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１．はじめに 

矢野経済研究所の調査によると、企業向け研修には 4，970 億円（2015 年度）が投じられています。

これには、社内講師による研修は含まれていませんから、仮に社内講師の工数が同じほどかかって

いると想定すると、1 兆円ほどのリソースが使われているということになります。今日の企業の競争力

向上において、人材育成への投資がいかに重要であるかを物語っているといえましょう。 

それだけの投資が行われながら、企業が研修の投資対効果を測定することは滅多にありません。

McKinsey Quarterly のアンケート調査によると、「人材育成が自社のトップ 10 の課題に入る」とした

人が 90％もいながら、「研修が業績を上げるのに役立っている」と答えた人は 25％、「研修の ROI

（投資効果）を測っている」と答えた人は 9％しかいませんでした。 

ましてや、リーダーシップ研修のようなソフトスキルや概念的な内容の類いの研修となると、効果測

定の方法すらわからないという声が少なくありません。リーダーシップ強化に多額の金額を投じて研

修を行ったあと、「これだけお金を使って、いったいどんな効果があったのか」という上層部からの問

いにどう答えたらよいでしょうか。本ガイドブックは、ケン・ブランチャード社ならびにブランチャード・

インターナショナル ジャパンの知見をもとに、この問題を紐解いていきます。
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２．研修効果測定の方法論 

