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サポート組織における習得効率を考慮した
教育とナレッジ構築の重要性

田中

けい子

概要
失われた過去についての歴史は、解釈が変わることがあっても、新たな事実でも発見されない限り、
そう内容が
変わるものではない。
サービスデスクの研修やナレッジデータベースが対象としている情報は今起きている事実、
つまり「現実」であり、変化を余儀なくされるものであるため、日々改訂、追加の連続である。
本稿は、規模の拡大や、アプリケーション数の増加により膨張してしまった研修カリキュラムについて期間短縮
への取り組み内容をまとめたものである。その実践を通して、研修における習得効率を考慮する重要性を認識し、
同時にサポート組織にとって、知識創造プロセスとしてのナレッジの構築、維持が差し迫った課題であることに気
づかされた。

1. はじめに

ポート対象となる環境構造の理解をもって、さまざまなツール

社内 I T 環境を利用して業務にいそしんでいるユーザーは、

になって初めて業務遂行が可能となる。

を使いこなし、ユーザーが直面している問題を解決できるよう

時として「接続できない」、
「印刷できない」といったなんらか

本事例におけるサービスデスクの I T 環境は、初期構築から

の I T上のトラブルに見舞われ、不本意に業務を中断させられ

１
５年におよぶ歳月の中で、統合や変更を繰り返した結果複雑

る場合がある。その状態を打破し、できるだけ迅速に通常業務

さを極め、サポートに必要な情報量の増加が原因で、新規参入

に戻れるようユーザーを手助けするのがサービスデスクの役

スタッフの研修期間が長期化していた。同時に、研修完了まで

割である。

に要する時間もスタッフによる差が広がりつつあった。実施方

サービスデスクのスタッフは、基本的な I Tの知識や問題解
決のスキルを前提として、各業務システムの機能のみならず、サ
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法の効率化はできても、そもそも情報量の調整は難しく、大き
な時間短縮は期待できないと半ば諦めの境地であった。
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１．2 仮説の構築

1. 研修の抜本的見直し

研修の達成目標は、ユーザーからヒアリングした情報に基づ

１．
１ 背景と課題

き、各種ツールからの情報、ナレッジデータベースの情報をフル
に活用して、発生した問題をスタッフが「一人で解決できるよう

ぶ社内システム環境で、業務システムの新規リリースや変更は日

になること」である。着任したスタッフに、ユーザーの I T 環境が

常茶飯事である。

どうなっているのか、どういう業務システムなのかについて時間

フロントスタッフの標準的な対応範囲は全体の９０%だが、情

をかけて説明しても、スタッフが理解できていなければ問題を

報量が多いため、新しく着任したスタッフが業務を開始する際

解決することはできない。研修方法を実施側の都合だけで効率

の目標対応範囲は約７５%。そのあと、業務を遂行しながら２～３

化したからといって、習得も早くなるとは限らない。理解するプ

カ月かけて残り１
５%を少しずつ消化していく。

ロセスは極めて人間的な認知の世界だからである。従って実施

当初は1カ月で９０%を達成していたが、サポート対象の増加

方法の効率化と習得の効率化の双方に取り組む必要がある。

や複雑化に伴い情報量が増え、期間が延長、ついに基盤となる

期間を短縮し、かつ、スタッフが楽に習得できる研修が果たして

範囲７５%達成に２カ月を要するようになっていた。

可能なのか?

研修期間の長期化や、研修中の脱落者が以前より増加傾向にあ

実現するための仮説をたててみた。

ることは課題にあがっていた。が、日々業務に追われる中、
やむを
得ないことという暗黙の了解のもと、取り組みの優先度は低く、
１～

●

仮説1

２名を対象とした３カ月に一度の新人スタッフ研修がパターン化さ
れていた。そんな中、
中規模～大規模におよぶシステムが４種類続

短くなる
●

仮説2

けてリリースされることになり、
それぞれ３カ月の専用臨時サポート
チーム（１チーム６名）を複数交互に設置しなければならなくなる。
それぞれのシステム向けチームで研修範囲を絞り、研修範囲

