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「企業内大学」
特集

「企業内大学」の設立に動く企業が増えている。

従来のＯＪＴ中心の社員教育では、管理職に求められるマネジメントスキルの高度化、

技術革新の進展に対応できないと考える企業が多くなっているからだ。

しかし、そのカリキュラムの設定や運営は簡単なことではない。

今回の特集ではマクドナルドの「ハンバーガー大学」の学長を務めた有本均氏に
企業内大学を成功に導くポイントをうかがうとともに、
企業内大学の運営で先行する２社を採り上げ、

大学設立の狙いや運営方法について紹介する。

Interview

有本 均 「ハンバーガー大学」学長 に聞く
元日本マクドナルド

基準を示し、教え、要求し、評価する
「グローイング・サイクル」の活用を
Case1

「技術力」
と
「統合力」を育成
社員が講師を務め全員で成長する
三和建設株式会社
Case2

学びを通して意識を共有
キャリア形成にも豊富な選択肢

株式会社エーピーコミュニケーションズ
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Interview

有本 均

に聞く

元日本マクドナルド
「ハンバーガー大学」学長

基準を示し、教え、要求し、評価する
「グローイング・サイクル」
の活用を
「企業内大学の成果は人が育ってからついてくるもの」
。
成果が出るまでに時間がかかるため、“ 長期的な企業成長に対する投資 ”
であることを経営者が十分に理解して取り組むことが肝要と説く。

近年、企業内大学を設置する企業が

グローイング・サイクルR

増えています。今は空前の人不足で人
の採用が難しいうえ、入社してもすぐ
に辞めてしまう傾向があります。企業
はなんといっても人財にフォーカスし
なければいけない時代です。
そうした中、企業に何が足りないか
といえば、充実した従業員教育の仕組
みです。そこで、人財を大切にしよう
という思いを持つ企業の多くが、企業

□行動と成果を評価
□知識ではなく“行動”

を入れていきます」ということを社内
外に大きく宣言しているわけです。
企業内大学のあり方に、これが正解
というものはありません。まずは「従

1

4

2

業職はお客さまと直に接するボトム層

い教育は、人財育成を半分捨てている

ことをやってもらいたい、こういう人

の人たちが一番重要です。彼らの能力

のと同じことです。こうしてグローイ

財になってもらいたいというゴールを

やモチベーションが企業の成長に直結

ング・サイクルを回して昇格・昇進し

決めます。決まったゴールがないと、

しますので、義務教育が大切です。

たら、次のステップのグローイング・

人財育成が属人的になり、上司の力量
によって部下の成長度合いがばらばら
になってしまいます。

教えたことを実践させる
「要求」が必須

サイクルに進むわけです。
企業内大学は売り上げや利益に直結
するものではありません。成果は人が

2番目の「教える」では、OJT（職場内

3番目の「要求する」は、
「教えたこ

訓練）や集合研修で教育します。社員

とをきちんと現場で実践してくださ

時間がかかります。すぐに効果が出る

がやらなければならないことを漏れな

い」と要求することです。上司がきち

ことを期待していては、企業内大学な

く盛り込みます。人間には能力差があ

んと要求し、フォローしていく「後追

どあっという間に潰れてしまいます。

りますが、やってもらいたいことはす

い」です。教えても、要求しなければ

そうならないためには経営者が、企業

べて教えなければいけません。その教

実践しません。教えたことを実践させ

内大学は長期的な企業の成長に対する

育を私は「義務教育」と呼んでいます。

るように促すのは会社の責任です。

投資だということを理解して、何が何

義務教育を省いて昇格・昇進のための

そして4番目の「評価する」では、育

選抜教育だけをすると、全体のレベル

成のゴールに設定した基準に到達して

育ってからついてくるものですから、

でも続けるという強い思いを持つこと
が重要になります。

（ありもと・ひとし）
株式会社ホスピタリティ

教える

＆グローイング・ジャパン
（H&G）
代表取
締役社長。大学1年生の時からマクド

3. 要求する
□教えたことを要求
□見過ごさない

2. 教える

3

要求する

“後追い”をしているか？
ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン提供

ナルドでアルバイトを始め、1979年、
日
本マクドナルド株式会社に入社。統括

□ OJT
□ 集合研修
□ “義務教育”の重要性
効果的な学習方法は何か？

マネージャーなどを経て、社員教育機関
である
「ハンバーガー大学」の学長を務
める。後に株式会社ファーストリテイリン
グの
「ユニクロ大学」部長に就任。外
食・サービス業の代表、役員を歴任後、
H&Gを設立。サービス業向けの研修
サービス
「GROWING ACADEMY」
の

