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はじめに 
 

本報告書は、平成 29年度文部科学省委託事業「専修学校による地域産業中核的人材
養成」において、学校法人文化学園国際ファッション産学推進機構が受託した「社会人
向けファッションビジネス能力向上プロジェクト」の活動成果をまとめたものである。 

 
 産業構造・社会構造は日々変化が進み、それに伴って多様化するニーズに対応できる
人材の育成が求められている。ファッション教育の手法においても、時代に合わせて変
化させ、新たに構築していくことが、業界の発展には必要不可欠である。そういった背
景から、当プロジェクトでは文部科学省からの委託を受け、eラーニングによる人材育
成の検証を行ってきた。平成 25年から eラーニングを開発して５年目、当委託事業の
前身も含めると 7年目の事業となる 

 
これまで、マナー&コミュニケーション、ITリテラシー、マーケティング、マネジメ

ント、販売、バイヤー・MD、テキスタイルと、さまざまな教材を開発してきた。プロ
ジェクトとして学習者に提供した教材設問数は延べ 500問を超えており、毎年多くの
方々が eラーニングにご参加をいただいた。 
 
委託事業の最終年度となる 29年度は、今まで開発を進めてきた教材を精査してまと

め上げ、パッケージ化する検討を行った。30年度以後、このプロジェクトの教材とノ
ウハウは、民間の団体が引き継いで運営することとなっており、スムーズな移行が図れ
ることも考慮した。 
 

eラーニングという教育手法はファッション業界では浸透していない。デジタル化や
働き方改革、時短や効率化など、さまざまな変化がある中で、eラーニングという教育
手法は時代の趨勢にフィットする可能性を十分に秘めていると感じる。このプロジェク
トの活動が、ファッション界の発展に資することを切に願っている。 
 
 
平成 30年 2月 

学校法人文化学園国際ファッション産学推進機構 
社会人向けファッションビジネス能力向上プロジェクト委員会 
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社会人向けファッションビジネス能力向上プロジェクト 委員会構成 
 
 

検 討 委 員 会 

氏 名 所属・役職 役 割 担当教材カテゴリー 

深田 勝久 学校法人山内学園 香蘭ファッションデザイン専門学校 校長 委 員 
教材全体監修（チーフ） 
販売スタッフ 

吉野 たけし 学校法人古屋学園 二葉ファッションアカデミー 校長 委 員 販売スタッフ 

早田 敬三 株式会社アドスインターナショナル 代表取締役 委 員 バイヤー・MD 

矢後 弘和 一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 参事 委 員 バイヤー・MD 

野沢 彰 学校法人文化学園 文化服装学院 専任教授 委 員 テキスタイル 

吉村 とも子 学校法人文化学園 文化服装学院 専任講師 委 員 テキスタイル 

森 薫子 株式会社 B 代表取締役 委 員 マナー 

吉鶴 智香 イメージコンサルタント 委 員 マナー 

渡邉 修也 有限会社インディーロム 代表取締役 委 員 ITリテラシー 

事 務 局 

氏 名 所属・役職 役 割 

増田 恵一 学校法人文化学園（一般財団法人日本ファッション教育振興協会 事務局長） 事業責任者 

飯島 康志 学校法人文化学園 国際ファッション産学推進機構 職員 事務担当者 
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社会人向けファッションビジネス能力向上プロジェクト 
実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議スケジュール 
委 員 会   
プロジェクトに関わる方針の検討及び決定をする委員会  
第１回 2017年 5月 31日（水）15:00 ～ 17:00  

会場：文化学園 B044会議室 
① はじめに 
② 委員自己紹介 
③ これまでの文部科学省委託事業の経緯と今年度の事業について 
④ その他（事務連絡など）  

第 2回 2017年 11月 29日（水）13:00 ～ 15:00  
会場：文化学園 A044b会議室 

① 設問作成について 
② 意見交換 
③ その他（事務連絡など）  

 第３回 2018年 1月 31日（水）13:00 ～ 15:00  
会場：文化学園 B044会議室 

      ① ヒアリング出張報告 
      ② 意見交換（今後の展開など） 
      ③ その他（事務連絡など） 
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１．社会人向けファッションビジネス能力 
向上プロジェクト  取組概要 
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本事業における背景と概要 
 
ファッション界は多様化が進み、ファッションビジネスの手法は変化し続けている。

ここ数年では、ライフスタイル全般を表す言葉に“ファッション”が用いられることもあ
り、まさに今、変革期を迎えていると言える。そういった変革期にある日本のファッシ
ョン業界において、企業はいかに優秀な人材を確保するか、また教育をするかというこ
とを模索している。しかし一方で、近年のファッション業界は景気が苦しい状況が続い
ており、それに伴って人材教育にもなかなか時間やコストをかけることができないとい
う企業が散見される。特に中小企業のなかには、教育プログラム自体を持っていないと
いう企業もあり、現場での先輩社員の背中を見せて育てる、という方針をとっている場
合も少なくない。 

 
しかし、企業規模の大小にかかわらず、人材教育に対する重要性は全ての企業が認識

している。本プロジェクトは、ファッション分野における eラーニング教材を開発し、
人材育成に寄与するための提案をすることで、業界の発展に寄与することを目的に活動
してきた。文部科学省からの委託を受け、平成 25年度から開発・実証を進めてきた社
会人向けファッションビジネス能力向上のための eラーニング教材は、昨年度までで延
べ 500を超えているが、今年度はその蓄積された教材を、受講ターゲットを定めて内
容を絞り込み、アップデートを加えてパッケージ化を行うこととした（下図は教材作成
イメージ）。 
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eラーニングのスタイルは多岐にわたるが、代表的なものは４つほど存在する。一つ
は、遠隔地にいながら講師の講義が受講できるスタイル。これは通称、“放送大学型”な
どとも言われている。２つ目は、プレゼンテーション型（紙芝居型、リッチコンテンツ
型ともいう）で、アニメーションで理念や概念をかみ砕いて解説するスタイル。３つ目
は通称ブック型といわれる、教材を電子書籍のように扱えるスタイル。そして 4つ目は、
平成 25年度から本プロジェクトが採用している通称「ドリルトレーニング」のスタイ
ルである。日々の業務で時間に制約のある社会人に対して、隙間時間に学ぶことのでき
る eラーニングとしては、このスタイルが一番有効であると考えている。講義型やプレ
ゼンテーション型の eラーニングは、ある程度まとまった時間を確保しなければ学習が
できないものであるが、このドリルトレーニング型の eラーニングは、【設問】→【回
答】→【解説】を 1セットとして学習していくスタイルである。小刻みに学習が可能な
ため、ちょっとした時間の中で学ぶことができる。スマートフォンが急速に普及をする
中、この学習スタイルの将来性は大いに期待が持てるところである（スマートフォンの
普及については後述）。ファッション分野においては、もともと eラーニングという教
育手法自体が浸透していない。eラーニングにおいて教材ツールを提供している企業や
団体なども限られており、本プロジェクト事務局が調査した限りでは普及率は大変低い
現状となっている。一方、他分野（例えば食・調理分野など）では eラーニングにおけ
る学習は非常にポピュラーな教育として定着しており、ビジネスマナーやコンプライア
ンスなどの全分野共通の知識から、専門性の高い知識までカバーしている教材も多い。 
ファッションはよく「感性的」なジャンルとされており、知識はもとより感覚やセン

スを重要視するケースもある。そういった側面は、ファッション業界における eラーニ
ングの定着にブレーキをかけている一つの要因となっている。しかしどのジャンルにお
いても、素地となる知識は携わる者として確実に必要な要素である。本 eラーニングは、
そういったファッションの知識を効率的・効果的に学べるツールとして、大きな可能性
を秘めていると確信している。 

 
 

産業界と教育界でプロジェクトチームを結成し、検討会議を行った。 
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教育ツールとしてのｅラーニング 
 

 文部科学省は以前より、デジタル授業やペーパーレス授業などの実験事業を行ってき
た。最近では、タブレットを小学校にて配布したり、指タッチでページを開く、動画を
再生するといった、デジタル化に対応した教育の模索を続けてきた。一昔前だと、ＣＤ
－ＲＯＭやフロッピーディスクなどのソフトに教材が焼きこまれていたが、現在はタブ
レットに置き換わった、とも言える。ＣＤ－ＲＯＭに焼きこまれていたものがネット配
信となって更新が楽になったということもあるが、教材の内容の部分でいえば、昔も今
も大きく差があるものではなく、教育におけるデジタル化への取り組みは推進されてい
た。 
 
 学校教育のみならず、社員教育などの現場でも、昔からデジタル教材なるものは存在
していた。例えば接客の動画などは、数十年前から作成されている。ＶＨＳの時代から、
ＤＶＤ、ネット配信と、進化を遂げつつも、未だにそういった教材は世に出続けている。
ただし、そういったデジタル教材が爆発的に普及しない理由は、画一的で、業種を問わ
ない接客技法となっているためだ。 
 
 そういった現状を考え、自前でオリジナル教材を作成している企業も存在する。自社
で使用する教材であれば、多少の編集の稚拙さや、動画などのノイズは特段気にならな
いと言える。しかし、そういった自社教材の作成には多大な時間と労力が必要となり、
なかなか実現させることは容易ではない。 
 
 デジタル教材は学習環境やトレンドにも大きく関係し、それによって教材内容やスタ
イルも変えていかなくてはいけない。ＶＨＳやＤＶＤが主流であった時代は、当然そう
いった出力機器（デッキ）が隆盛だったが、今はスマートフォンがあらゆる面で便利な
ツールとなっている（今後、スマートフォンに追従し、タブレット端末の普及率も伸び
てくると予想される）。 
 
スマートフォンはＶＨＳのような物質的な大きさはもちろんなく、手のひら程のサイ

ズでさまざまな役割をこなすことができる。また、最近では回線速度も非常に早く、ユ
ーザーはストレスなく情報をキャッチしていくこともできる。すでに生活の中に溶け込
んでいるこのツールに密着し、最適化した教材を作ることが、時代としても求められる
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ところであろう。 
 
しかし一方で、最適化させることで万能な教材が作成できるということでもなく、も

ちろんハードルは存在する。そのひとつに、スマートフォンでの学習では、動画コンテ
ンツが挿入しづらいことが挙げられる。上述のとおり、スマートフォンのメリットは手
軽でストレスなく情報を取得できることにあるが、動画などがあることにより、視聴す
るための一定の拘束時間が発生してしまうことになる。また、動画を視聴する場合には、
Wi‐fiが利用できる環境でない限りは通信料が発生する。仮に企業に組織的に eラーニ
ング教材を導入していただいた際、個人端末での実践になった場合には、通信料をどこ
まで会社側が負担するのか、という点で検討を要することになる。Wi‐fi環境は日本で
も徐々に整いつつあるものの、まだまだ十分な範囲で整備されてはいないのが現状と言
える。 

 
ただ、動画教材の挿入を見送ったとしても、スマートフォンに最適化させることが、

今は教材としての意味性が高い。後に触れるが、日本全体として、働き方改革が各企業
で積極的に推進され、個人のライフスタイルを尊重する傾向がみられる。未来的な志向
から考えても、絶対的にニーズが高くなると言えるようだ。 
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スマートフォンにおける eラーニング学習 
 