この章では、一般的な研修効果測定法や把握の考え方を解説いたします。研修効果を把握するた

めには、定量的に測定することが必要と考える人もいれば、定性的な形式で把握すれば十分だと

考える人もいます。どういう形で把握するのが適切なのかは、その会社の企業文化だったり、担当

者の好みであったり、研修の種類であったりによって異なってきます。ここでは、三名の専門家によ

る考え方をご紹介しますので、何が自分や自社に合うか考察してみてください。 

a. ホルコムによる分類

ホルコム（Jane Holcomb）氏は、その著書『Make Training Worth Every Penny』の中で、研修効果の

評価方法には主に統計志向、ビジネス志向、従業員志向の 3 つがあり、それらが次の軸によって表

現されると説明しています。 

図１： Evaluation Process 評価のプロセス 

では、3 つの方法それぞれについて詳しく見てみましょう。 

統計志向 

統計志向を好む担当者は、ものごとを定量化し数値で把握することに意味を見出す傾向があり、厳

格な測定方法を追求します。統計学手法を駆使し、可能な限り外部要因を排除し、数値結果の有

意性や信頼性を検証しようとします。それによって、研修に使ったお金や時間が研修効果に見合う

ものであったかを証明しようとします。 

より厳格に行う場合は、研修の学習目標それぞれについて、目標達成度合いを測ろうともします。

測定の指標は、テストによる学習者の知識向上度合いであったり、学習内容に関連する業務上の

数値であったりします。 

厳格に 基礎的に 

統計 
志向 

ビジネス 
志向 

従業員 
志向 
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従業員志向 

統計志向とは対極に位置づけられるのが従業員志向です。従業員がどのような学習体験を得られ

たかや、研修が従業員に与えた影響などに注目します。従業員が受講中にどのような反応を示して

いたか、研修から気づきや学びを得ていたか、積極的に意見交換を行っていたかといったことに注

目します。つまり、データよりも、受講者の変化を観察することで、研修効果を評価します。そして、

研修効果は、受講者アンケートや受講後のヒアリング調査で把握すれば十分だと考える傾向にあり

ます。 

また、従業員志向の担当者は、所定の学習目標の達成以上に、受講者の反応を重視するので、予

定外の効果（たとえば受講者の自社戦略についての理解が深まったなど）が得られたりすると、それ

も研修効果として評価しようとします。 

ビジネス志向 

軸の中央に位置するのがビジネス志向の担当者です。研修の意義を自社の業績向上に見出そうと

します。研修の内容は、自社の事業上の現在におけるニーズもしくは将来のニーズに即したもので

あるべきと考えます。そして、受講者が研修から学んだことを職場で実践しているかどうかを重視し

ます。したがって、研修効果測定は、受講後の実践状況を把握することに主眼が置かれます。 

このように、人によって研修効果把握についての好みは異なります。また、研修プログラムの種類や

内容によっても適した方法が異なることでしょう。研修企画担当者としては、自分の上司や上層部が

どの種の研修効果把握を期待しているのかを事前に確認しておくとよいでしょう。研修効果の把握

方法によって、研修内容の設計や事前に収集すべき情報、研修中に見ておくべきことが変わってく

るからです。 

リーダーシップ研修のようなソフトスキル系の研修の場合は、従業員志向の評価プロセスが一般的

ですが、ビジネス志向も有効です。リーダーシップの発揮により何らかの業績が向上することが期待

されていることが多いからです。リーダーシップ研修を統計志向で効果測定することは不可能では

ありませんが、測定に相当な工数（測定する人だけでなく、される人、すなわち受講者たちも含む）

がかかることを認識した上で、それでもなお測定する必要があるかどうかを考慮すべきでしょう。具

体例として、第４章のケン・ブランチャード社のクライアント企業が行った統計志向の研修効果測定

事例をご参照ください。
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b. カークパトリックの研修評価レベル

カークパトリック（Donald Kirkpatrick）氏が『Transferring Learning to Behaiior』の中で提唱した研修

評価の４レベルは、日本でも研修担当者の間で広く知られています。４つのレベルとは、反応・学

習・行動・結果ですが、その後、フィリップス（Jack Phillips）氏が５番目のレベルとして ROI(Return on 

Iniestment 投資効果）を付け加え、今では次のようなピラミッドでよく表現されています。 

図２： Levels of Evaluavion 評価のレベル 

それでは、それぞれのレベルについて詳しく見ていきましょう。 

レベル１ 反応（受講者の研修に対する反応）

レベル１の研修効果測定は、受講者に研修の満足度についてアンケートを取ることが一般的です。

得点をつけてもらう他に、コメント記入により定性的に把握することも重要です。また、単に研修満足

度を聞くのではなく、「実務に役立つか」「自分のキャリア形成に役立つか」「他の人に薦めるか」な

どと、聞き方に工夫をすることで、より有用なフィードバックが得られます。さらには、受講者の当事

者意識を高めるために、「受講者として自分は積極的に参加したか」「他の受講者の学習に貢献し

たか」などといった質問を聞く場合もあります。 
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レベル２ 学習（受講者の学習度合）

研修受講によって受講者の知識やスキルがどの程度向上したか、考え方やものの見方がどう変化

したかを測るのがレベル２です。これらはテストやインタビューの実施などによって測定されます。 

より厳格に測定するためには、受講の前と後にテストを行うことが必要です。場合によっては、コント

ロール群（研修未受講の人のグループ）の学習度合と比較する対照実験法を取ることもできます。

レベル３ 行動（受講者の行動変容の度合）

リーダーシップ研修のようなソフトスキル系の研修では、レベル３の効果測定は困難を伴いますが、

とても大事なことです。「頭ではわかっていても、行動には移していない」という事象が頻繁に起こる

からです。レベル３の効果測定をすることは、行動変容が生じたかどうかを捉えるだけでなく、もし生

じていないとしたらその原因は何なのかを突き止めるためにも役立ちます。 

レベル３の効果測定を行うためには、研修の学習目標を行動ベースで定義することが求められます。

つまり、「リーダーシップを強化する」や「リーダーシップについて学ぶ」といった書き方ではなく、「部

下と効果的に面談できるようになる」や「適切な組織目標を立てて説明できるようになる」という風に、

職場においてどういう行動をとることが期待されているのかを明確にするのです。 

そして、研修後のアンケート調査やインタビュー調査を通じて、目標とされた行動を始めたかどうか、

あるいは行動の頻度や質が向上したかどうかを探ります。リーダーシップ研修の場合は、受講者本

人だけでなく、受講者の部下や指導対象者などにも質問できればなお効果的です。集計しやすい

ように、四択などの選択方式で質問するとよいでしょう。 

また、カークパトリック氏は、行動レベルでの効果を得るためには、次の 4 つの条件が必要だと主張

しています。 

① 受講者は自分を変化させる気があること

② 受講者はどういう変化を求められているか理解していること

③ 受講者は変化の仕方を習得していること

④ 変化することが評価される職場風土があること

ある企業のリーダーシップ研修で、「研修で学んだことを実践したら、まわりから『研修で洗脳された

な』とからかわれるから嫌だ」と言った受講者がいました。すなわち、はなから自分を変化させる気が

ないし、周囲もそれを期待していないということです。このような職場風土では、どんな研修をしても、

その効果は望むべくもありません。 
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レベル４ 結果（組織にもたらす結果）