わかりやすくすれば、習得が早くなり、研修期間が

より効果的な手法で研修することで、習得が早く
なり、研修期間が短くなる

●

仮説3

人手がかかるマンツーマン形式をやめられれば、
対象者が複数におよんでも、期間延長を防げる。

を２０～３０%に限定することができたとしても、従来のやり方で
は技能研修のマンツーマン形式が足をひっぱり、期間を長く設
けるか、トレーナーを多数採用する

といった非現実的な対策

しか考えられなかった。そこで研修実施方法そのものの全面的
な見直しを図ることにした。

1.3 現状分析
1.3.1 「わかりやすいとは?」
人はいかにして学ぶのか、この人の認知のプロセスに従って
知識を伝授し、理解を促すことができれば、最短時間で習得が
できるはずである。

期間
完了後の対応範囲
カリキュラム
形式

第三段階
アプリ分野 A

第四段階
アプリ分野 B

リアルモニタリング
ロールプレイング
講習 自習課題

リアルモニタリング
ロールプレイング
講習 自習課題

リアルモニタリング
ロールプレイング
講習 自習課題

第二段階
ハード分野

リアルモニタリング
ロールプレイング
講習 自習課題

第一段階
ネットワーク基礎

2ヶ月
75％
4段階制
学科＝講習形式（講師1人に対して受講者複数名）
技能A＝ロールプレイング＝マンツーマン形式
技能B＝リアルモニタリング＝マンツーマン形式

この領域は、認知心理学や脳科学の知見を基礎にした学習
科学という分野に該当し、人の学びや教育の開発に役立つ多く
の知見が明らかにされている。さらに研修方法に焦点をあてた
「教授設計理論」
（インストラクショナルデザイン）では、教育
の効果、効率、魅力を高めるための方法が集約されている。こ
れらの理論を紐解き、わかりやすくするには、どうすればよいの
かをイメージするため、わかりやすく表現した具体策を六つ抽出
し、現状の評価や見直しの基準にした。
(１)「教師中心主義ではなく、学習者中心主義の取り組みを行い、
責任や積極性をもたせる」[１]
(２) 認知科学から見たときの学習の基本とは「身体の働きを通

2 ヶ月

した体験が関心を生み、関心が目標に変わり、目標を達成

図１ 従来の研修カリキュラム概要

しようとする思考や記憶の働きによって新しい知識が得ら
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本事例が対象とするサポート環境は、PC数約５万台にもおよ

れ、そうした知識が心の中で構造化され、さらにその知識

報を追加するだけで、全体の見直しや、サポートに必要

が自分で使えるようになって、初めて何かを学んだことにな

な情報としての変換が図られていないのである。

る。」[２]

●

(３) 一度に提示する情報の量を抑えて、短期記憶の容量におさ

[KD]修正すべきナレッジをスタッフが指摘できる仕組み
は あり、指 摘 が 簡 単 な も の が 修 正 対 象として 頻 繁 に

まるようにする[３]

あがっていたが、文書の構造上の問題でその指摘が面倒

「一度に説明しようとする内容をできるだけ少数のユニッ

なものは修正対象としてあがりにくい傾向にあることが

トにする。最大でも七つ。通常は五つ以内。できれば三つに

わかった。旧人スタッフはこのナレッジの不備を経験で

抑えるのがよい。」(３)

補っているが、新人スタッフは経験がないためその類いの

(４)「中心となる情報を提示したあとに関連する情報を追加す

ナレッジでつまずいている。言うまでもなく新人スタッ

ることにより、精緻化を促進する」[３]

フの習得のスピードは、ナレッジの精度に大きく影響さ

(５) 「情報を意味のあるまとまりとして固め、内容を分類、整理
することにより、体系化を図る」[３]

れる。
(２)「非体験的」

(６) 「情報を、言語とイメージ（グラフィック）によって提示し、

●［講義］実機研修も含まれていたが、おおむね説明主体

それらを学び手自身が統合することで、強い記憶イメージ
が作られる。」[３]