今、スマートフォンが急速に普及している。総務省が 2016年の世帯における情報通
信機器の普及状況を調査した結果、「モバイル端末」保有世帯で、その端末がスマート
フォンである割合は 71.8％※表 1、さらに個人所有のモバイル端末保有者のうち、スマ
ートフォン保有率は 56.8％※表 2となっており、上昇傾向は続いているようだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務省：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc262110.htmlより ※表中の○部分は筆者が加筆 

（表 1） 

総務省：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc262110.htmより ※表中の○部分は筆者が加筆 

（表２） 
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さらに、スマートフォンの年代別保有率を見てみると、20代で 94.2％、30代で
90.4％、50代でも 66.0％と、一般的に企業で働いている世代の普及率は非常に高い
と言える※表３。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スマートフォンの普及に伴い、パソコンの保有率（世帯）は緩やかな減少傾向にあり、

今までパソコンが担っていた役割をスマートフォンが担う傾向も見て取れる。スマート
フォンが情報の主な取得源であるとする人は近年非常に多く見られ、今や生活に欠かす
ことのできない重要なツールとなっている。 

 
eラーニングは未だに「パソコンの前に長時間座って学習するもの」というイメージ

が根強く残っている。それは、既述の「放送大学型」や「紙芝居型」などに代表される
学習スタイルに起因するものとみられるが、その学習スタイル自体は決して間違ってい
るものではないし、一定の効果が得られるものであることは間違いない。特にパソコン
を使った学習では、動画など大容量のコンテンツを閲覧する際には現状では最適である。
ただ、そういった一定時間拘束される学習スタイルを敬遠する企業も少なからずあり、
それはファッション企業においても言えることである。時間に制約のある中、長時間の
拘束は企業としてもできるだけ避けたいし、効率的な時間配分で社員に学習をさせたい
という意見の企業は多い。 

 

（表３） 

総務省：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc111110.htmlより  
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本 eラーニングの学習スタイルは、隙間時間を利用し、「空いた時間にサクサク学べ
る」ことを目標としている。移動時間や休み時間などの合間、家に帰ってソファでくつ
ろいでいるとき、夜寝る前のベッドの上で、など、学習者のライフスタイルの中で無理
なく学ぶことを理想としている。そのためには、生活の一部として定着したスマートフ
ォンを活用することが時代的にも求められているし、当プロジェクトも、スマートフォ
ンをメイン端末に据えた教材作成を意識することでたどり着いた結論が、今回取り入れ
ているドリルトレーニング型の eラーニングである。世界的に見ても爆発的な勢いでス
マートフォンが普及をする中、この学習スタイルの将来性は大いに期待が持てるところ
である。 

 
今回、プロジェクト内で行った企業に対するヒアリングでも、やはり知識の習得を研

修の中で行うところまではできていないという企業は多かった。しかし、知識をおろそ
かにしてはよくないという思いも当然教育担当者の多くが持っており、このジレンマは
常に悩みの種となっているようだ。今は社員の自己努力に任せているが、よい教材があ
れば取り入れたいと考えていることも事実だ。 

 
そういった人材育成における悩みを eラーニングを用いて解決することで、改めて集

合研修や OJT研修の中身を充実させることにもつながり、質の高い教育の実現を可能
にできるのではないかと考えている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本 eラーニングは、スマートフォンでの学習を推奨する仕様となっているが、もちろんパソコンでの学
習にも対応しており、またタブレットや従来の携帯電話（いわゆるガラパゴス携帯電話）などでも学習を
することができる。 
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ｅラーニングの受講ターゲットの設定 
 
平成 23年度から、本プロジェクトではファッション分野における社会人教育を目的

として、様々なプログラムを構築してきた。平成 25年度より、ｅラーニングシステム
をベースとした教材作成とその検証実験を繰り返してきたが、明確なターゲット設定を
することはせず、広い範囲における社会人へのファッション教育を実践してきた。その
中で、個別の聞き取りやアンケート結果、またプロジェクトにおける委員会での様々な
意見をもとに検討を重ねた結果、これまでの広い範囲における受講者を想定するのでは
なく、受講ターゲットを明確にし、教材の目的をはっきりさせることが重要であるとい
う結論に至った。そして最終的に、このプロジェクトで完成させるｅラーニング教材は、
「働く上での基礎ベースとなるもの」をひとつのキーワードとし、新入社員教育、内定
者教育、また数年のキャリアをもつ人が振り返り（学び直し）として基礎知識を確認す
るためのツールとなることを目標とした（ターゲットイメージは下図を参照。網掛け部
分がターゲット）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
新入社員や内定者などの教育に使用されるということは、「ファッションを学ぶ上で

の 1年生」という言い方もできる。ファッション企業に専門職（デザイナーやパタンナ
ーなど）以外の職種で入社する人の多くは、一般の四年制大学卒業者や短期大学卒業者
であり、ファッションの知識を専門的に学んでいない人が大半だ。 

 
しかし、企業が研修をする際に、そういった人たち全員にファッションの知識を習得

させるための教育までを実践しているケースは少ない。多くは、その企業の理念や方針、
全業界共通の社会人としてのマナー研修などが中心で、ファッションにおける基礎知識
を身に付けさせることまではカバーできていないのが実情である。そういった基礎知識
が十分でないまま、新入社員は各配属先で就業を始めるケースが多い。社員は現場での
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経験の中で知識を習得し、さらに意欲がある社員が自主的に学ぶことで、知識を積み上
げている。そのため、知識の幅は社員によって開きが出ることがある。その結果、社員
同士の力の差も出てきてしまい、離職などの遠因にもなっている。既述のとおり企業は
研修に時間やコストをかけることができていない現状もある。どうしても企業理念や企
業方針の方がプライオリティが高くなってしまうことは否めないのだ。 

 
企業はそういった現状に満足しているということは決してなく、やはり一定レベルの

知識習得は必要性を感じている。ただそういった現状を打破するために、知識を習得さ
せるための教材選定をしようとしても、どういったものが基礎的なファッションの知識
なのかということに苦慮し、また体系的にまとまったコンテンツが見つけられないとい
った壁に直面することがあるということも、企業の教育担当者の声として聞くことが非
常に多い。 

 
今回の教材をまとめ上げるうえでは、「ベーシックとはどういったものなのか」を意

識して作成している。専門学校生の場合には、学生時代にある程度の勉強をしてきたた
め、企業に入った際にも会話が成り立つが、そうでない人にとってはファッションの専
門用語が飛び交う社内ではコミュニケーションすらままならない場合もある。また、社
外折衝の際にも、言語の共通認識がされていない場合には、円滑な作業や交渉に支障を
きたす可能性もある。 

 
新入社員が最低限身につけるべき知識を習得し、言葉のコミュニケーションレベルが

共有されれば、現場としても非常に有効に働くことは間違いない。販売や社内ルールに
は、個々の企業によって独自のマニュアルが存在する。本ｅラーニングは、それ以前の、
ファッションに携わる社会人としての「ベーシック」を追求しているものだ。 
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2．eラーニング教材とシステム 
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各教材カテゴリーの作成 
 

 先述のとおり、本 eラーニング教材は新入社員や内定者、振り返り（学び直し）を目
的とする数年のキャリアを持つ人をターゲットとし、ファッションの基礎知識において
「ベーシック」な内容を意識して教材を作成している。今回は、それらをターゲットと
して「販売スタッフ」「バイヤー・MD」「テキスタイル」「マナー」「ITリテラシー」の
５つのカテゴリーを設定し、それぞれのカテゴリーで 30問、計 150問のドリルトレー
ニング型教材を作成した。設問作成に当たっては、カテゴリーごとに専門委員をたてて
教材を作成し、監修者（チーフ委員）と事務局で全体の構成やバランス感などを確認し
合い、必要に応じて修正を加えるなどの作業を行って完成させた。 
 
 このカテゴリー設定においては、ファッションに特化した専門教育と社会人としての
一般教育を掛け合わせたハイブリッド教材を作成することで、汎用性を確保することを
狙っている。過去に行ったヒアリングやアンケートなどで見えてきたのは、働く上でま
ずは社会人としての一般知識を習得していることが大前提で、企業の教育ニーズはこう
いったところにあるということだ。企業における新入社員研修なども、まずはそういっ
た社会人マナーの研修を行うことが通例であり、いかに重要視されているかがわかると
ころだ。しかし一方で、ファッション業界で働く上で、即戦力として貢献度の高い人材
は期待されている部分だ。社会人マナーなどは、どの業界でも通じ合う部分が比較的多
く、そういったコンテンツは世にあふれている。しかし、ファッションは情報が多岐に
わたり、その人物の素地となる基礎知識を体系的に学ぶ教材は、なかなか見つけづらい
ということが現状にある。そういった部分を掛け合わせ、一つのパッケージにすること
で、幅広く企業に貢献できると考えた。 
  
 また構成をする上では、ベーシックということの他に、時代性も見極めて進めた。昔
の常識であった部分が、今は非常識になっていたり、逆のケースもある。ファッション
業界は移り変わりが激しいが、それに対応できなければ教材は劣化をしていく。変化さ
せる内容と、不変的な内容をバランスよく、ターゲット設定に応じて織り交ぜることを
意識した。 
 
 以下、各カテゴリーにおける教材のポイントである。 
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－販売スタッフカテゴリー－ 
平成 26年度から平成 28年度の期間に開発を進めてきた。当初は対象者設定を明確

化せず、60問ほどの教材を作成してその中でレベル分けを行い、簡単な設問から徐々
に難易度を上げていって、受講者が基礎知識から高度な専門知識まで網羅的に習得でき
ることを狙い、実践してきた。今回は、過去に開発をした設問からターゲット設定に合
わせて絞り込み、またリライトを加えて作成している。 
販売技術に関しては、細かいルールは企業によって異なる。例えば、百貨店で言えば

「右手が上か」「左手が上か」といったことも、その企業の歴史によって文化が違い、
それぞれの理論によって成り立っている。販売方法に関しては正解がないとも言われて
おり、会社独自のメソッドを OJTや内製での接客研修などで体に染み込ませているの
が一般的だ。そういった部分で言えば、販売スタッフの教材作成においては難航した。 
ただ、接客をする上での基本マナー（身だしなみなど）やお直し、計数、商品管理な

どは、どの企業においても基礎的な部分で大きな違いはない。本教材では、一般的な企
業ルールにより振れ幅が大きくなる可能性の高い設問よりは、あくまでベーシックな部
分を中心に盛り込んで構成している。販売技術に関しても、一般的な方法論として、ベ
ーシックと思われる部分を掲載することとした。 
 