レベル４では、受講者が研修から学び（レベル２）、それを行動に移す（レベル３）ことで、どのような

結果を組織にもたらしたかを測ります。「組織にもたらす結果」は、たとえば業務品質（エラーの削減

や正確性の向上など）、業務スピード、顧客満足度（またはクレーム数）、売上高、従業員の定着率、

従業員の組織満足度、費用や在庫などといった指標などで測ることができます。 

レベル４で効果を測定するにあたって留意すべき点は 3 つあります。一点目は、本当にこのレベル

での測定が必要かどうかの見極めです。レベル４の効果測定の作業は手間がかかるので、カークパ

トリック氏は、「レベル４まで測定するのは、企業にとって最重要で多大な予算を伴う研修だけでよい」

と言っています。 

二点目は、もしこのレベルで測定するなら、どういった行動がどのような業績に結び付くのかを事業

の責任者または然るべき人とよく検討する必要があるということです。さらに、当然ながら、こうした指

標の数値は研修だけで上下するものではないことを承知しておくべきです。 

三点目は、こうした結果が出るには、研修実施から一定の時間が必要だということです。したがって、

効果測定のタイミングについても熟慮しなくてはなりません。 

レベル５ ROI（投資効果）

レベル５の投資費用対効果（ROI=Return On Investment）を測定するには、まずレベル４で測定した

組織の結果を金銭換算し、それを研修実施に投じた費用で割ることになります。顧客満足度や従

業員満足度といったレベル４のデータを金額換算することは簡単ではありませんが、事業責任者や

担当者と相談しながら幾つかの仮説を置くことでそれが可能になります。外部のコンサルタントの助

けを得ることも有効です。 

たとえば、ブランチャード・インターナショナル ジャパンの運営企業であるピープルフォーカス・コン

サルティングのある顧客は、ファシリテーション研修を実施したことで会議の効率性が高まりました。

これを数値として把握するため、研修後にどのくらい会議時間が短縮されたかを受講者にアンケー

トで問い、その時間分を人件費に照らし合わせて金額換算しました。会議効率化の効果は何年か

に渡って持続してもおかしくありませんが、保守的に見積もって一年間限定にして計算したところ、

約 1，800 万円の人件費相当の時間が削減されたという結果が出ました。費用については、ピープ

ルフォーカス・コンサルティングに支払った実費の他、研修会場費用と受講者の人件費相当を合算

し、約 200万円と試算しました。したがって、ROI は、（1800万－200万）/200万 x100=800％との計

算になりました。この結果をもって研修担当者は、同研修の継続実施の承認を得ることができたそう

です。 
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どのレベルで測定すべきか 

先に述べたとおり、すべての研修をレベル４や５で測ることは必ずしも適切ではありません。レベル５

を提唱したフィリップス氏は次のような目安を提示しています。 

レベル１： すべての研修において測るべき

レベル２： 50－70％の研修において測るべき

レベル３： 25－35％の研修において測るべき

レベル４： 限られた研修のみで十分。10％程度の目安

レベル５： 最も重要な研修のみで測ればよい

c. ブリンカーホフの成功事例メソッド

効果を測定することは大切ですが、もっと大切なことは効果創出を後押しすることです。そこで役立

つのが、ブリンカーホフ（Robert Brinkerhoff）氏が考案した「成功事例メソッド」です。ブリンカーホフ

氏は、どんな研修にせよ、学んだ後すぐ実践する人と、実践しない、あるいはその気がない人が、一

定の割合で存在すると言います。そして、実践したいという気持ちはあるのだが、従来のやり方から

なかなか抜け出せない中間層もいると言います。 

したがって、行動レベルの効果測定の結果、低いスコアが出たからといって必ずしも落胆する必要

はなく、重要なのは、すぐ実践した人たちの効果を把握し分析することだと言います。そして、すぐ

実践した人たちの間で、良好な結果が出ているのであれば、他の受講者がそれに続くような仕掛け

を考えればよいのです。 

また、効果が出なかった時、研修の内容が唯一の原因であることは稀だともブリンカーホフは主張し

ています。効果が出ないときの他の要因として、上層部の関与の欠如や職場の環境、人事考課制

度などといった様々なことが考えられます。したがって、効果測定分析では、結果数値の高い低い

によって単純に一喜一憂するのではなく、その数値の裏側にはどういう要因があって結果を促進し

たのか、あるいは妨げたのかにまで目を向け、次の一手を打つべきなのです。 
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３．SLII®研修の効果測定 