の教育者からの一方的なものになっている
●［講義］内容がシステムの説明に重点が置かれているた

め、サポート技能研修への移行直後の負荷が高い

1.3.2 問題点
仮説にのっとり、わかりやすいか、効率的か

●［ロールプレイング］スタッフの理解が不十分でシナリオ

という観点で

どおり進まない場合に、シナリオを一通り体験させよう

現状を分析したところ、大きく四つの観点で問題が浮き彫りに

と、現実には有り得ない親切なユーザーをトレーナーが

なった。

演じてしまい、結果的にまるで体験になっていないケー

(1) わかりにくい

スが散見された。
「理解できていない」にもかかわらず、

●［講義内容］特殊な環境、かつ難易度の高い説明までが

うまく解決できたかのような状態を意図的に作り上げて

基本説明の中に混じっている。単純なもの、複雑なもの

いるため、評価もフィードバックも焦点がぶれ、結果的

に強弱をつけずに説明する講習になっていた。つまり、

にスタッフの習得に時間がかかる事態となり、技能研修

情報が抑制できていない、意味のあるユニットにできて

が予定どおり終わらないケースが３割、脱落するケースが

いない、体系化が図られていないのである。

1割あった。

●［ナレッジデータベース（以下KD）］研修中のスタッフが

●［リアルモニタリング］実際にユーザーが話すテンポや申

理 解 で きてい な い も の の 根 本 原 因を探っていくと、

告内容（実際のユーザーの申告には、関係のない内容も

ナレッジの内容にその要因のあるものがあり、わかりに

混じっている）にとまどい、その部分に慣れるまで時間が

くいナレッジの存在が、すみやかな理解を妨げているこ

かかる。

とが判明した。

[KD]エンドユーザー向けに公開している「よくある質問」

① システムの事情を説明する類いのナレッジにおい

を教材にしていたが、定期的な見直しで問題なく文書化

て、実際のサポートに関係のない内容を半強制的に

されているはずが、文書化されていないものが散見され

読 ませるようなも の もあり、新人 スタッフを 混 乱

た。事前に体験できるはずのものが体験できない。

させていた。情報が抑制できていない、体系化が図
られていないのである。
② サポートの視点ではなく、システムの説明に視点が
置かれているため、サポート時に情報の変換が必要
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●

(３)「非効率」
●［講習］あまり照会がない上に若干複雑なもの、
つまり、

最初の 研 修 で 習 得する必 然 性 が ないものが含まれて
いる。

となり解釈に負荷のかかるものになっていた。シス

●［ロールプレイング］マンツーマン形式のメリットは手厚

テムのリリースや変更があった際、条件反射的に情

い指導にあるが、ロールプレイングでは体験が目的であ
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るため、必ずしもマンツーマン形式である必要はない。
●［ロールプレイング］サポート技能の習得ができるかど