 
－バイヤー・MDカテゴリー－ 
バイヤー・MDカテゴリーに関しては、設問の難易度が高くなっている。この職種に

おいては、新卒の段階で配属されることはごく稀であり、通常は他の職種を経験した後
に着任することが多い。そのため、今回のターゲット設定の中に納まりきらない部分も
ある。この職種に関しては、ファッション業界における広い知識を必要とし、また数字
の見方なども必要となってくる。そういった一歩踏み込んだ理解をすることが、この職
種には求められるところでもある。 
 MDという職種はあまり一般的な職種ではなく、会社や企業によって価値観や職域に
かなり差が出ることは事実だ。しかし俯瞰的に見て、職種の基本的知識と言える部分を
精査し、これからバイヤーや MDになる人が身に付けておくべきレベルの設問でカテゴ
リーを構成している。業務上必須となってくる産業構造の基礎知識から、スケジュール
感やコスト感、商品企画の原価理解など、職種として欠かすことのできない内容となっ
ている。 
この教材は、現段階でバイヤー・MDとしてキャリアを持っている人が、ワンステッ
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プ上を目指すためにもう一度知識を振り返るための資料としても使える。また、販売ス
タッフなどの別の職種の人が、このカテゴリーの知識を身に付けることにより、コスト
への意識や商品理解などへと繋がり、ステップアップの足掛かりになることも期待され
る。 
 
 
－テキスタイルカテゴリー－ 
 過去に作成した教材を参考としつつも、理解してもらいたいことを設問の柱として作
成をした。原料から糸、糸から布地、製品の部分は品質表示や法定表示を流れとして組
み込んでいる。素材に関しては、加工次第ではいろいろなバリエーションの設問ができ
るが、ひとまずはベーシックな部分でまとめを行っている。難易度がやや高い部分も織
り交ぜているが、一通り理解をしておくことで、例えば販売におけるお客様への説明で
あったり、モノづくりの観点からも有益と思われる内容を多く取り入れている。 
 テキスタイルカテゴリーに関しては、全ての職種において有効となる知識を習得する
ことが期待できる。過去 2年間で作成したテキスタイルカテゴリーの教材も、特に販売
職に従事している社員から評価を得ていた。接客の現場などではテキスタイルカテゴリ
ーの知識を持っていることにより、商品の魅力からメンテナンスの説明まで、様々なシ
ーンで応用が可能となる。 
 2017年 4月 1日より家庭用品品質表示法が改正され、ファッション企業や学校教育
の現場では対応に追われた。今回、テキスタイルカテゴリーでは最新の情報にアップデ
ートしており、改正部分がどこなのかも明示し、比較対応表も織り込むなど、現場でも
即活用が可能な状態としている。 
 
 
―マナーカテゴリーー 
 社会人としてのマナーなどを中心に、ファッションに限らず幅広いシーンで応用が可
能な内容としている。ファッション同様、マナーに関しても移り変わりが激しく、世代
間によるマナーの常識にも違いがある。企業からの意見としては、学生（若い人）のマ
ナーが以前と比べて悪くなっているということを聞く。その中で、現在におけるスタン
ダードを精査し、30問に構成することとした。 
 「コミュニケーション全般」においては、若い人たちは携帯電話での意思疎通が当た
り前になってきている現代の傾向に対応させている。また、上司への報告の際も、一般
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的に「５W１H」と言われるところを、「５W２H」にするなど、相手に伝えるコミュニ
ケーション能力というところに注力した。また「敬語」においては、数年後に辞書に載
るかもしれない言葉でも、今の段階で日本語として成立していないものに関しては解説
を加えている。たとえば、「～でよろしかったでしょうか」などの接客用語が一般化し
ているが、それらが日本語として適切なのかなど、販売の現場で陥りやすい言葉の誤用
などにも対応させている。「メール」の項目においては、ビジネスメールは普通のメー
ルではないということを認識させるため、敢えて組み込んだ設問もある。 
 
 
―ITリテラシーカテゴリーー 

ICTと言われるものは今どの業界でも必要なものであり、情報セキュリティや個人情
報保護などは全業界において新入社員からシニア層にかけて、すべての階層で必要とな
る知識である。IT業界も移り変わりが激しく、3年前の常識は古くて使えないものに
なる。技術も日々進歩しており、最新の情報を常に更新していかなくてはいけない。IT
リテラシーカテゴリーでは、全業界で共通的に学ぶべき内容のほか、これからファッシ
ョン業界で活用が見込まれるトピックスなども織り交ぜて構成している。 

SNSは企業の PRなどに利用され、販売の現場でも商品の紹介やイベント告知など、
さまざまなシーンで活用される。ただ、SNSの活用にはリスクも伴う。新入社員のう
ちから知識として持っておかなくては、万が一の際には企業がダメージを負う可能性が
あるため、SNS活用におけるリスクなどを設問として取り入れている。 
また、ファッション業界では RFID導入や人工知能（AI）の活用などが企業において

進められており、業界全体として ECの売上も確実に伸びている現象にある。「ITトピ
ックス」として、IoTや AI、仮想通貨、AR/VRなど、現在また将来的にファッション
業界に密接に関係してくるであろう事柄への学習を組み込んでいる。 
 
 
各教材カテゴリーの目次および設問サンプルは、次ページ以後を参照されたい。 
 
 
 
※「メール」においては、マナーカテゴリーと ITカテゴリーの両者で言及をしている。ただ、マナーカテ
ゴリーにおいては、あくまでメールの作法やマナーに特化しており、ITカテゴリーでは主に活用について
の学習となっている。内容的な重複はしていない。 
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No. テーマ 観点／内容
1 業界基礎知識 小売段階でのマーチャンダイジング 複数選択
2 販売スタッフの役割 開店前～閉店後までの仕事の流れ 複数選択
3 販売スタッフの役割 商品管理 複数選択
4 接客マナーの基本 身だしなみ 複数選択
5 接客マナーの基本 接客態度・心得 複数選択
6 接客マナーの基本 言葉づかい 複数選択
7 売り場づくりの基本 客導線を意識した陳列 単一選択
8 売り場づくりの基本 客目線を意識した陳列 単一選択
9 売り場づくりの基本 ハンギング（ハンガー掛け）の基本 複数選択

10 販売技術の基本 待機からクロージングまでの流れ 単一選択
11 販売技術の基本 ニーズ把握～商品説明～お奨め段階 複数選択
12 事後対応 お直し 複数選択
13 事後対応 クレームに対する取り組み姿勢 複数選択
14 事後対応 クレーム対応の基本的な流れ 複数選択
15 販売技術（待機～アプローチ） 観察段階 自由回答
16 販売技術（待機～アプローチ） アプローチのタイミングと声がけ① 単一選択
17 販売技術（待機～アプローチ） アプローチのタイミングと声がけ② 単一選択
18 販売技術（待機～アプローチ） アプローチのタイミングと声がけ③ 単一選択
19 販売技術（商品紹介～クロージング） 商品紹介段階 単一選択
20 販売技術（商品紹介～クロージング） 商品提示の手順 単一選択
21 販売技術（商品紹介～クロージング） フィッティング段階 複数選択
22 販売技術（商品紹介～クロージング） クロージングへの導き方 単一選択
23 商品管理 商品動向の把握 単一選択
24 商品管理 棚卸し 単一選択
25 計数の基礎知識 売上高と粗利益 自由回答
26 計数の基礎知識 在庫回転率 単一選択
27 計数の基礎知識 ロス率 自由回答
28 計数の基礎知識 客単価、買上率 単一選択
29 顧客づくり 顧客をつくることの意味 単一選択
30 顧客づくり 電話でのアプローチ 複数選択

　

販売スタッフカテゴリー
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No. テーマ 観点／内容
1 職種 MD（マーチャンダイザー） 複数選択
2 職種 バイヤー 単一選択
3 ファッションビジネス・産業構造 繊維ファッション産業の構成 単一選択
4 ファッションビジネス・産業構造 繊維・テキスタイル産業 自由回答
5 ファッションビジネス・産業構造 国内のアパレル産地 自由回答
6 ファッションビジネス・産業構造 商社の役割 単一選択
7 ファッションビジネス・産業構造 ファッション小売業の業態 単一選択
8 ＭＤ入門 MDの５適 単一選択
9 ＭＤ入門 商品企画 自由回答

10 ＭＤ入門 商品企画のスケジュール① 自由回答
11 ＭＤ入門 商品企画のスケジュール② 自由回答
12 ＭＤ入門 展示会開催と受注 自由回答
13 バイヤー入門 バイヤーの基本業務と商品計画の立案 複数選択
14 バイヤー入門 仕入れ管理 自由回答
15 マーケティング ブランドのマーケティング① 自由回答
16 マーケティング ブランドのマーケティング② 自由回答
17 マーケティング ブランドのマーケティング③ 自由回答
18 マーケティング ショップのマーケティング① 単一選択
19 マーケティング ショップのマーケティング② 自由回答
20 ファッション・マーチャンダイジング シーズン・コンセプト設定 単一選択
21 ファッション・マーチャンダイジング デザイン・パターン・縫製仕様書・上代決定 自由回答
22 ファッション・マーチャンダイジング 展示会の準備と開催 自由回答
23 ファッション・マーチャンダイジング 商品企画の原価理解① 複数選択
24 ファッション・マーチャンダイジング 商品企画の原価理解② 単一選択
25 ファッション・マーチャンダイジング 商品企画の原価理解③ 自由回答
26 ファッション・マーチャンダイジング 仕入れ予算 自由回答
27 ファッション・マーチャンダイジング ブランドの粗利益、営業利益 単一選択
28 ブランド開発 ブランドの重要性 単一選択
29 ブランド開発 ブランド開発の流れ 単一選択
30 ブランド開発 ブランドによるビジネスの創造 自由回答

　

バイヤー・ＭＤカテゴリー
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No. テーマ 観点／内容
1 繊維・糸 繊維の分類 単一選択
2 繊維・糸 紡績の意味 単一選択
3 繊維・糸 化学繊維の種類 単一選択
4 繊維・糸 三大合成繊維 単一選択
5 素材の基礎知識 織物と編物 複数選択
6 品質表示 家庭用品品質表示法～繊維製品の表示規程 単一選択
7 品質表示 繊維の組成表示 単一選択
8 品質表示 洗濯等取扱方法（洗濯表示） 単一選択
9 繊維の特徴 綿繊維の特徴 複数選択

10 繊維の特徴 毛繊維の特徴 単一選択
11 繊維の特徴 ポリエステルの特徴 単一選択
12 繊維の特徴 ポリウレタンの特徴 単一選択
13 繊維・糸 糸の太さの単位 単一選択
14 素材の基礎知識 染色 複数選択
15 織物の基礎知識 織物組織と布地 単一選択
16 編物の基礎知識 編地の種類と特徴 単一選択
17 編物の基礎知識 編目の大小と粗密 単一選択
18 素材の基礎知識 獣毛の特徴 単一選択
19 素材の基礎知識 皮革 単一選択
20 素材の基礎知識 レース 単一選択
21 編物の基礎知識 編地の製品 単一選択
22 繊維・糸 糸の種類と特徴 単一選択
23 織物の基礎知識 毛織物の特徴 単一選択
24 素材の基礎知識 毛足のある布地 複数選択
25 テキスタイル産地 絹・化合繊素材を得意とする産地 単一選択
26 テキスタイル産地 綿素材を得意とする産地 単一選択
27 品質表示 原産国表示 単一選択
28 品質管理 アパレル製品の品質評価試験 単一選択
29 品質管理 製品事故と品質評価試験 単一選択
30 品質管理 繊維製品の加工剤に関する法規制 単一選択

　