ここまで研修効果測定について三名の専門家による見解を見てきましたが、次には、具体的に

SLII®に当てはめて考えてみましょう。カークパトリックの５レベルに沿って効果測定方法をご紹介し

ます。 

レベル１（反応）

いうまでもなく、ブランチャード・インターナショナル ジャパンでは、レベル１（反応）の測定として、受

講後に必ず受講者アンケートを行います。その結果を講師ならびに営業担当がレビューして、研修

の品質管理をしています。企業の研修ご担当者の皆様も同様にされていることでしょう。 

レベル２（学習）

レベル２、すなわち受講者の学習度合の測定では、ブランチャードでは通常、「従業員志向の方法」

（ホルコム）を使っています。具体的には、SLII®の最中に行われる状況診断のゲームやマッチ・ミス

マッチのロールプレイ演習の観察を通じて、受講者が SLII®理論を正しく理解できているか、スキル

を使えているかを傾向として捉えることができます。 

より定量的に測定したければ、状況診断と合致するリーダーシップスタイルを見極めることをテスト

する LBAII® ＊1というアセスメントツールを、研修の前と後に実施して、そのスコアの変化で学習度合

いを計測することができます。 

＊1 LBAII®（リーダー行動分析 II）：与えられた状況に対しふさわしいリーダーの行動を四択で選ぶアセスメント

ツール。SLII®受講により、状況の診断と適したリーダー行動の選択ができるようになる。
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レベル３（行動）

SLII®研修では、メンバー（部下）の開発レベルの診断や、最適なリーダーシップスタイルの選択、メ

ンバーとの個別面談（one-on-one）など、受講者が職場に戻ってとるべき行動が明確に提示されま

す。 

したがって、受講後に、そのような行動をとったかどうか問うアンケート調査を実施して、レベル３の

効果（受講後の行動変容の度合）を把握するのが比較的やりやすく、かつ効果的です。 

独自のアンケートを作成するのではなく、SLII®のフィットネステスト*2を活用する方法もあります。

SLII®の「導入」フェーズ*3でフィットネステストに受講者は回答しますから、「習得」フェーズの必須課

題とすることで、研修の前と後の得点に変化が見られたかを確認することができます。 

*2 フィットネステスト：SLII®エクスペリエンスの教材に含まれるアンケート票。リーダーとしての行動をどの程度発

揮するかを問う内容で、自己診断と他者診断の両方に使用可能。

*3 SLII®エクスペリエンスは、集合研修前の「導入」、集合研修中の「学習」と「練習」、そして、集合研修後の「習

得」という 4 つのフェーズで構成されている。 

事例：ボストン・サイエンティフィックジャパン全社員対象のアンケート調査によって測定し

た行動レベルの研修効果 

アンケートの質問項目例

・ 自分の上司と one-on-one を定期的に実施しているか

・ one-on-one の実施頻度や一回あたりの所要時間はどのくらいか

・ one-on-one ではどのようなテーマ（内容）について話しているか

・ one-on-one の内容（話し合いのテーマ）は主に誰（自分か上司）が決めているか

・ one-on-one に満足しているか（内容や実施方法等に意義を感じているか）

詳しくは SLII®ブログの「部下にもリーダーシップを！ボストン・サイエンティフィックにおける SLII®全社展開」

の記事をご参照ください。 

www.blanchardjapan.jp/blog/index.php/2016/06/20/bij-37/



11 Blanchard JAPAN 

Blanchard International Japan 

また、研修の事前と事後に LBAII®を受講者の部下に回答してもらうことで、受講者のリーダーシップ

スタイルが変化したかどうかを間接的に把握する方法もあります。ただし、この方法では回答者の負

担がやや重いことを留意する必要があります。 

さらには、LAP*4というアセスメントツールを活用して、実際

の受講者による部下へのリーダーシップ発揮方法を測定

する方法もあります。これも研修の事前と事後に行えば、

変化の度合いを把握することができます。なお、LAP は

SLII®標準版には付随していませんので、実施をご希望さ

れる場合は、別途ご相談ください。 

一方、アンケート調査ではなく、SLII®受講の数ヶ月後にフ

ォローアップ・セッションを実施することで、レベル３の効果

の把握をする方法もあります。フォローアップ・セッションの

中で、各受講者がどのような行動を起こしたか、その行動

の結果どのようなことが起きたのか、といったことを聞き出していきます。そういった情報交換により、

受講者同士の刺激になったり、受講者自身の行動の阻害要因が明確になったりするので、ブリンカ 

ーホフの成功事例メソッドを実践していることにもなります。 

「フォローアップ・セッションをやりたくとも、再度、受講者を全国から集めて一日拘束するのは現実

的ではない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。その場合、ブランチャード・ジャパンでは、Web 上