うか最 重要課題であるにもかかわらず、理 解に関係の
ない引き継ぎ方法やログ入力システムへの入力の仕方

れていた。
●

具体策

分類

実施効率 習得効率

1 サポート技能を起点にカリキュラムを設計

研修

○

○

2 講習をすべて基礎編 / 応用編に分割

研修

×

○

3 講習形式は最小限にとどめ、体験形式を採用

研修

×

○

4 照会の多い内容（FAQ）を厳密にセレクトした教材

研修

○

○

5 実際の録音を使った集合形式ロールプレイング

研修

○

○

[カリキュラム構成]1カ月経過後（第二段階まで）の研修

6 わかりにくいナレッジの抽出方法を簡略化

ナレッジ

○

×

内容が全体の４０%であるため、順調に習得できていても、

7 全体的な視点で必要に応じナレッジの構造を変えた。 ナレッジ

×

○
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といった日常業務手続きについての指導が丹念に行わ

表１ 七つの取り組み

対応できる範囲は照会の４０%でしかない。
“環境基礎、ハード分野、アプリケーション分野といった
カテゴリ４段階毎に、
「講義→ロールプレイング→リアル

2．
1 サポート技能を起点にカリキュラムを設計
ハードウェアや、業務システムA

業務システムB

といった

モニタリング」のパターンを実施している。もともとすべ

システムを起点にしたカリキュラムだったところを、ユーザーで

てを一括で講義していたところを、研修脱落者防止のた

起きている事象に視点を切り替えて整理し、さらに、照会の量

めにとった対策であったが、いたずらに時間ばかりが伸

や時間的側面を考慮し、
「ログイン/起動全般」
「印刷全般」
「異

びてしまった。情報を小分けにし、段階的習得をめざしたと

動」といった順番にカリキュラム化した。

いう点においては、わかりやすさへの追求の姿勢が垣間見
えるが、情報を分類する視点がシステム側にありサポー
ト側になかったため、実際の照会内容との乖離が発生し
異動したら使えない…

たことが原因とみられる。
(４)「システム寄りの視点」

印刷できない

「わかりにくいKD」、
「非効率なカリキュラム構成」の双
方で、システムの説明に視点を置いていることが原因とし
てあがっている。サポートに必要な内容を伝授するつもり
でいながら、無意識にシステム寄りの視点で取り組んでい

起動 / ログインできない

の
ム
ラ
ュ
キ 換
リ
カ 点変
視

たのだ。
「どのような照会が多いのか、サポート時にどのよ

ユーザー

うな順番でどのような情報が必要なのか」といったサポー
ト側の視点が大きく欠けているのである。

2. 視点変換と効率化の追求

社内 IT 環境

A

B

C

システム システム システム

この分析結果を基に、
下記三つの方針をたてて、研修カリキュラム
の見直しのみならず、ナレッジの再構築にも取り組むことにした。

図２ カリキュラムの視点

(１) システムの説明に視点を置くのではなく、サポート側に視点
を置いて情報を取り扱い、すべてにおいて実践性を最重要
とすることを貫く。

2．2 講習を基礎編/応用編に分割
照会の量や、全体的か部分的かといった視点で、情報を評価

(２) 人の認知プロセスに則う。

し、削ぎ落としたり、意味のあるまとまりに分類したりするなど

(３) 講習形式にとらわれず、極力体験型にする

で、
「基礎編」と「応用編」に分けた。特殊事情や照会の少ない

まず研修の対象とする現状の照会状況を分析し、照会の有

ものは、研修から省く、または応用編に入れるなど、基礎編を全

無、量、時期を明確にした。その上で、わかりやすさ、効率的、実

体的かつ単純素朴なものにした。習得に関係のない機械的運用

践的視点を融合させ、以下の七つの取り組みを行った。

手順の類いは、習得を見極めたあとの研修の最後に集約した。
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2．3 講習形式は最小限にとどめ、体験形式で機能習得

くなっており、既存スタッフは経験や記憶により読み飛ばすこと

機能の伝授のための講習形式は最小限にとどめ、ユーザーの

ができても、初めて目にする人間にとっては読む人を惑わすもの

置かれた状況をイメージしながら、ユーザー操作を体験する方
式にした。

であった。
修正対象となるナレッジに関連するナレッジの情報をすべて
分解し、サポートする上で必要最低限の情報はどれか スタッフ

2．4 照会の多い内容（FAQ）を教材
FAQ（よくある照会）は過去からの蓄積であり、それぞれ照会
の多少がある。その量の実際をスタッフが意識できない状態で
教材になっていたところを、現状の量を明確にし、一定以上の照

はどのような期待をもって情報を見るのか、といった視点で情報
を精査、組み直し、表現方法のデザインから再構築を図った。
この作業には文章力や表現力が必要とされるため、スキルの
あるスタッフで専門化して実施した。