テキスタイルカテゴリー
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No. テーマ 観点／内容
1 コミュニケーション全般 傾聴と他者受容のボディランゲージ 単一選択
2 コミュニケーション全般 上司からの指示の受け方 単一選択
3 コミュニケーション全般 報告・連絡・相談 単一選択
4 コミュニケーション全般 5W2Hを明確に 単一選択
5 挨拶・接遇 正しいお辞儀のしかたと種類 単一選択
6 挨拶・接遇 接客の5大用語 複数選択
7 挨拶・接遇 おしゃれと身だしなみの違い/好印象を与える身だしなみ 単一選択
8 挨拶・接遇 車内の上座とマナー 単一選択
9 挨拶・接遇 応接室とエレベーターの上座とマナー 単一選択

10 挨拶・接遇 他社訪問時のマナー 単一選択
11 挨拶・接遇 クレーム電話の応対１　否定しない 単一選択
12 挨拶・接遇 クレーム電話の応対2　別の人につなぐ 複数選択
13 挨拶・接遇 謝罪の仕方 複数選択
14 敬語 尊敬語と謙譲語 単一選択
15 敬語 謙譲語　参る・申す型 単一選択
16 敬語 丁寧語　美化語　 複数選択
17 敬語 間違った敬語　二重敬語 単一選択
18 敬語 間違った敬語　～のほうは 単一選択
19 敬語 間違った敬語　～でよろしかったでしょうか 単一選択
20 電話 電話のかけ方　　（かける前の準備） 単一選択
21 電話 電話の受け方　　（５つの基本） 単一選択
22 電話 電話の受け方　　（聞き取りにくい場合） 単一選択
23 電話 電話のかけ方　　（指名者が不在の場合） 複数選択
24 電話 携帯電話からのかけ方 複数選択
25 メール 宛名、署名欄は省かない 単一選択
26 メール １メール１用件 単一選択
27 メール お詫びのメール　（メールだけでなく、電話や訪問でカバー） 単一選択
28 メール メールだけで済ませない　（上司の報告、取引先へ連絡） 単一選択
29 メール メールで言った／言わないを防ぐ 複数選択
30 メール ビジネスメールの基本マナー 複数選択

　

マナーカテゴリー
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No. テーマ 観点／内容
1 情報セキュリティ ID、パスワードの管理 単一選択
2 情報セキュリティ データのバックアップ 単一選択
3 情報セキュリティ USBメモリ情報漏えい、ウィルス感染 複数選択
4 情報セキュリティ 情報セキュリティ／ウィルス対策ソフト、ファイアウォール 複数選択
5 情報セキュリティ 個人保有端末の持ち込み 複数選択
6 個人情報・機密情報の保護 個人情報保護法と企業の責任 単一選択
7 個人情報・機密情報の保護 利用目的の明示と利用の制限 複数選択
8 個人情報・機密情報の保護 委託先の監査 単一選択
9 個人情報・機密情報の保護 ファイルの暗号化の必要性 単一選択

10 個人情報・機密情報の保護 データ送信時の注意点 複数選択
11 メール メール、メールアドレスの管理 単一選択
12 メール CCとBCCの使い分け 複数選択
13 メール 添付ファイル 単一選択
14 メール 引用の仕方 単一選択
15 メール メールマガジン、メーリングリスト 複数選択
16 業務効率化 ワード　ラベル印刷（差し込み印刷） 単一選択
17 業務効率化 エクセル　グラフの作成 単一選択
18 業務効率化 エクセル  関数の利用 単一選択
19 業務効率化 パワーポイント　エクセルデータの貼り付け 単一選択
20 業務効率化 オンラインストレージ／ファイル転送サービス 単一選択
21 SNS SNSでのリスク1／プライベートと業務の切り分け 複数選択
22 SNS SNSでのリスク2／著作権、肖像権、プライバシーの保護 複数選択
23 SNS SNSでのリスク3／匿名性について 複数選択
24 SNS SNSの業務での活用 複数選択
25 ITトピックス IoT 単一選択
26 ITトピックス AI（人工知能）、ディープラーニング 単一選択
27 ITトピックス 仮想通貨（ビットコイン、ブロックチェーンなど） 単一選択
28 ITトピックス AR/VR 単一選択
29 ITトピックス ビッグデータ 単一選択
30 ITトピックス アパレルのECサイト 単一選択

　

ＩＴリテラシーカテゴリー

24



25

setsu ishimura
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 設問サンプル ※画面は開発中のもの。また、設問は実際の問題と異なる
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eラーニングシステムの概要 
 

－eラーニングシステムの特徴－ 
１）ドリル型（トレーニング型）eラーニングシステム 

eラーニングで使用を予定しているシステムは、ドリル型（トレーニング型）に分類
されるシステムであり、QBT (Question Based Training) として、下記のようなフロ
ーで複数の設問を解いていくものである。 
 
 
 
 
 
 
解答の正誤よりも、設問を解く行為によって、受講者自身に思考させ、問題意識を喚

起させること、さらに、解説文を充実させることで、より深い理解、気づき、学び直し
を受講者に体験してもらうことに重点を置いたものである。 
 
 
2) マルチ端末対応 
本 eラーニングシステムは、PCのほか、携帯電話、スマートフォン、タブレットの

各端末に標準対応している。それにより、従来型の eラーニングシステムと比較して、
通勤等の移動中や自宅など、受講者が時間や場所、端末を選ばす、学習を行えるメリッ
トがある。 
 
 
3） 修了証の発行 
各教材カテゴリーを修了した人には、修了証（PDF）を発行することも可能。受講した
ことを「見える化」することによって、学習者が達成感を得ることができる。そうした
ことが、学びのサイクルに繋がることも期待される。 
 
 
 

1 
  

問いかけ 
（設問） 

2 
 

解答 → （思考） → 

 

→ ＜正誤判定＞ → 
 

3 
 

解説 → （理解・気づき・学び直し） 
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－eラーニング受講画面の流れ（一例）－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①受講サイトへのログイン 

受講者は eラーニング講座の
URLへアクセスし、受講者 ID
とパスワードを入力して受講
サイトへログインする。 

②受講者トップ画面 

受講者トップ画面には、各教材 
カテゴリーが表示され、好きな 
カテゴリーを選んで受講できる。 

③受講開始前の説明画面 

受講開始前の説明画面では、その
カテゴリーの概要（設問数、受講
方法など）の説明があり、［開始］
ボタン押すと、受講開始となる。 

④設問画面 

eラーニングの設問は、各カテ
ゴリーとも、合計 30問が用意
されており、受講するたびに、
毎回 5問ずつが出題される。繰
り返し受講を行い、30問全て正
解し終えた時点で修了となる。 

⑤答えと解説画面 

設問に解答するごとに、毎回
答えと解説が表示される。 
解説は、設問の正誤解説に 
とどまらず関連するトピック
なども含めて提供される。 

⑥その受講回の受講結果画面 

5問を解き終えると、その受
講回の正誤と、受講者が選択
した選択肢と、正しい選択肢
が表示される。 
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※上記の「eラーニング受講画面の流れ」はあくまで一例であり、クライアントの要望によってカスタマ
イズは可能。また、企業の教育担当者は、希望次第で受講者の進捗状況を閲覧することができ、追加オプ
ションとして各種データの統計結果などを取得することも可能。 

⑦受講後のメッセージ画面 

各カテゴリーとも、用意され
た全 30問を正解するまで、
繰り返し受講を行う。 
全 30問を正解し終えると修
了となる。 

⑧修了証の発行 

30問を全て正解すると、
修了証（PDF）が発行され
る。 
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3．ヒアリング調査報告 
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ヒアリング調査の概要 
 

調査目的：企業の人材教育の現状のヒアリングや、開発した教材内容に有用性があるか
どうかなどを評価をしていただき、本教材が今後どのような発展性を見込め
るかなどを見極める。 

実施時期：平成 29年 12月 14日（木）～平成 30年 1月 26日（金） 
実施対象：東京都、大阪府、広島県に所在する企業 12社 

内訳……企業① 属性／デザイナーズアパレル（東京） 
企業② 属性／セレクトショップ（東京） 
企業③ 属性／人材派遣・紹介・教育など（百貨店グループ）（東京） 
企業④ 属性／カジュアル衣料品製造・小売業（東京） 
企業⑤ 属性／アパレル小売業（東京） 
企業⑥ 属性／アパレル製造・小売業（東京） 
企業⑦ 属性／アパレル小売業（大阪） 
企業⑧ 属性／アパレル製造・小売業（大阪） 
企業⑨ 属性／関西地区の産業団体（大阪） 
企業⑩ 属性／ファッションビル開発・運営（広島） 
企業⑪ 属性／百貨店（広島） 
企業⑫ 属性／アパレル小売業（広島） 

調査項目：○ 貴社の新入社員教育の内容についてお教えください。 
○ 新入社員が備えておくべき知識やスキル、素養などをお教えください。 

また、今後の社員教育の在り方についてお聞かせください。 
○ 本 eラーニング教材の内容が、新入社員教育や入社前教育、中途採用

者教育などにおいて適切かどうかをお聞かせください。 
また、将来性を考え、貴社で導入する可能性はありますか。また、どの
ような教材内容を今後期待するかをお聞かせください。 

○ 新入社員教育や中途採用者教育のほか、どのような場面でこのツールが
生かされそうですか。※人事登用の際の活用 など… 

○ その他、人材教育や eラーニングについて、ざっくばらんなご意見を
賜りたく存じます。 

調 査 員：東京地区…事務局 2名 
大阪地区・広島地区…深田委員、事務局 2名 

34



ヒアリング調査結果（全体まとめ） 
 

 ファッション業界が変革期にあり、また働き方の改革や多様化が進む中、いかに効果
的な人材教育を行うかということに関して、企業は常に模索を繰り返しているというこ
とが改めて確認できた。ヒアリングにご協力いただいた企業は、どの会社もしっかりと
した教育プログラムを確立していたが、それでも毎年のように見直しをしており、時代
性やニーズに合わせて変化を加えていっている。新入社員教育においては、総じて企業
理念やマナーなど、組織人として、また社会人として、就業する上で必要となる要素を
研修にて習得するといった企業が多かった。しかし一方で、ファッションにおける知識
面までを研修の中で身に付けさせるところまでは手が回っていない現状があり、教育担
当者としてはその部分をなんとかしたいという声が多く聞かれた。 
 
アパレル業界全体の人材不足も続いている。各企業とも優秀な人材を確保したい。そ

してその人材が、企業の中核的な存在に成長すればなお良いのはわかっている。つまり
内定者、及び新入社員に関する教育は手厚く、また慎重におこなっている。 
内定者に対して、内定者同士のコミュニティサイトを提供されている企業もあった。