の会議ツールを使って、1－2 時間の遠隔型セッションを行うことを推奨しています。実例として、日

本ゴア様の例をサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。 

www.blanchardjapan.jp/blog/index.php/2015/06/23/bij-28/ 

*4 LAP (Leader Action Profile) ：受講者が自分の部下に対して適切に指示的リーダーシップや支援的リーダ

ーシップを効果的に発揮できているかどうかを、受講者ならびにその部下に聞く多面評価のツール。 
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レベル４（結果）、レベル５（ROI）

レベル４の業績結果とレベル５の ROI を測るのであれば、研修を実施する企業がどのような業績結

果を求めるのかを明確にすることから始まります。そして、その効果測定方法に一律のものはありま

せん。このレベルの測定をご希望される方は、個別にブランチャード・インターナショナル ジャパン

にご相談いただき、対応方法を共に見極めていくことになります。 

また、より客観的な評価をするためには、ブランチャードとは別の機関と契約して、測定を依頼して

いる企業もあります。なお、先述のとおり、実際にレベル４や５まで測定している企業は限られていま

すが、SLII®を取り入れている企業の中には、SLII®を核としてリーダーシップ教育に多大な投資して

いる企業も少なくないため、レベル４あるいはレベル５まで測定した事例が少なからずあります。次

の章で三つの具体例をご紹介します。 

表１： カークパトリックのレベル別効果測定一覧表 

レベル 効果の種類 SLII®の測定法 

１ 

（反応） 

受講者が満足した ・受講者向けアンケート調査

２ 

（知識） 

受講者は知識として覚え

た 

・研修中の演習にて受講者の理解度やスキル習得度を

観察

・LBAII®による事前と事後のテスト

３ 

（行動） 

受講者は学びを職場で活

用し、行動を変容させた 

・受講数か月後に受講者やその部下にアンケート調査

・受講数か月後に受講者の部下に LBAII®のアセスメント

・受講数か月後に受講者とその部下に LAP のアセスメ

ント

・フォローアップ・セッションを実施して確認

４ 

（結果） 

受講者が学びを活用した

ことで、組織への好影響が

あった 

要相談 

５ 

（ROI） 

研修は、投資に見合う効

果があった 
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４．SLII®研修の効果測定事例 

ここでは、ケン・ブランチャードのクライアント企業による SLII®研修の効果測定の実例を３件ご紹介

いたします。 

■事例１： A 社

背景 

A 社は、米国の大手眼鏡小売業者です。創業以来、順調に事業を拡大してきたのですが、やがて、

成長が止まり、利益が低下し始めました。マネジャー層の教育訓練を十分に行ってこなかったことが

主要要因の一つであると考えた経営陣は、約 700 名のマネジャーを対象に SLII®を導入して、目標

設定、コーチング、フィードバックのスキルを強化することにしました。 

ケン・ブランチャード社は、レベル４以上の研修効果を出すためには、経営陣の強力なサポートが

不可欠であることを A社に説明しました。そして、実際に A社の経営陣は研修の導入から実施後の

フォローに至るまで、積極的に関与することとなりました。

レベル３（行動）の効果測定

A 社向けにカスタマイズされた二日間の SLII®研修が実施され、行動レベルの効果を測定するため

のアセスメントが行われました。具体的には、研修実施の直前と 6か月後の 2回に渡って、受講者と

その部下を対象として、7つの分野に基づく 24 の行動ベースの質問で構成されたアンケート調査が

行われました。事前と事後のアンケート結果のデータを比較すると、7 つの分野すべてでスコアが上

がり、その中でも 5つの分野では統計的にも有意な変化が見られました。（表 2） 
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表２： 研修前と後のリーダーシップ・スキル・アセスメント結果 