たいのか」というところから考え、そ

人財育成の手法を細かく洗い出して整

できません。評価されないことはやり

うなってもらうためには、自分の会社

理してみました。それをもとに考えた

ません。会社がやってもらいたいこと

にどんな教育が必要なのかを整理して

のが、
「基準を示す」
「教える」
「要求す

はきちんと教える。やってもらいたい

いくといいでしょう。

る」
「評価する」の4つのカテゴリーと、

ことをやったらきちんと評価する。こ

それらを繋げて回して人財を育成する、

れを仕組み化することが大切です。

「ハンバーガー大学」の学長や、株式会

定します。例えば、課長にはこういう

会社が求めているものは何か？

業員にどのような人財になってもらい

私は日本マクドナルド株式会社の

いるかどうかを評価します。評価のな

P rof ile

評価する

ではなく、名称をあえて「大学」とす
は皆さんの教育や、キャリア形成に力

基準を示す

要求したことを
行動しているか？

が向上しません。特にサービス業や営

□ 経営理念
□ 行動指針
□マニュアル
□コンプライアンス
□ 就業規則
□ 役職定義
etc.

4. 評価する

内大学に取り組んでいます。
「研修」
ることで、従業員に対して「これから

1. 基準を示す

「グローイング・サイクル」の概念図。どのような人財になるかという
「基準を示す」、
「教える」、教えたことを実践させる
「要求する」、
「評価する」の4カテゴリーを回していく