内定者は入社式までの多少不安な日々をお互いに励ましあいながら、更に何をすべきな
のかをそのコミュニティサイトで知る。 
 
今回作成した eラーニングへの評価においては、企業によって興味関心、親和性には

差があったが、比較的好意的に受け止めていただいた企業が多かった印象だ。ファッシ
ョンの基礎知識を社員が身に付けることは、お客様との会話の広がりや、社員同士のコ
ミュニケーションにおいて重要になってくる要素となる。特にファッションを学生時代
に学んでいない四大卒などは、会話レベルで躓くことも多い。そういった部分で、本教
材に期待を持っていただいた企業は多かった。しかし、eラーニングを導入したいと言
っていただいた企業でも、やはりニーズはあり、本 eラーニング全てというよりは、ア
ラカルト的に教材をチョイスしていきたいというリクエストもあった。当然ながら、企
業それぞれで独自の教育内容は存在する。ご提案する際には、本 eラーニングのすべて
を飲み込んでもらうというよりは、企業に合わせたカスタマイズが必要かと感じる。地
方の、特に中小企業に関しては、教育がなかなか行き届かない悩みを抱えているところ
が多いことがヒアリングでもわかった。教育に対する時間が取れないなどの悩みもお聞
きできたし、そういった意味では、本 eラーニングとのフィット感はあるように感じる。 
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また今後、運営する上では価格設定も重要になってくる。教育になかなかコストや時

間をかけることができない中小企業も多い。ただ、そういった企業にこそ本 eラーニン
グを活用していただきたい。価格設定において、企業が重い負担を背負わず、費用対効
果の上で妥当と判断していただける価格の設定をすることが求められるだろう。 

 
人材は宝であり、そこをどう工夫するのかいうことが現在問われている。本 eラーニ

ングにおいてもただ企業の要望にそってカスタマイスするだけでなく、その様な背景が
あるのだということを理解し、きめ細やかな教材作りに励んでいかなければならない。 

 
各企業へのヒアリングの詳細は、次ページ以後を参照されたい。 
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調査企業の属性 
 

企業① デザイナーズアパレル 
 

ヒアリング日時 
 

2017／12／14 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○本ｅラーニングのような教材は、あった方がよい。大手企業であれば、自社で教育プログラムが確
立されている場合が多いが、中小企業であると研修担当員がいない企業もあり、また中小企業のオ
ーナーは感覚的には優れていても部下を指導できないといったケースはあることから、教材の意味
性を感じている。 
○ｅラーニングの将来性についても、可能性は十分にある。ただ、教育の中心ではなく、補完的・補
足的な位置づけになる。アパレル企業の中には、社員に十分な教育もせずに店頭に立たせる企業も
ある。そういったことに真剣に向き合ってくれる上司もおらず、辞職をしてしまうというケースも
ある。そういった観点から、「ファッション業界から辞めずに、定着率が増す補足ツール」という
位置づけにしてもよい。自分の知らないところをカバーしてくれて、ファッションの楽しさを教え
てくれるツールであると、ファッション業界に人が定着していくことも期待できる。 

 
＜課題＞ 
○内容的には、もっとビジュアルを多くしていった方がよい。文章が多いと受講者が飽きてしまうた
め、スマートフォンでも取り込みが可能な動画や画像、図などがあればよい。例えば、粗利の説明
でも数字の羅列であると見る気がなくなる。テンポよく見せていく工夫が必要だ。 

 
＜発展性＞ 
○読み物としての面白さがあってもよい。あるイベントや商品開発の裏話、パリコレクションの歴史
など、ＷＷＤ（注：ファッションの専門誌）に掲載されているような内容があると面白いと感じて
いる。 
○ファッションロー（知財）などの基本的な内容がわかるともっと価値が上がる。 
○企業名や企業データが出せるのであれば、ＩＲ情報などを掲載するとリアル感が増すと感じる。教
育機関が作成すると、どうしても学習書になりがちになるが、そこから一歩進み、具体的な企業名
が入り込むとよい。 
○新入社員や内定者などがターゲット設定であるが、学校の最終学年に多く受けていただくことも有
益と感じている。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○企業①の場合、内定は秋ごろにほぼ決定をする。そこから、講義形式による内定者研修を 2回行い、
入社日に臨んでいる。内定者研修の段階では精神論的な講義を主に行っており、「モノづくりの精
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神」「会社の成り立ち」「ブランドの歴史」などを学ばせることをしている。また、自社で作成した
出版物を教育のバイブルとしており、ブランドのＤＮＡを徹底的に内定者に学ばせている。 
○内定者研修では、顔合わせ・仲間意識の芽生えも意識している。それは、壁に当たった際に力にな
るのは同期の存在でもあると感じているからだ。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○4月 1日の入社日から 1週間ほどかけて新入社員研修を行っている。新人研修では、ビジネスマナ
ーやサービスマインド、一般的な基礎知識、接客を学ばせるほか、「モノづくり」という観点で、
そこをどういうふうに理解させるか、ということに力点を置いている。ただし、ビジネスマナーに
ついては、社員同士で行っても効果が得られにくいと感じており、そういった場合には講師を招聘
している。 
○販売職だけでなく、総合職においても、最初はショップ研修を行う。長い場合、1年ほどのショッ
プ研修になる場合もある。 

 
＜社員教育＞ 
○１～３年目までのそれぞれの階層において、どのような力を身に付けておくべきなのか、それを身
に付けさせるための研修は、など、人材教育における詳細なマトリックスがある。 
○マーケティング、ビジネスの仕組み、作業の流れ、接客のロールプレイングやお直しなど、基本的
なところはこの期間に教えていく。素材のことも教えていくが、会社の歴史も踏まえた生地の解説
もしていくとのことで、徹底してブランドのマインドの落とし込みを行っているようだ。また、社
会性を身に付けさせる上では読書を推奨しており、特に営業職では一般的な知識を身に付ける上で
も必要な営為である。デザイナーでいえば、感性を養うために「街の空気を感じさせる」などでト
レーニングしている。 
○基本的なことを 3年目くらいまでに社員に習得させ、その後時期店長候補にはＭＤスクールを受講
させている。敵情視察なども組み込み、最後に店長として発注ができる、展示会などで適切な注文
ができるというところまでもっていくことをしている。 

 
＜その他＞ 
○社員を採用する上では、営業職・総合職・販売職では、「人となり」を見ており、ファッションへ
の意欲とコミュニケーション能力が必要としている。デザイナーであれば才能と、会社に合ってい
るか、といったところが重要になる。 
○資格取得などに対して、採用の際に優遇されるということはないが、その気持ちや本気度などは考
慮する。なぜ取り組んでいるのか、については質問をする。ファッションビジネスのプロになりた
い、という人を採用したい。 

 
 
考 察 
 企業①は、世界的にも名を馳せる有名企業であり、教育体制も整っていることがヒアリングでは確
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認できた。社員が身に付けるべき力を明確にし、それに向けて体系だった研修プログラムが階層ごと
に組まれていたのは、大変印象的であった。 
本ｅラーニング教材については、可能性も含めてポジティブなご意見をお聞きできたことはよかっ

たと感じている。また、ｅラーニングの在り方として、定着率を向上させるための位置づけというご
意見は、本教材に発展性を持たせる上での新たな切り口になるであろうと感じた。本教材は、新入社
員や内定者教育、キャリアを持つ社員の振り返りの教育（学び直し）のシチュエーションを想定して
作成していたものであるが、そういった位置づけを考慮することにより、新たな付加価値が生まれる
ことにもつながると言え、大変貴重な示唆であった。 
 また改善点としては、画像を多く取り入れることが指摘された。教材開発を進める中で、画像を多
用することは意見としてたびたび上がっており、それに向けた改善は行ってきたが、さらに画像を増
やすことで、受講者がテンポよく学習できるとのことであった。これに関しては、引き続き検討が必
要であると言える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39



調査企業の属性 
 

企業② セレクトショップ 
 

ヒアリング日時 
 

2017／12／18 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○業界的に机に向かう仕事ではないため、苦手意識はある。講義で学ぶことも苦手であると思う。た
だ、全てではないにしても、テキストでわかることもある。また、時間の有効活用ということを考
えるのであれば、マッチしていると思う。通常業務の中に組み込むよりは、通勤時間の 1時間を活
用したりするとよい。これだけのボリュームがあれば、それぞれで興味が分かれてくると思う。そ
こでピンポイントで活用できれば、かなりアリだと言える。 
○この業界のみならず、全体として過渡期を迎えている。働き方を変えるということが増えている。
「ファッション業界の人はこうだ！」といった考えを変えていけるツールとなるのではないかと期
待している。 

 
＜発展性＞ 
○当社は高卒採用もしている。高卒であると、ファッション以前の、生徒から社会人に変わるという
部分でギャップがある。特に高校生に関しては、内定者研修ができない。そういった意味では、高
卒の人たちに eラーニングを使ってもらうといいのではないだろうか。 
○当社の販売員は名刺交換などの場面はそれほどないのだが、その分教える機会が少ない。そういっ
た部分を eラーニングで行うということは、すごく良いことだと思う。 
○素材やテキスタイルは、２～３年目の社員のフォローアップ研修に使えると言える。フォローアッ
プ研修は、3 年目に入る前に行う。新入社員で学んだ内容を振り返る意味と、後輩ができて教育す
る立場にもなる。 
○内容的にこのカテゴリーは新入社員、このカテゴリーは○年目、などというように、ピックアップ
して実施できると感じる。それぞれのスキルアップや自己研鑽といった部分に関しても、カテゴリ
ーごとにピックアップして受講をしてもらう方がよい。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○10月から内定者研修を 2回実施する。約 9割はファッションを学んできていない四年制大学卒業
者だ。この段階では、それほど濃い内容を施しているわけではない。基本的には販売職での採用に
なっているのだが、内定者には企業②の販売員になるにあたって、今までのお客様側ではなく見ら
れる立場になるので、企業②の販売員のイメージを列挙してもらったりして、CS 研修を行うこと
にしている。 
○内定者には、2月頃に配属通知を出している。全国のエリアに配属をしている。研修をする際には、
東京に一か所に集めて行うが、50～60 人を対象にした際には、東京都と大阪府に分けて実施をす
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る時もある。 
 
＜新入社員・新人教育＞ 
○4月より、平均して 5日間新入社員研修を行っている。ビジネスマインドを教えるなど、学生から
社会人への切り替えを行っている。外部研修も 1 日行う。内定者研修で行った CS 研修を、1.5日
かけてさらに掘り下げて実施する。具体的には、各店舗のコーチングスタッフをよび、接客のやり
方やロールプレイングを行っている。どちらかというと、座学より体を動かす内容がメイン。ビジ
ネスマインドに関しては外部にお願いをしているが、販売や業界のことについては、基本的には内
製で行っている。 

 
＜今後の課題＞ 
○採用全般に言えることだが、売り手市場であったり、労働力不足ということもあり、新卒だけでな
くフレキシブルな人材活用、雇用方法を考えていかなくてはならない。 
○販売をするという人が少なくなってきているため、いかに企業、業種、業界の理解促進をするか、
ということは重要になってくる。 