分野別の平均値と p 値 

注： ｐ値とは、結果が統計的に有意であるかを判断する値。0 から 1 の範囲で示され、値が小さいほど有意であ

ることになる。一般的には 0.05 以下であれば、帰無仮説が棄却されると考えられているが、本調査では、

**を付けた値が有意であるとした。 

レベル４（結果）の効果

以下の表に示されるように、A 社では、研修実施の 6 か月後から 1 年後にかけて、業績に関する

様々な指標が向上していきました。もちろん、研修だけが業績向上の要因ということはなく、実際に

どれほどの影響を与えたのかを測定することはできません。しかし、A 社の経営陣は、研修が業績

に一定の影響を与えたのは間違いないという手ごたえを感じているとのことです。 

表３： A 社における業績結果 

従業員意識調査の中のマネジメントの行動に関す

る質問群 

2 ポイント向上 

従業員意識調査の中のフィードバックに関する質

問群 

8 ポイント向上 

離職率 7.7％低下 

顧客満足度 9 つの分野のうち 7 つが向上 

売上高 5.6％向上 

利益 21.7％向上 

出所：『Leadeeship Impact in a Specialty Retailee』 The Ken Blanchaed Companies, 2015 
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■事例２： B 社

背景 

B社は、全世界で事業を展開している金融サービスの企業です。B社が独自のリーダーシップ・コン

ピテンシーとして掲げていた項目の中に、人材育成、結果創出、効果的コミュニケーションがありま

した。これら 3 つのコンピテンシー強化のために、B 社は全世界の営業部門の管理職向けに SLII®

研修を実施し、ROI（投資効果）を測定しました。 

ROI の測定方法と結果 

研修実施からしばらく経って、受講者が管轄している営業チームに 38％の生産性向上が見られま

した。B社はそれらのチームのメンバー、すなわち受講者の部下にアンケート調査を行いました。 

その中の問いの一つが、「上司のリーダーシップ強化が自分の生産性向上にどれほど寄与したと考

えるか」で、平均して 75％という回答結果が得られました。また、受講者本人には「自分自身のリー

ダーシップ強化にＳＬＩＩ®がどれほど寄与したと考えるか」という質問がなされ、回答の平均値は 36％

でした。この 2 つを掛け合わせると、ＳＬＩＩ®は生産性向上に 10％寄与したことになります。（図３参

照） 

図３： SLII®がもたらした生産性向上 

0

10

20

30

40
38％

(％)

29％

10％

受講者の部下
の生産性向上 

上司（受講者）の 
リーダーシップ強化 

による部下の生産性向上 

上司（受講者）の 
SLII®受講による 

部下の生産性向上 

38％× 
75％ 
=29％ 

29％×
36％ 

=10％ 



Blanchard JAPAN 16 

Blanchard International Japan 

また、B社の営業部ではメンバー1 人当たり半年間で 50,000 ドルの利益貢献をしていると想定がな

されました。そうすると、その10％に当たる5，000 ドルがSLII®による利益創出であったということがで

きます。さらに、受講者には平均して 5 人の部下がいたので、受講者 1 人当たり、5，000 ドルｘ5 人、

すなわち 25，000 ドルの効果があったことになります。SLII®実施の 1 人当たり費用が 2，500 ドルだっ

たので、ROI は 1，000％ということになりました！ 

図４： SLII®による生産性向上がもたらした利益 

出所：『Level 5 Evaluation of SLII
®
 at Global Financial Services Company』

The Ken Blanchard Companies, 2008 

■事例３： C 社（成功事例メソッド）

背景 

バイオテクノロジーの C 社では、営業（MR）、マーケティング、カスターサービスの 3 部門の管理職

層を対象に SLII®が、そして一般社員層を対象に SELF(Self Leadership)研修が導入されました。研

修は 1 日や 2 日の単発の「イベント」ではなく、「プロセス」として設計されました。「プロセス」とは、最

初に 1 時間のキックオフセッションがあり、次にウェブ上の学習期間があり、そして「パートナリング・

デー」と呼ばれる管理職と一般社員の合同セッションによって締めくくるというものでした。

SLII®受講者 
（営業管理職） 

SLII®による生産性向上の利益貢献 
1 人あたり 5,000 ドル（50,000 ドル x10％）

5,000 ドルｘ5 人＝25,000 ドルの利益貢献

SLII®受講費用 

2,500 ドル
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また、成功事例メソッドに基づく研修効果測定と分析は、客観性を担保するために、研修を提供し