会のあるものに限定して教材にした。

2．5 実際の録音を使った集合形式ロールプレイング
サポートの現場では、事象に関する情報はまずユーザーの口

3. 結果
3．
１ 短縮化に成功

を通して提供される。非常に速いスピード感で極めて主観的、

八つの取り組みは予想以上の成果をもたらし、
７５%の達成に

かつ混沌とした状態であることが多い。ユーザーに惑わされな

２カ月かかっていたところ、
１カ月で全体の６８%〜７０%の範囲を

い、ユーザーの言っていることをそのまま鵜呑みにしないとい

達成できるようになった。
（図２ 表２＆３参照）

うのが鉄則となっているが、ロールプレイングで再現するのは

ナレッジの指摘量も通常時の２５
. 倍を達成。新人スタッフの習
得を妨げていた構造に問題のあるナレッジの除去ができたこと

難しい。
その臨場感を再現し技能 B( リアルモニタリング ) 移行時の

も成功に大きく貢献した。
（表４参照）

ギャップを少なくすべく、技能 A( ロールプレイング ) で実際の
録音を利用することにした。マンツーマン体制をやめ、トレー
ナー（１人）と受講者複数が交代でロールプレイングを行う形

ログオン
起動 メール
異動

式にした。

手順
総まとめ

その他

応用

UP!

講習 ＆ 自習

リアルモニタリング

ロールプレイング
講習

ロールプレイング
講習 自習課題

レッジの品質維持には力を入れており、スタッフのナレッジに対

ロールプレイング
講習 自習課題

問題点を感知する。本事例のサービスデスクでは、普段からナ

自習

ナレッジの利用者であるフロントスタッフが最もナレッジの

基礎
リアルモニタリング
ロールプレイング
講習

2．6 わかりにくいナレッジの抽出方法を簡略化

PC 故障
印刷

する信頼度は高い。品質管理の方法として、担当者による定期
的な管理や、ログ入力システム上にナレッジについてのコメント
ができるよう項目を作り、フロントスタッフの気づきの吸い上げ
を行っている。今回の分析で、指摘に手間がかかるものが放置
されている傾向がみてとれたため、ナレッジの印刷→赤入れ→
箱投入

1ヶ月

という新たな方法をとった。徹底を図るため、
「～修正

図３ 改訂後の研修カリキュラム概要

をお願いします」などの余計な配慮文言を排除した赤入れのサ
ンプルを全員に見せ、イメージを共有した。

2．7 全体的な視点でナレッジの再構築
研修中に発覚する問題のあるナレッジはおおむね、構成や文
字の量、表現方法等が原因で初めて読む人にとって理解しづら
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表２ 研修カリキュラム期間比較
受講者数