 
＜その他＞ 
○新入社員の志向としては、「接客がやりたい」という人が多く志望してくる。ファッションが好き
ということはもちろん大前提だが、自分が好きなファッションと接客を一緒にできる仕事だから選
んだ、という人が多い。昔のようにバイヤーやプレスをやりたい、という人は少なくなったように
感じる。あえてこちら側がそうさせていった、ということもあるのだが。やはり店舗ありきの会社
であるため、そうでないと当社には合わないということもある。 
○働き方改革ということもあるため、自分の働き方を見直すことで、仕事以外の時間を自分のスキル
アップの時間に当てたり、知識を増やすための時間に使ってほしい。 
○当社は歴史が長く、背中を見て育つ、という部分も多い。では、接客販売とはなんなのか、CS と
はなにか、ということを問うたときに、先輩がプレゼンできないというケースもある。そういった
ことを、自分の言葉で話せる、ということに使ってもよいと思う。 
○プレゼンテーション能力を身に付けさせたいと思っている。業務の生産性を上げるためにも、説明
ができたほうが良い。 
○当社もずっと店舗畑でやってきて、残業も減るわけがないと思ってきた。しかし、従業員の考え方
を変えていったらどんどん下がってきた。その分、空いた時間を勉強でもよいしスポーツをやって
もよい、余暇を楽しむということを推進している。 
○今ある時間をいかに効率よく使っていくか。今までは長時間労働をしていてもよかったのだが、な
ぜ今後はしてはいけないのかということを指導した。そのためには何をすべきなのか、生産性を持
たせるためにはどうすればいいのか、そのためにはチーム力を上げることだという検証を入れた。
そうすると、残業時間を下げろとは言っていないのだが、自然と下がっていった。さらに、福利厚
生の稼働率が挙がった。われわれとしても、業界特有の雰囲気、販売員は残業が多いなどのイメー
ジを変えていきたいという思いはある。販売員も机に向かって勉強する時間がなぜ必要なのか、と

41



いうことも考えていきたい。 
 
 
考 察 
 ヒアリングを通し、会社として働き方改革ということに注力をされていると感じた。会社としての
歴史も長く、ネームバリューもある企業②が率先して改革を進めれば、業界全体としても良い意味で
効率化が進んでいくだろう。そのうえで、本ｅラーニングには期待感を持っていただいており、これ
からの発展性にも可能性を感じていただいた。働き方改革をするなかで、個々のライフスタイルに合
わせた学びの形を模索するうえで、例えば福利厚生の一環として本教材を検討していただくといった
活用も考えられるだろう。 
また、新入社員教育、内定者教育、振り返り（学び直し）教育と、本教材がイメージする活用に対

しても非常にポジティブなご意見をいただくことができたのは、収穫だったと言える。特に高校の内
定者に対しては内定者教育ができないという考えは、まったく想定していなかったケースであり、そ
ういったケアをできる可能性はあるのではないかと感じている。今後、広く教材を普及させるための
足掛かりとなったことは間違いない。 
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調査企業の属性 
 

企業③ 人材派遣・紹介・教育など（百貨店グループ） 
 

ヒアリング日時 
 

2017／12／19 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○ｅラーニングについては、メリットデメリット含めいろいろな考え方はあるかもしれないが、少な
くとも、私個人としては絶対的に必要になってくるし、ｅラーニングという教材の可能性はあると
考えている。 
○事前に、今回の eラーニングの内容を学んだ人たちが入社してくれたら、こんなに楽なことはない。
逆に教えることがないくらいだ。業界の各社がこのコンテンツを活用していくという流れができる
のであればいいと思う。 
○飽きさせないという事で言うと、問題を解きながら自然と学ぶというスタイルは今の時流に合って
いる。 
○基礎的な部分で言えば、内容的に網羅されている印象を持っている。あとは、企業様によっては要
望が違っていたり、やり方が異なったりするとは思う。それに関してはそれぞれで変えていけばよ
いと思う。 
○当社の研修内容と被る部分も大いにある。この内容があれば、カリキュラムに組み込むことで集合
研修の内容をコンパクトにするなど、うまく活用することは可能かと思う。 

 
＜課題＞ 
○文字で行う e ラーニングということも勿論であるが、もっと文字の少ないビジュアルに訴える e
ラーニングというものも良い。飲食チェーンなどが力を入れているが、画像で業務を分解したもの
を、マニュアルにしている。文字ももちろんあるのだろうが、「見ればわかる」という内容になっ
ている。 

 
＜発展性＞ 
○設問の出題をランダム設定にする場合、今回の教材の倍ほどの内容を用意しておき、その内容は隠
しておいて、そこから出題していくということをするとよい。 
○業界団体のスタンダードにしていただければいいと思う。ただ、業界団体は非常に難しいところが
あり、それぞれの企業様独自の内容には踏み込まないようにしている。それぞれで言葉も違うし、
各企業の歴史によってルールも違う。協会などがそれをまとめていこうとすると難しい部分がある
が、そういった中でこういったコンテンツが提供されると前向きに考えられるのではないか。 
○研修に課題を抱えていらっしゃる企業様はあり、そういったところに売り込むのはアリかと思う。 
○大きな流れが二つあると思っている。一つは採用難な時代で多種多様な人材（外国人も含む）が参
入してきている。そういった中で視覚から入る教育ツールというのは絶対に必要になってくるだろ
う。２つ目はライブ感だ。例えば、工場に直接行ったかのような映像があるのもいい。e ラーニン
グももしかしたら VR 化してくるかもしれない。ライブ感という意味でも、e ラーニングには非常
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に可能性はあると感じている。 
○現場の課題で言えば、現場の人数が少なくなってきている。研修にも積極的に出せない場合もある。
いかに効率的に学んでもらうかだ。先にインプットしておいて、セミナーをよりコンパクトにして
ディスカッションを行うなど、集合しないとできない内容に特化して、復習で定着化を図るという
面では、eラーニングは中心になってくるだろうと考えている。 
○学習したことを現場に帰った時の OJT でどう生かすか、そういったところが流れになっていない
といけない。現場でいかに生かすかということが大事である。そういったことを考えると、流れで
たくさん学んでいくよりも、もっと小さいコンテンツごとに切り取ったうえで自由に組み合わせた
り、課題感に合わせて自由に選べたりすることができると、それぞれの課題に合わせて現場で生か
してもらえるようになるのではないか。 
○これはあくまで基礎的な部分だが、今後の広がりも大事だ。その先にある領域（婦人服、紳士服、
雑貨など）によって内容が変わってくるだろう。 
○お客様との会話を深めたりする場合には、ファッションの歴史であったり、トレンドがあるといい
と思っている。メゾン系の情報などもよい。マナーなどは他の会社様のコンテンツでも取り扱って
いるものだ。ただ、ファッションの歴史やテキスタイルは、この eラーニングでしか学べない。他
社との差別化をする意味では、歴史に限らず、ファッションの最新情報があるとよいと感じる。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○これまでは入社前の学生に「基礎の基礎」を eラーニングで触れておいてもらっており、また入社
前の４日間で研修も行っている。内容としては、社会人の基礎であったり、接客マナーや技術など
を行う。 
○今後は若干手法を変更する。一つは時期の変更で、入社した後に研修を行おうと思っている。入社
式に参加して意識を変えた後で、しっかりと研修を受けてもらう。それはコンプライアンス的側面
から言っても、まだ入社前の人にガッツリとした研修をすると諸々の問題もある。当社は比較的厳
しい入社研修ということも売りな部分があり、「今どきの学生」に対して厳しい内容にもなってい
る。そういったことを考慮すると、入社した後にきっちりとやってもらったほうがよい。 
○eラーニングも継続をする。入社前の集合研修４日間の前にやっていたものを、４日間の研修の振
り返りの位置づけにしようと考えている。ファッション専門学校を卒業した人に対しては復習とい
うことになるのだが、eラーニングも研修の振り返りにし、研修効果を高めたうえで店頭での研修、
集合研修という流れを作ろうと考えている。中身としては、企業理念や社長の名前など、企業のこ
とを知り、社会人としての言葉づかいや身だしなみなどを身に付けてもらうことをしていた。今後
はそれを逆転させる。ただ、社会人になるうえで不安を抱く人もいる。そういった人たちのために、
少し軽いタッチの社会人マナーだけを切り出した内容を実践してもらうものも考えている。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○半年は研修期間としており、eラーニング＋集合研修＋店頭研修を組み合わせて行っている。 
 

44



 
＜その他＞ 
○自社で取り組んでいるｅラーニングは、コンテンツは自社で考えるが、インフラはいろいろと利用
している。ただ、このｅラーニングのような内容は網羅していない。むしろ活用させていただいた
方が良いように感じているぐらいだ。 
○社内で行っているｅラーニングは、パワーポイントなどで学び、３０問くらいを基本として単一選
択、複数選択、記述式のもので、パソコンを使用したものになっている。外部のシステムを使って
いるものは一問一答形式であったりするが、その場合には１コンテンツを電車の移動時間ぐらいで
できるものに工夫しており、１０分～１５分でできるものになっている。 

 
 
考 察 
 本ｅラーニングに対して示唆に富んだご意見を多数いただき、また前向きなお言葉を頂戴できたこ
とは、大変ありがたいことであった。ｅラーニングの将来性にも大変なご期待をいただき、さらにこ
のコンテンツを広く落とし込むためのアドバイスも、今後の運用に際して大きな参考となる内容であ
った。また教材内容については、ヒアリングの後日に追加で「教材に必要な要素」をメールでいただ
くなど、大変なご協力をいただいた次第だ。 
 教材内容については、建設的な助言もいただいた。例えば、他の企業などの声にもある「画像を多
用」することの有効性だ。やはり受講者としては、テキスト中心の教材だと飽きがくる。画像を織り
交ぜることによるイメージの明確化は、特に販売の教材には必要な要素であるだろう。テンポの良い
学習にもつながり、時間の効率化は図れると言える。また、ご意見に合った「ライブ感」ということ
も貴重なご意見であった。今回のｅラーニングでは、スマートフォンを推奨端末にしている関係上、
動画などの大容量コンテンツを織り込むことは見送ったが、将来的には必要な要素であるだろう。 
 研修ツールとしてすでにｅラーニングを取り入れて実施をしているということには驚いた。まだ体
系だった内容ではない、といったことであったが、内製でそういった教材を整えているということに
は感服した。年々、コンプライアンスに対する考え方は厳しくなる中で、それを踏まえつつ研修の在
り方を見直し、最適化させることを実践していると感じた。 
 今後、このｅラーニングを始動させる上では、トライアル参加やコンテンツへの助言など、様々な
面でご協力をいただけるというお言葉もいただいた。企業③は、大手百貨店のグループ企業として、
日本でも有数の人材を扱う会社である。今後企業③のようなトップランナーにご協力いただくことで、
より完成度の高いコンテンツへと昇華することも期待できるだろう。 
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調査企業の属性 
 

企業④ カジュアル衣料品製造・小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2017／12／26 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○このｅラーニングの教材については、店長や販売スタッフへの教育という部分でいえば、事足りる
と思っている。どういった洗濯の方法があるのか、どういった繊維があるのか、どういった襟の形、
シルエットがあるのかなどは、十分このｅラーニングの内容に入っている。むしろ、ベースとして
はこのぐらいがよい。専門性の高いところは、われわれが手を出さない方がいい場合もあるだろう。
生産やパタンナーなどになってくると、実際の現場でないと難しいとは思う。 
○自社でデジタルのテストを作成し、社内ネットワークで実践している。ただ、この eラーニングの
ような内容のものは作れていない。やはりプロが作るものを個人の端末でできるのであればいい。
販売やテキスタイル、マナーなど、こういったファッションの基礎というものはわれわれにとって
非常に魅力的だ。 
○当社は従業員の数が非常に多い。多くの人に受講をしてもらい、採点をし、結果の蓄積ができると
いう意味でデジタルは非常によい。紙では追いつかない。ただ、まだ個人端末までは手を出してい
ない。どこからが勤務でどこからが勤務外なのか、個人端末でやるにしても、一定期間を設けて受
講してもらい、その分の期間の金額を援助する、ということを決めていく。個人端末という部分は
魅力的に感じている。 