たケン・ブランチャード社ではなく、第三者機関（The Leadership Alliance, Inc.）を使って行われまし

た。 

成功事例メソッドのステップ１：  アンケート調査 

成功事例メソッドの最初のステップとして、受講者あてにアンケート調査が行われました。その目的

は、研修の満足度や効果を平均値で把握するだけでなく、効果を出している受講者（成功事例）と

そうでない受講者（失敗事例）を抽出するということがありました。 

アンケート結果には 7 つの質問がありましたが、例として 2 つの質問とその結果を次の表に紹介しま

す。 

表４： 受講後のアンケート調査結果（抜粋） 

アンケートの回収率は 56％でした。アンケートに答えなかった受講者のうち無作為に選ばれた数名

に、電話で同様の質問をしました。すると、その回答の傾向は、アンケート結果とあまり変わらず、

「研修に好意的な人がアンケートに回答した」ということではないことが確認できました。 

成功事例メソッドのステップ２： 成功事例のヒアリング調査 

上述のアンケート調査結果から成功事例として 15 名の受講者が特定され、ヒアリングによる追跡調

査が行われました。ヒアリングは一人あたり 30 分前後で、時には、受講者の言い分を検証するため

に、その方の上長やメンバーの方々にもヒアリングすることもありました。 

ヒアリングでは、研修での学びをどのように実践し、それによってどのような効果が得られたかを具体

的な体験談で語ってもらいました。例えば、ある営業部長は、その部下である営業部員と共に、新し

い製品を投入するために必要なタスクを洗い出し、タスクごとに求められる指導スタイルを確認し合
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ったところ、その部下は目標値を上回る売上と市場シェアを達成することができました。 

また、あるカスタマーサービスのマネジャーは、部下であるオペレーターの電話対応方法に課題が

あることに気づき、その改善を指導することにしました。その際には、SLII®で学んだことの全てを活用

して指導したと言います。同時に、そのオペレーターも、SELF(Self Leadership)を受講していたので、

マネジャーによる指導を抵抗なく受け入れられたと証言しました。その結果、45 日後には、オペレー

ターのスキルが目に見えて改善しました。マネジャーは、「SLII®が顧客満足度の向上と従業員の士

気の向上をもたらしたことは間違いない」と断言しました。 

成功事例メソッドのステップ３： 失敗事例のヒアリング調査 

アンケート調査で、「効果がなかった」と回答した受講者にもヒアリングが行われました。調査官は、

失敗事例に共通してみられる次の 3 つの傾向を見出しました。 

１． セルフ・リーダーシップについて新たに学ぶことは何もないと思い込んでいる 

２． 上司が遠隔にいて、滅多に部下と顔を合わすことがない 

３． SLII®モデル を納得していない 

調査から得られた結論 

成功事例メソッドによるアンケート調査やヒアリング調査結果の分析に基づき、調査官は次の 5 点を

今後の提言として結論づけました。 

１． 研修のスポンサーは人事部ではなく事業部長であるべき 

２． 「プロセス」型の研修を重視し、プロセスをなるべく長くする 

３． 研修によってどのようなビジネス上の効果を得たいのかを研修前に明示する 

４． SLII®に意義を感じない人は研修から離脱してもらう 

５． 管理職層は「パートナリング・デー」の参加を必須とする 

出所：『SLII
®
 Impact Study - Sample』 The Ken Blanchard Companies, 2013
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５．終わりに 

このガイドブックをお読みいただいた方は、「これだけのお金を使って、いったいどんな効果があっ

たのか」という上層部からの問いに答えられるようになるには、研修を実施する前の段階でやらねば

ならないことがいくつかおわかりになったと思います。 

まずは、どういう効果をどのように測定するのかを検討しなくてはなりません。そのためにはホルコム

による効果測定三分類やカークパトリックのレベル別研修効果測定法を参照して特定するとよいで

しょう。そして、採択すべき効果測定方法について上層部と合意しておくべきです。 

また、レベル４や５（組織への効果や ROI）を測定する場合には、研修企画部門の上層部のみなら

ず、受講者が所属する部門の責任者と、期待する効果とその測定方法について事前にすり合わせ

ておくことが必要になります。つまり、その研修による成果として期待されているのは、売上を伸ばす

ことなのか、在庫が減ることなのか、接客レベルが向上することなのか、従業員満足度が上がること

なのか、といったことを確認するのです。そして、研修による成果の測定方法を決定します。たとえ

ば、A 社のように、研修の前と後に測定するのか、B 社のように成果と研修の関連性を一定の仮説

のもとに数式化するのか、あるいは C 社のようにアンケートとヒアリングによって見極めていくのか、

などの方法が挙げられます。 

SLII®は、組織の目標に合わせて受講者の部下が最大限の力を発揮し成果を出すよう導く方法を学

ぶものです。したがって、レベル４や５の成果をあげ、それを把握することは不可能ではありません。

実際にそうした事例があるのは前章でご紹介したとおりで、読者の皆様の中からも効果測定を挑戦

される方が出てくることを期待しております。 

ただし、研修担当者にとって効果を測定する以上に大切なことは、効果創出を後押しすることです。

ブリンカーホフが主張するように、効果が出るか否かの要因は、研修プログラムの内容よりも、それ

以外のもののほうが重要なのです。ブランチャードの経験からすると、SLII®研修の効果を最大化す

るためには以下の点が重要であることがわかっています。 
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１． 上層部の関与を得て、研修を後押ししてもらうこと（上層部向けに紹介セミナーを開催したり、