確にします。次に、育成のゴールを設

「グローイング・サイクル」です。

学長を務める。2012年4月から現職。

グローイング・サイクルは、まず最

社ファーストリテイリングの「ユニク

人財育成は教育50％、評価50％だ

初の「基準を示す」で、企業が社員に

ロ大学」の部長として社員教育に携

と私は考えています。極端な言い方を

何をしてもらいたいかを、経営理念や

わった経験から、両社をはじめとする

すれば、人は教えられていないことは

行動指針、マニュアルなどによって明
特集

6

SMBC マネジメント＋ 2020 March

取材・文／原 武雄

写真／陶山 勉

！
スゴイ
「企業内大学」

2020 March SMBC マネジメント＋

7

Case1

三和建設株式会社

「技術力」
と
「統合力」
を育成
社員が講師を務め全員で成長する
社員の育成を経営理念に掲げ、その象徴として企業内大学を開校。

個人の
「専門技術力」
と、協力して仕事を成し遂げる
「統合力」
を養う。
全社員の成長を支援し、働きがいを日々実感できる会社を目指す。

「SANWAアカデミー」の様子。年間60講座を実施している

「つくるひとをつくる」という経営理

性を感じていた。そこで、13年に制

協力して成果を上げる「統合力」の、大

講座の設計や時間割の組み方など、構

ことを実践し成果を生み出すことが、

念を掲げ、人材育成に力を入れる三和

定した経営理念を実現するための中核

きく2つの力を養うように講座内容を

築の苦労はあったが、外部コンサルタ

評価へとつながる育成サイクルを構築

建設株式会社は、企業内大学「SANWA

をなす取り組みとして、企業内大学を

設定。 会社の本気度を形で示すため

ントの助言も受けながら2016年10月

するという。

アカデミー」を2017年度から本格ス

始めることにした。

SANWAアカデミーと名づけ、講座の

にプレスタート。毎年ブラッシュアッ

目的や内容、年間の開講スケジュール、

プを重ねてきたという。

タートさせた。「建設業はマンパワー

制度を構築するに当たって、求める

で付加価値を生み出す業態であり、中

人材像とあるべき成長プロセスを再考

写真つきの講師紹介まで掲載した冊子

小建設会社にとっては人こそが最大の

し、仕事に関わる知識や技能を身につ

も用意した。

資産。全社員の力を最大限に活かすた

ける「専門技術力」と、社内外の人と

2019年度の講座は60講座。毎月第

食品工場や倉庫などの分野で
ナンバーワンを目指す

3土曜日、午前9時から午後5時までの

2022年に創業75周年を迎える同社

間に60分の講義を6時限目まで行って

は、工場や倉庫などの分野で強みを発

め、一人ひとりをしっかり教育し成長

いる。部門・等級別に必要受講数を定

揮してきた。現在は食品工場を中心と

させる制度を整えた」と、代表取締役

めており、社員は上司と相談しながら

した食品関連施設「FACTAS（ファクタ

受講計画を立てる。実践的知識が学べ

ス）
」
、危険物や冷蔵・冷凍など特殊な

るだけではなく、普段は各現場に散っ

用途向けの専用倉庫「RiSOKO（リソウ

ことが大きな武器になると見ている。

OJTに依存する育成には限界があり、

ている社員同士のコミュニケーション

コ）
」、長期耐久型集合住宅「エスアイ

「建築主にとって建設会社選びは重

仕事を体系的に学べる教育制度の必要

の場になるというメリットもある。

200」の3ブランドを確立し、この3分

要な要素。我々が他にはない独自の付

野においてナンバーワンサプライヤー

加価値のある仕事を提供できる会社で

になることを目指している。

あれば選ばれる。人材育成に力を入れ

社長の森本尚孝氏は言う。

誰が誰に何をどのように教えるか、

三和建設が描く
「人材成長曲線」

森本社長は 08 年に就任して以来 、

SANWAアカデミーの特徴の一つは

専門技術力

︿自分一人でも発揮できる力﹀

大手建設会社

30歳での
到達目標

社員が講師を務めることだ。 サブグ

三和建設で求められる
人材像

中小建設会社

ループリーダー（係長相当）以上の社

「一般的な建物と異なり、専門性の

ることで専門性を高め、ノウハウを蓄

員が現場で磨いた技術や知識をレク

高い知識や経験が必要とされるため、

積して選ばれ続ける存在になりたい」

チャーする。講義内容のクオリティー

アカデミーで独自のノウハウと実績を

（森本社長）。社員教育の充実によって、

を高めるため、講師は事前にトレーニ

蓄積することによって、他社との差異

ングを積み、担当役員の前で予行演習

化を図る。特定のジャンルで知見や実

を行った上で本番に臨む。

績を蓄積した人材を育てていく」と森

「講師にとって知識を棚卸しする良
い機会になっている。アカデミーは講

「魅力ある仕事をお客さまに提供できる人材
をSANWAアカデミーで育成したい」
と語る森
本尚孝代表取締役社長
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統合力

〈プロデュース力やマネジメント力を発揮して社内外の人財や情報を組み合わせて成果を上げる力〉

飛行機の離陸から巡航へのプロセスをイメージしている。入社時
（左下）
を起点とし、社会人としてスタートし
た当初は、仕事に関わる知識や技術などの「専門技術力」
を優先して磨く。その後は、徐々に社内外の人
と協力して仕事を遂行する
「統合力」
を伸ばしていき、最終的には右上のエリアを目指すよう成長を促す。
取材・文／田北みずほ