 
＜発展性＞ 
○ファッションの歴史について学ぶことに対しては、年表的な部分はいらないと思うが、例えば服の
歴史を変えてきた人たち、その人もしくはブランドが変革を起こしたアイテム、そういったことが
必要なのではないかと考えている。当社は、服を革新的に変えていく、お客様の生活をより豊かに、
より新しい喜びを提供していく、ゆっくりとした成長や継続よりは変革を起こすことを大事にして
いる。そういった意味では、イノベーションを起こしたかつての人々は「こういったことを考えて
いた、あるいはこういったものを生み出していった」ということをきっかけとしていくつかあれば、
それが語れたり、次を生み出すヒントになると考えている。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○10月に内定を出し始め、入社は 3月となっている。研修は 2日くらいで行う。企業理念などを学
んでもらい、コミットメントを高め、共感してもらうということを行っている。推薦図書などは情
報として提供はしているのだが、OJTなどは時間的に行っていない。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
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○新入社員として入社する者は、基本的には経営者候補となる。店長、スーパーバイザー、各本部で
の部長などの候補だ。自社ビジネスモデルや、店長であれば店長として必要なノウハウを教えるこ
とになっている。その中で、服の基礎、ファッションの基礎はほんの触り程度しか教えておらず、
自己啓発に任せてしまっている。店を作り、スタッフを育成するという、ビジネスに特化した教育
を行っている。 
○途切れさせずに理念には触れさせる機会を持たせている。新入社員ということもあるので、立ち方、
歩き方、お辞儀、挨拶の仕方はもちろん行う。ビジネスモデルの基礎も学び始める。ただ、お客様
への応対プロセス、顧客心理、接客マナーなどにおいては、あまり丁寧に研修ができていないとい
う状況にある。OJT では経営者との対話などはやっているが、OFF-JT でできないところを強化し
ていきたい。 
○ファッションについての知識も教えていかなくてはいけないとも思っている。例えばＶＭＤの知識
や、ファッションのトレンド、川上～川下のサイクルなど、教育内容を整理している状況だ。どの
階層であってもベーシックとなる知識は一緒なのではないかと考えている。お客様応対をするスタ
ッフも知識は必要なのではないかと考えている。来季ぐらいから実践的なトレーニングを OJT と
OFF-JTで行っていく予定。 

 
＜その他＞ 
○社内で作成しているデジタルコンテンツでいえば、マニュアルを作成し、タブレットやスマホで見
れるようにはなっている。そのマニュアルのテストを、言葉を入れ替えたり虫食いにしたりして作
成し、習得度合いを確認している。そのうえで、昇進昇格などでまたテストを行うことにしている。
システムについては、一部外部企業に入ってもらっているのだが、内容に関しては全て内部で作成
をしている。 
○直近で重要だと感じているのは、個々のお客様に対して、どうやって着合わせを提案するか。当社
は対面販売形式ではないが、お客様に求められた際に、主観だけでなく総合的な知識でお客様にお
似合いになるもの。TPOや予算も考えたうえで、適切な提案が思考として出てくればいいと思って
いる。この eラーニングの内容はもちろんだが、プラスとしてスタイリングの知識も必要かと思っ
ている。 

 
 
考 察 
 今、日本でも指折りの勢いでファッション業界を突き進む企業④であるが、その基盤にあるのは社
員教育であるということが改めてわかった。単に商品を売るということではなく、一定のファッショ
ンの基礎知識はどの階層でも必要として、教育の充実を図ろうとしている意識を強く感じた。また、
社員教育の在り方に対する考えも参考になった。ヒアリング協力者の話として、「教えるというよりは、
働くという中で楽しさを見つけてもらったり、お客様への接客の中での楽しさ、自分の知識の積み重
ねがお客様に伝わったときに、楽しさやおもしろさが沸くと思っている。であるから、『勉強しなさい』
というよりは、勉強をすることから『おもしろい』につなげていきたい。」と語っていたことが印象的
であった。「楽しさ」というポジティブな感情から、勉強することに連携させ、社員のスキルアップへ
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とつなげる手法は大変理にかなっている。そのサイクルが身に付けば、社員は学ぶことが習慣化され、
常にレベルアップしていける。そうすることで、企業の活性化や成長へ結びついていくだろう。 
 本ｅラーニングに対しては、大変ご興味をお示しいただいた。昨年度から本ｅラーニングには関心
を示していただいており、今回はさらに発展性のあるご意見を頂戴することができた。また、コンテ
ンツの中身としても、難易度などのバランスの良さなどに一定の評価をいただいており、将来的な連
携も可能性が十分にあると感じた。企業④は、社員に読書の推奨をしていることもあり、本教材で懸
念事項であった文字量の多さも特に苦にならないとのことで、親和性は高いのではないかという感覚
を持った。今後、具体的な落とし込みになった際には、実践ベースでの意見交換が期待できると感じ
た。 
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調査企業の属性 
 

企業⑤ アパレル小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2017／12／26 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○新人研修では、このｅラーニングのような内容を行っている。このまま使わせてもらいたいくらい
だ。 
○マナーは入社 1年生、もしくは入社前の内定者にいいと思っている。内容的に難しいと思う部分も
ある。テキスタイルカテゴリーなどは、入社 1年生には酷だと感じる。5年目の人が取り組んでも
わからない部分もあるかもしれない。ただ、この教材の内容は、何年たっても必要なものだとは思
う。 
○これだけ中身が濃いため、自分の興味があるところはスラスラとできるだろう。ただ躓くと、「勉
強になる」と感じる人と、「知らないからやめておこう」という人が出てくるだろう。正解してい
ればもちろんうれしいだろうが、間違った時に立ち止り、気づいて、それが自分の知識に変わって
くれればいいと思っている。 

 
＜発展性＞ 
○われわれがいま考えているのは、全国の販売員に対しての教材だ。集合教育は実施をしているのだ
が、毎年集合させているわけではない。デジタル化して、ひとつのかたちとしてできるのであれば
いいと思っている。素材などは覚えればいいものなので、そのあたりが電子化できればいいと感じ
ている。 
○課題として、ｅラーニングの入口に入ったはいいが、受講者がゴールにたどり着けるかということ
だ。邪魔にならない程度の分量で、気づきを得られればいいと思っている。 
○当社は非常に多くの店舗を全国に抱えている。様々な年齢層の人がいる中で、「会社としてここま
での教育はしている」ということを謳い続けていきたい。そういった中で、こういった eラーニン
グはひとつの手であると感じている。今はスマートフォンで、EC でモノが買える時代だ。それに
水準を併せていくのであれば、経費がかかるとしても会社としては検討しなくてはいけないと思っ
ていた。 
○この基本のパッケージがあったとしたら、それをカスタマイズしてもよいと感じる。例えば、５つ
すべての教材カテゴリーをそのまま、ということではなく、３つの教材カテゴリーでも受講できる、
などとした方がよい。そのうえで、もっと違った知識を身につけたいのであれば、オプションでほ
かのジャンル（検定など）を用意したり紹介するなど、将来的な広がりがあればよい。どっぷりと
違う知識をつけなくてもよいので、基礎の部分で他の勉強ができるようになればよい。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
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○今年から、ＳＮＳを使ったやりとりを内定者と行っている。研修というよりは、会社として伝えた
いこと、覚えてきてほしいことを小出しにしていった。基本的には社会人としてのマナーの部分を
ＳＮＳで行ってきた。去年は紙で送って、送り返してもらって、ということを 3往復ほど行った。
アナログ仕様であった。4泊 5日の新人研修の際に、往復させたものをテキストとしていた。いき
なりテキストがあるよりは、少しでも学んできてもらうということを実施していた。今年はＳＮＳ
を取り入れたため、紙ではなくなった。もちろんプリントアウトできるようにはしている。 
○新入社員研修までに「このレベルまで覚えてきてほしい」という事柄はある。例えばタグ表示の基
本やビジネスマナーなどを事前に送り、新人研修当日はそれプラスオンの授業を出すことをしてい
る。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○新人研修は 4泊５日で行う。その際は、私たちが使用している専門用語だとか、本当に基本的なこ
と、社会人として必要なこと、このｅラーニングに書いているようなことを行う。4泊 5日は、全
然時間がない。労務管理部分など、やらなければいけないことは山ほどある。店舗に入店するため
に覚えてほしいというものを、2日半くらいで行う。 

 
＜社員教育＞ 
○研修では各社員を１０年間で複数回呼んでいる。しかし、数年に 1 回では伝えきれることは限ら
れている。階層で招集をするが、当然全員を呼んでいるわけではない。しっかりと呼んでいるのは
役職がついている人だ。接客 8大用語（当教材では５大用語としている）は１年生の時から何回も
教えているが、日が経つと忘れてしまっている人も多い。ただ、そういった知識がなくてもできる
ことはできる。逆に、この教材に全問正解したからと言って、ウルトラ販売員にはなれない。販売
員には天性の人もいて、そういった人は我々でも理解ができない部分もある。そこを追いかけてい
てもしょうがないので、努力型の人たちを追いかけていき、何を投入すれば効果が得られるかを考
えていくのがいいと思っている。 

 
＜その他＞ 
○最近、昔使っていた研修資料を見直した。変わらず、ＡＩＤＭＡや５Ｗ１Ｈなどはあるのだが、例
えば、コンプライアンス上、家に帰ってＤＭを書いたりするなどは、今はあってはいけないことに
なっている。進化をしているところと、変えてはいけないところがある。洗濯表示なども変わった。
我々も研修の中で洗濯表示の話が入っている。かといって、短い時間でどれくらい理解しているの
か、という部分がある。品質表示などのルールが変わった際には、紙ベースで店に資料を配ってい
る。ただ、そのための研修を開くことは難しい。 
○研修をやっても、店に入るとわからないことばかりだ。習うより慣れろ、の時代でもない。こちら
がしっかり教えてあげて、理解すると動ける、という時代だと思う。常識が非常識、非常識が常識
になっている。それを受け入れなければならない。 

 
 

50



考 察 
 長い企業の歴史の中で、堅実に時代と歩んできただけあり、教育に対する考え方も非常に真摯に向
き合われているといった印象を持った。その時代に合った教育の形も模索しており、「動きながら『こ
うやったらできる』という世代ではない。学び、理解してから動ける世代だ。」と述べられていたこと
は印象的で、その中でデジタル化への対応も今まさに検討されている最中であった。いままで紙で行
っていた内定者とのやりとりをＳＮＳに移行するなど、確実にデジタル化へと踏み出しており、「経費
がかかるとしても会社としては検討していかなくてはいけない」とお答えいただいたことには、会社
としての危機感も感じることができた。 
 上記のことからも、ｅラーニングへの興味関心は非常に高く、また前向きなご質問や建設的なご意
見を多数いただいた。手法として一つヒントとなったのは、５つのカテゴリーのパッケージ化にこだ
わるのではなく、アラカルト的に教材をチョイスする手法もアリではないかという点だ。プロジェク
トの検討委員会でも、パッケージ化での運用ではなく、柔軟性のある活用方法が求められるという意
見はあった。企業側は当然、自分たちが必要とする教育に経費を投入する。そういった企業からのニ
ーズに柔軟に対応し、会社の本当にメリットとなる教育の形を提案することが、運用の際には重要に
なってくるのだろう。 
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調査企業の属性 
 

