分一人で取り組んでいる。

□ その他（具体的にお書きください）

2.9 研修のデザイン・実施に関して、あなたの部署では承認プロセスがあります

か。

〇 あなたの上司が承認する。

〇 受講者の上司が承認する。

〇 あなたの上司と受講者の上司が承認する。

〇 正式な承認プロセスはなく、何らかの方法

で関係者の合意を得る。

〇 合意は取らないが、進んでいる。

〇 その他（具体的にお書きください）

2. 教育研修を担当するあなたの部署についてお伺いします。
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3.1 あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの上司とどのようにコ

ミュニケーションしていますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ ID理論を説明する。

□ ID理論と現実の課題を結び付けて説明す

る。

□ エッセンスのみ伝える。

□ 現実の課題の解決法のみを伝える。

□ 相手に気付きやヒントを与えるような問い

かけをする。

□ コミュニケーションしない。

□ その他（具体的にお書きください）

3.2 あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの上司の態度は

どのようなものですか。

〇 肯定的

〇 徐々に肯定的に変化

〇 中立的

〇 徐々に否定的に変化

〇 否定的

3.3 あなたは、BID講座で学んだことについて、あなたの同僚とどのようにコ

ミュニケーションしていますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ ID理論を説明する。

□ ID理論と現実の課題を結び付けて説明す

る。

□ エッセンスのみ伝える。

□ 現実の課題の解決法のみを伝える。

□ 相手に気付きやヒントを与えるような問い

かけをする。

□ コミュニケーションしない。

□ その他（具体的にお書きください）

3.4 あなたがコミュニケーションするその内容について、あなたの同僚の態度は

どのようなものですか。

〇 肯定的

〇 徐々に肯定的に変化

〇 中立的

〇 徐々に否定的に変化

〇 否定的

3.5 あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者の上司とどのようにコ

ミュニケーションしていますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ ID理論を説明する。

□ ID理論と現実の課題を結び付けて説明す

る。

□ エッセンスのみ伝える。

□ 現実の課題の解決法のみを伝える。

□ 相手に気付きやヒントを与えるような問い

かけをする。

□ コミュニケーションしない。

□ その他（具体的にお書きください）

3.6 あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の上司の態度は

どのようなものですか。

〇 肯定的

〇 徐々に肯定的に変化

〇 中立的

〇 徐々に否定的に変化

〇 否定的

3.7 あなたは、BID講座で学んだことについて、受講者とどのようにコミュニ

ケーションしていますか。あてはまるものをすべてお答えください。

□ ID理論を説明する。

□ ID理論と現実の課題を結び付けて説明す

る。

□ エッセンスのみ伝える。

□ 現実の課題の解決法のみを伝える。

□ 相手に気付きやヒントを与えるような問い

かけをする。

□ コミュニケーションしない。

□ その他（具体的にお書きください）

3. BID講座受講後の、あなた自身の行動についてお伺いします。
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3.8 あなたがコミュニケーションするその内容について、受講者の態度はどのよ

うなものですか。

〇 肯定的

〇 徐々に肯定的に変化

〇 中立的

〇 徐々に否定的に変化

〇 否定的

3.9 あなたは、BID講座で学んだことに基づいた、教育研修を行いたいですか。 〇 意思がいあり実行している。

〇 意思はあるが、環境要因等で実行するのが

難しい。

〇 環境要因等について検討中である。

〇 行うことは考えていない。

3.10 BID講座受講前と比べて、受講後により積極的に幅広いコミュニケーション

（インフォーマルなものを含む）を取るようになった相手は誰ですか。最大

3人までお答えください。

□ コミュニケーションに変化はない。

□ 上司

□ 同僚

□ 受講者の上司

□ 受講者

□ その他（具体的にお書きください）

3.11 BID講座を貴社内のどなたかに勧めましたか。勧めた方すべてお答えくださ

い。

□ 上司

□ 同僚

□ 受講者の上司

□ 受講者

□ 誰にも勧めていない

□ その他（具体的にお書きください）

3.12 BID講座の推薦以外に、あなたが取った新たな行動があればすべてお答えく

ださい。

□ 教育研修理論に関する他の講座やセミナー

に参加した。

□ 教育研修理論に関する本を読んだりWebで

調べた。

□ BID講座で学んだ内容の勉強会を計画、ま

たは実施した。

□ 新たな行動は取っていない。

□ その他（具体的にお書きください）

3.13 あなたはご自身の教育研修業務を通じて、業務上の新たな価値創造に貢献し

ていますか。

〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

3. BID講座受講後の、あなた自身の行動についてお伺いします。
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4.1 あなたは、あなたの会社が教育研修部門を新たな価値創造に貢献する部門と

考えていると思いますか。

〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

4.2 あなたの会社には、社員が新たなことを学び続ける風土がありますか。 〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

4.3 あなたの会社は、社員の教育研修に積極的ですか。 〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

4.4 あなたの会社では、新しいアイデアが歓迎されますか。 〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

4.5 あなたの会社は、正式な会議の場以外で、自由闊達に意見を交換する場があ

りますか。

〇 とてもそう思う。

〇 そう思う。

〇 あまり思わない。

〇 全く思わない。

ご氏名

所属企業名

所属部署名

役職名

教育研修業務に従事している年数をお答えください。

現在も教育研修業務に携わっていますか。

以上で終了となります。ご協力いただき誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

                            Copyright© SUN LIGHT HUMAN TDMC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

ご回答ありがとうございました。ご氏名、所属企業名等をご記入ください。

（記入欄）

4. あなたの会社についてお伺いします。

5. ここまでの設問に回答して、教育研修について感じたこと、考えたことをお書きください。

 どのようなことでも結構です。
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