写真／水野浩志

実践的なワークショップなど多彩な講座で学ぶ

本社長は言う。
SANWAアカデミーは新卒採用のア

師自身の成長や全社的な知識、経験、

ピール材料にもなっている。近年は多

技術の体系化も目的としている」
（森

くの入社希望者が集まり、若手社員の

本社長）。今年10月からは講座と人事

定着率もアップ。建設業界の人手不足

制度を連動させる予定。講座で学んだ

問題に対しても、人材育成を強化する

会社の魅力は大きく高まっている。

Corpor ate Prof ile

代表取締役社長

森本尚孝

本社

大阪府大阪市淀川区木川西2-2-5

設立

1947年5月

売上高

89億4,594万円（2019年9月期）

従業員数

144人（2019年9月現在）

事業内容

建設工事・開発・コンサルティング

https://www.sgc-web.co.jp

特集
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マネジメント層向けカリキュラムの例

Case2

経営・マネジメント

Level
Low

株式会社エーピーコミュニケーションズ

Middle

顧客先常駐の社員に、技術開発の方向性などを共有する役割もある。

ロジカルシンキング／問題解決

③全社員研修（管理職以外）

統一しようと考えた」と、組織能力開

ムインテグレーション事業を手掛ける。

発部部長の片桐高自氏は語る。

そのため、従業員の9割近くが顧客先

次世代リーダー研修（選抜者）

人事制度解説編

採用面接官研修（選抜者）

キャリア開発編

術勉強会」
「KAIZEN・サービス開発」

労務管理編

新任管理職研修

人事制度編

（GM＊2以上）

（任用者は右記未受講
編をまとめて受講）

労務管理編

キャリア開発編

（SM＊3以上）

労務管理編

（現場リーダー）

リーダーとメンバーの信頼関係構築術

Level1

リーダーとメンバーの信頼関係構築術

Level2

リーダーとメンバーの信頼関係構築術 Level3

（予定）

月イチ・コンプライアンス テスト

分けられる。

行動指針／Pマーク／ストレスチェック／人権／労務・法務／情報セキュリティ／ハラスメント等

プログラム全体の設計は組織能力開

スタートし、現在では高度な技術研修

発部が担当し、個別のプログラムのコ

を立ち上げたのは2008年のこと。
「顧

を含む100以上の講座から成っている。

ンテンツ開発や講師は、現場で働く社

客先で業務にあたるエンジニアは、顧

その内容は、
「企業理念・戦略の理解・

員が主に担う形をとる。新入社員研修

客企業の考え方や働き方に影響を受け、

浸透」をベースとして、
「技術研修・技

であるブートキャンプ（基本的に入社

同社が企業内大学「APアカデミー」

キャリアデザイン研修

プ（入社時共通研修）
」の大きく5つに

ングやリーダーシップなど6コースで

に常駐するエンジニアだ。

キャリアデザイン研修
（自己理解編） 20代

（自己理解編） 30代

「経営・マネジメント」
「 ブートキャン

APアカデミーは、ロジカルシンキ

④管理職研修

被評価編

PJ参入前模擬面談

ンズは、ITインフラを主としたシステ

アダプティブリーダーシップ

クリティカル・シンキング

SL＊1昇格要件

社員一人ひとり異なるキャリア形成を支援する仕組みも整えた。

社の社員としてのマインドや考え方を

②マネジメント応用研修

リーダシップ

社内講師が実践的な教育で同じ会社の社員としての一体感を高める。

株式会社エーピーコミュニケーショ

High

①マネジメント基礎研修

学びを通して意識を共有
キャリア形成にも豊富な選択肢

2019年度の「経営・マネジメント」講座の概要

現場実践（OJT） 通年

次年度 11月
戦略・戦術立案

PJ計画書 12月・1月
目標管理作成

＊1 SL：セクションリーダー ＊2 GM：グループマネジャー ＊3 SM：サブマネジャー SL→SM→マネジャー→GMの順に昇進する。

その会社の社員であるかのような意識

後1〜3カ月間）を除いて、社員は平日

受講するモチベーションになっている

デミーは設計思想を含めた見直しが必

になりやすい。その結果、異なる場所

の業務終了後や土曜日に本社に集まっ

という。

要と同社は考えている。社員が中心と

で働く我が社の社員同士のつながりが

て受講する。

希薄になりつつあった。そこでAPア

1on1ミーティングで

カデミーで集まって学ぶことで、わが

社員のキャリア形成を支援
研修プログラムを内製化することで

顧客先常駐の社員が集まり、学ぶ場としても活用するため、
本社オフィスはゆったりとしたスペースをとっている
（上）
。右
は若手社員向けキャリア研修の様子
「顧客先常駐が多い社員の横のつながりや
一体感の醸成に、APアカデミーが役立って
いる」
と話す、片桐高自組織能力開発部部長

「受講内容については直属の上司と

なって運営するというコアの部分は大

部下の面談である1on1ミーティング

切にしながら、eラーニングを取り入

で互いに納得するまで話し合い 、

れるなど「最適な教育を最適なタイミ

フ ィー ド バ ッ ク 面 接 も 行 っ て い る 。

ングで提供できる形を考えたい」と片

1on1ミーティングは最低3カ月に1回、

桐部長は言う。

「わが社独自のやり方やオリジナリ

可能であれば1カ月に1回。キャリア

社員一人ひとりのキャリア形成を大

ティのあるノウハウを付加することが

形成のための目標設定がきめ細かくな

切にしながら、優秀なエンジニアを育

でき、より実務に役立つ勉強ができる」

されている」と片桐部長は説明する。

てるAPアカデミーの進化はさらに続

と片桐部長は言う。また、自社の経営

18年度からは、社員が職務履歴書

戦略や技術開発の方向性について伝え

に記載できる高度な技術研修「 TUF

ることができるのも利点の一つ。研修

（Technical Use for the Future）研修」

終了後には、受講者同士や受講者と講

を開始。キャリア形成のための面談・

師がSNSなどで連絡を取り合うように

目標設定・受講というサイクルを整え

なり、縦横の社員のつながりが新たに

ている。業務に資すると認められた資

できる。

格に合格した場合、取得費用は全額支

また社員が個々に自分のキャリア形
成に取り組めることが、業務時間外に

給するなど、費用面の支援もある。
開設から10年以上が経ち、APアカ

きそうだ。

C orpor ate Prof ile

代表取締役社長 内田武志
所在地

東京都千代田区鍛冶町2-9-12

設立

1995年11月

売上高

34億円（2018年12月期）

従業員

381人（2019年12月現在）

事業内容

システムインテグレーション

https://www.ap-com.co.jp/

特集
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左、中の写真／柚木裕司

！
スゴイ
「企業内大学」
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