旧カリキュラム

新カリキュラム

1名

37日

19日〜20日

2名

61日

20日〜22日

期間

旧カリキュラム

新カリキュラム

2週目

2％

43％

4週目

41％

68％〜70％

2014
受講者数
受講者数

旧カリキュラム
旧カリキュラム

新カリキュラム
新カリキュラム

1名
1名

37日
37日

19日〜20日
19日〜20日

2名
2名

61日
61日

20日〜22日
20日〜22日

表３ 対応可能率比較
旧カリキュラム
旧カリキュラム
2％
2％
41％
41％
56％
56％
75％
75％

新カリキュラム
新カリキュラム
43％
43％
68％〜70％
68％〜70％

文書数
文書数

作成＆修正

セカンドスタッフ

レビュー

フロントスタッフ＝対応中に気づいた点を
ログの専用項目に記入
セカンドスタッフ＝それぞれの担当の
コンテンツを順番にレビュー

承認

表４ 指摘ナレッジ数比較
実施期
実施期
369件
369件

【本事例におけるナレッジ構築手順】

責任範囲：文書標準に準じ

ているかの確認と承認

前年同期
前年同期
195件
195件

3．2 KDの問題

ナレッジ管理者

4. 考察

スタッフのすみやかな習得を妨げていたわかりにくいナレッジ

ナレッジは、既存スタッフの即答率の向上のみならず、新人

を多数発見し、改訂することも習得効率に大きく貢献したが、

スタッフの研修の効率化にも大きく貢献している。日常的にサ

本事例は対症療 法的に取り組んだものである。日々修正や追

ポート技能への情報の変換とわかりやすさを保証しながら、研

加、削除が繰り返され、生き物のように変化し続けるのがナレッ

修カリキュラムとナレッジのメンテナンスを行っていくことが研

ジであることを考えると、ナレッジの構築手順を根本的に見直

修効率化の鍵を握っているということができる。

さない限り、また同じことを繰り返してしまうリスクがある。
文書作成規約は整備され、定期的なレビュー等、日常的に精
度向上に力を注いでいる成果はみられ、誤りや古いといったも
のは少なかった。問題ナレッジの大半は、記載内容や表現方法、
記載箇所等の不適切さであった。
承認までの一通りの手順がある中でどこに問題があるのか
評価してみると、品質管理のしくみが表層的で実態の伴ってい
ないことがわかった。
(１) サポート技能的、及び平易さを評価する品質管理項目の
欠如
文書のレビュー評価項目が文書標準に準じているかに
徹していて、簡潔な表現、記載箇所の適正といったわかり
やすさを実現するための具体的な評価項目がない。また、

しかし、本事例のナレッジの数が約２,５００文書におよぶこと
や、その問題点を考慮すると、今後継続してナレッジの精度を維
持するのは、かなりの難題である。
（１）サポートの視点で書かれた簡潔でわかりやすいナレッジを
迅速（リアルタイム）に作る
（２）システム変更にあわせて関連箇所をリアルタイムに修正
する
（３）品質は常に維持されている
この３点を実現できれば、期待するナレッジを構築できるわ
けだが、そのためには作成者や管理者に高度なスキルを要求
し、かつ管理負荷が膨大になる。文書量が増えれば増えるほど、
難しくなることは明白だ。
海 外に目を向ければ、米国にKnowledge

Centered

「サポート技能用のナレッジに変換されているか」といっ

Support(以下KCS）[６]と呼ばれる手法があり、ナレッジ構築

た視点での管理ができていない。

プロセスのスタンダードとしてその存在を確固たるものにしつ

(２) 作成スキルの未定義

つある。マイクロソフトやHP、Novelといった I T ベンダー各社が

セカンドスタッフが、文書標準に基づき作成からレビュー

１
０年以上かけて共同研究、開発したもので、本事例での課題が

まで手順どおり実施している。しかし、サポート視点での

果たしてこの手法で解決できるのだろうかという視点でみてみ

情報変換、記載箇所が適正かどうかの判断力、文章上の

ると、まさにそのリスクを回避する取り組みであることがみて

表現力にばらつきがあった。セカンドスタッフに対し、文書

とれ、本事例の課題が普遍性を持ったものであることがよくわ

標準や承認までの手順について説明を行っているが、必

かる。

要なスキルの定義や見極めをせず、担当の業務として平等

作成者のスキルは４種類に分類され、既に認定制度も設けら

に取り組んでいる。従って作成、レビュー共に品質が保証

れ、そのライセンスを保有しているスタッフが文書を作成する。

されない。

文書の品質評価基準は細かく、
‘文字数が多すぎる’
、
‘内容にま
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期間
期間
2週目
2週目
4週目
4週目
6週目
6週目
8週目
8週目
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とまりがない’
、
‘異なる環境が混在して説明されている’等々、
わかりにくさを徹底的に排除しようとする強い意志に共感さえ
覚え、非常に参考になる。

5. おわりに
KCSは、業務の主体をコールの処理ではなく、ナレッジ構
築におくという革新的なもので、その考え方は、野中郁次郎氏
が提唱したSECIモデル（知識創造のプロセス）を元にしてい
る。野中郁次郎氏は、このプロセスをいかに高速に回転させる
かが、２１世紀の知識社会における最大の課題と提言している
[７]。
これからもナレッジ構築プロセスの探求を通してこの課題
に挑戦していきたい。
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