SLII®Playbook にあるツールを活用したりする） 

２． 事業目標や実務と関連させる（上層部からそれについて語ってもらう） 

３． 単発ではなく学習プロセスを設計する（SLII®エクスペリエンスの 4 つのフェーズを活用したり、

ブランチャードの他のプログラム*5を活用したりすることで相乗効果を図る） 

４． フォローアップを行う（「習得」フェーズの活用、フォローアップ・セッション実施、アンケートの実

施、上層部からのフォロー・メール配信など） 

５． いずれかの方法で研修効果を測定し、関係者と共有する 

私たちも、皆さまが実施される SLII®の効果が最大限発揮されるよう、これからも全力でご支援してま

いりたいと思います。 

目標に向かって進むためには、 

自分のパフォーマンスに対するフィードバックが不可欠だ。 

（ケン・ブランチャード博士）

*5 ブランチャードの他のプログラムには、セルフ・リーダーシップ、チーム・リーダーシップ、コーチング・エッセン

シャルズなどがある
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付録：ブランチャード・ジャパンの主なプログラム概要 

SLII®研修

ケン・ブランチャード博士他の研究調査によって、世界で最も活用されている著名で実践的な
状況に対応できるリーダー育成プログラムです。文化、言語、地域の枠を超え、世界80 カ国

以上で実践され、人材開発のフレームワークや共通言語として認知されているグローバルメ

ソッドです。日本語はもちろん20種類の言語で提供が可能です。天性や属人性として捉えら

れがちなリーダーシップに対して、SLII®を実際に学び活用することで、部下育成の為のスキ

ルを身につけ、誰もが有能なリーダーになることが可能な、体系的かつ具体的なフレームと

ツールを提供します。部下を持つ全ての管理職に必須の部下育成スキルであり、まわりの

人々と共同作業を行う全ての方にもお奨めするプログラムです。  

コーチング・エッセンシャルズ研修

リーダーがコーチングスキルを活用して部下やチームメンバーに指導することで、彼らは的確

な行動を起こすことができるようになります。ブランチャードのコーチングでは、メンバーの成

長やモチベーションを向上させることはもちろんのこと、組織の生産性や業績を上げることに

も焦点を当てます。相手から意見やアイデアを引き出し、リーダーとメンバーがパートナーとし

て協業することで、信頼に基づいた職場環境が構築されます。SLII®と合わせて受講いただく

と更に効果的です。 

その他のプログラムについては、お問合せ下さい。 
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ブランチャード・ジャパン 

（株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング） 

〒1５1-００５1 東京都渋谷区千駄ヶ谷３-1２-８  ル・グラン原宿 

Tel: ０３-５７７1-７０７３ 

お問い合わせ：info@blanchardjapan.jp 

www.blanchardjapan.jp 

ブランチャード・ジャパンについて 

Blanchard International は、米国カリフォルニア州に本社を置くThe Ken Blanchard 

Companies
®
（ケン・ブランチャード社)によって運営されている、世界的ブランドです。ケン・ブ

ランチャード社が開発したリーダーシップモデル SLII
®
は、フォーチュン５００社から中小企業、

政府・教育機関、非営利組織に至るまで、世界で最も活用されていることで知られています。 

The Ken Blanchard Companies
®
及び株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング

(PFC)の契約締結により、PFC が、日本における唯一のライセンス契約社として、Blanchard 

のプログラム提供を行うこととなり、２００９年９月１日に、ブランチャード・インターナショナル 

ジャパン (現：ブランチャード・ジャパン) が発足しました。PFC の中の一事業部として、日本

で SLII
®
を初めとしたケン・ブランチャード社の各種プログラムを販売しています。 



1 Blanchard JAPAN 

Blanchard International Japan 

© 2017 Blanchard International Japan. All righth reherved. Do not duplicate. 