企業⑥ アパレル製造・小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／12 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○基本的な教育という面では、各企業が（メソッドを）持っていると思う。eラーニングを取り入れ
る価値というものが見えないともったいない。これであれば「うちでもやっている」ということで
収まってしまうだろう。 
○MD・バイヤーのコンテンツは非常に良いと思う。ここは当社でも欲しいところだ。この内容はな
かなか集めきれない情報だ。新入社員向けだとかなりきつい内容だとは思う。当社の特性かもしれ
ないが、現場やブランドのことなどを知っている社員に MDをやらせていきたい。ただ、現場から
上がってくると、OJTがしっかりとなされていない限り、この内容は抜けがちだ。数値的な分析が
でき、感覚的なものも持ち合わせている。右脳と左脳を両立させられるような MDが必要だと思っ
た時に、なかなかわれわれでも教えきることができないこういった理論を学んでいくということ
は、絶対的に必要だと思っている。 
○今の働き方改革の中で、空いた時間に社員に学びの場を提供するという意味では、福利厚生の一環
ということはいいアイディアだと思う。 

○この eラーニングに取組む時期としては、内定者のタイミングになろうかと思う。ただし、得た知
識は即実践することに意味があると思っている。 
○企業が教材を作るのには時間がかかる、あるいは現場を巻き込まなければ得られない情報というも
のを、作ってもらえることの方が価値はある。現場の職人は話が下手で、しかも「わかっている前
提」で話してくる。そういったことで言えば、フォローにもなると思う。 

 
＜発展性・その他＞ 
○ｅラーニングの可能性でいえば、プロの販売員として持つべき知識というものを、検定的なことで
活用することも一つだと思う。例えば一年間実施し、逆にそのあとに振り返りでまた受ける、とい
ったこともできると思う。あとは、新卒研修のどこかのタイミングでの振り返りとして取り入れて
も良いと思う。 
○（ｅラーニングの机上学習的なイメージに対して）まさにその通りだと感じている。業界の特性と
いうこともあると思うが、座学で学ぶよりも現場での経験の方が体に染み込むイメージがある。わ
れわれも研修体系を作るとき、座学より OJTをいかに組み込むかということを意識する。 
○各企業におけるモノづくりや、何かの研修を受けて、そこでなんとなく感じているものを、eラー
ニングを通じて試験を受けていき、そして入ってきて、実践をしていく。そういったストーリーが
あると価値は上がると思っている。 
○キャリアのある人たちだと、知っている内容もあるだろうし、斜に構えることもあるかもしれない。
そうであるならば、次世代の MD、3 年未満の人を対象に研修と e ラーニングをセットで構築する
とおもしろいと思う。 
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○販売員が本社に異動になることもある。そういった人に対して、パソコンの操作方法などの内容が
あるとよい。販売から本社勤務に変わった時の eラーニングなどはアリだと思う。 
○社内営業など、折衝をすることが多いため、どうやってコミュニケーションをとっていくかも大事
だ。そういったことで言えば、例えばコミュニケーションとビジネススキルがセットになった eラ
ーニングはおもしろいと感じる。 
○「プレゼンテーションする力」といった内容が欲しい。新規ビジネスプロジェクトなどで自分たち
のやりたいことをアウトプットして可視化するといったときに、パワーポイントが使えない、もし
くはぐちゃぐちゃの資料が作られてくるケースがある。それを映し出して何を言っていいかわから
ないプレゼンテーションをする。こういう仕事は販売のみならず、どう端的に、要点を絞って、お
客様にもしくは上司に伝えていくかが大事だ。特にモノづくり、企画などでは大事だ。そういった
ことが学べたらよいと思っている。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○内定の後、基本的には販売職になるので、内定者アルバイトとして店頭に勤務してもらいながら、
商品やお客様に触れてもらう。そのブランドの世界観を知ってもらい、お客様のニーズをキャッチ
アップしていく流れになっている。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○入社のタイミングで入社研修を 1週間ほど実施。大きなところで言えば、「社会人として」という
内容で、外部講師に依頼して 3 日間実施し、「社会人としてのマナー」を学ぶ。残りの 2 日間で内
製研修がある。当社で働く上での考え方、理念、大切にしてもらいたいことなどを学んでもらう。
販売の心得を学ぶ冊子があるのだが、それに基づいて、タグの見方、素材の知識、接客の基本的マ
ナー、スキルを学んでいく、ということが大枠。それから 3か月、1年、2年と振り返りの研修を
行う。それが去年までの話だ。今年の入社者に対する内容はまだ確定していない。 
○入社 3か月～半年の人の不安は、先輩・上司とどう接点を持っていくかということももちろんだが、
お客様に商品を提供していくときに、素材の知識、扱い方、その素材のメリットデメリットという
ところにすごく不安がある。その振り返りの一つのコンテンツとして、当社の生産部隊の担当者を
呼び、いろいろな素材を目で見て、触り、確かめる。洗剤はどれを使い、どのように扱っていくの
かを知り、接客トークの引出しを増やして自信をつけてもらう。 
○デザイナー職も毎年採用をしている。デザイナーに関しても今のような流れを持ってもらう。デザ
イナーの場合には、まずは現場を知るという意味で、半年は店舗に研修に行ってもらう。お客様ニ
ーズとマーケットを知って戻ってきてもらう。当社ではモノづくりに特化した部署があるのだが、
半年間店舗に通いながらも月に１回～2 回、本社に来てもらって、工場に行って研修を受けて学ん
でもらう。店舗研修が終わった後、そのモノづくりの部署に配属になり、モノづくりの基本を学ん
でいく。1年後にようやくブランドに配属になる。 
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＜社員教育＞ 
○去年から新しいこともはじめた。将来のモノづくりを担えるような、MDやバイヤーの候補生とな
れるような人材を採用している。まだはじめてのケースで 1人目なのでなんとも言えないが、まず
は店舗に半年間行ってもらった後、生産管理の部門に行って、基本的なモノづくり、工場とのやり
とり、ブランドとのやりとりを行う。その次に、MDのアシスタントとして働いてもらう。という
ことが、通常の流れになる。 
○中途採用においては即戦力のため、そこまで大きな研修ということは行っていない。ただ、教育
機会というところはもう少し増やしていきたい。特にモノづくりの部分。当社はセレクトではなく
メーカーとして、モノづくりを大切にしていきたい。モノづくりにおける知識、ノウハウ、情報を
学べる研修体系作りを進めている。どこにいっても同じ商品が並んでいる中で、オリジナルを強化
していかないと差別化を図れない。もっと価値あるオリジナルを作っていきたい。 

 
 
考 察 
 現場での研修を重要視している企業だけあって、非常に現実的なご意見を頂戴した。徹底した現場
での研修は、その体験を通してダイレクトに自分の経験値となるため、このスタイルが強固な基盤と
なっているのだと感じた。ただ、その中でもバイヤー・ＭＤにおける学習内容は、基礎知識として身
に付けなければ仕事ができないということで、大変ご興味を持たれていた。バイヤー・ＭＤは、本教
材でもかなりレベルの高い内容となっており、新入社員教育や内定者教育などのシチュエーションで
はフィットしないと言える。どちらかというと、その「職種の 1 年生」を対象とした教材の位置づけ
でもある。そういったことでいえば、企業⑥がピンポイントでご注目いただいたことは非常に意味性
が高いと言える。差別化が図りづらくなっている中で、お客様に認められるファッション・アパレル
業界として生き残っていくか、ということを考えた時に、MDやバイヤーはやはりモノにフォーカスす
る。モノを作る上での情報やその流れ、センスは絶対的に必要で、センスは磨かれていくが、情報は
学ばなければいけない。そういったところで、eラーニングの活用は必要だと感じていただき、可能性
を見出していただいているようだ。 
 また、本社へと異動になった人に対してのｅラーニングの活用に関しても、可能性があると感じた。
企業⑥では、そういった社員に対して特別な研修は実施しておらず、先輩社員の背中を見て知識を吸
収することが通常のようだ。企業⑥のみならず、そういった企業は少なからず存在する。本社に異動
になった社員に対し、新入社員教育同様に数日間かけて研修を施すことは、時間とコストの関係上容
易ではない。本ｅラーニングでは基礎的な部分をカバーするマナーやＩＴ知識が盛り込まれているた
め、社員の振り返り（学び直し）教育の一環としての活用方法も提案できると感じた。 
 そういった意味では、企業⑥のヒアリングはバリエーションの幅を広げるヒントにもなり、大変有
益な情報をいただけたと言える。 
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調査企業の属性 
 

企業⑦ アパレル小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／25 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○ｅラーニングには非常に可能性を感じている。言ってみれば、携帯で見れる教科書だ。一年生だけ
ではない活用もできるのではないだろうか。 
○以前はタブーと言われていた内容が今は当たり前になり、常識になっていく。そういったことに対
応できるのはよい。 
○本における活字を読まない時代だ。スマートフォンで「会社に行くまでに」「誰かと待ち合わせで
待っているときに」という時間に、こういった教材で勉強をしてもらうといい。本であったら「勉
強」という感じになってしまうのだが、こういったツールであれば手軽に学んでもらえると思う。 
○ちゃんと勉強をしている人とそうでない人がいて、ふたを開けてみないとわからない状態だ。受講
者の進捗状況管理ができるのであれば、「面接のときに愛想はよかったが、実際にはこうだった」
ということもわかる。そういったことがわかることによって、教え方を変化させられて、非常に役
立つのではないか、と思った次第だ。 
○品質表示の例のように、前年と違うことになってしまう出来事はある。法律もどんどん変わってい
き、知らない間にどんどん更新されて行ってしまう。そういった意味では、最新の情報で常に変わ
っていくということは非常に大事だ。また、どこが変わったかということがわかるようにしてもら
えれば、初心者だけでなく、キャリアのある人も学べるツールになるのではないだろうか。 

 
＜課題＞ 
○文字情報での学びはもちろん大事なのだが、初心者用であれば、何か画像が入っているとイメージ
がつきやすいだろう。そこからクイズ形式が出てくると、なおわかりやすい。 

 
＜発展性＞ 
○わたしたちが当然だろうと思う言葉も、知らない人にはかみ砕かないといけない。大丈夫だろうと
思った内容でも、漢字の羅列で挫折する人もいる。文章がたくさんあっても、目が行くのは映像だ。
そこを楽しく入れられていると、学生にとっても面白くなるのではないか。 
○eラーニングのシステムとしては、スマホを取り出さないとできないことになるのだが、耳から聞
いているだけでも頭に入るということがある。電車の中で携帯を出せなくて学べなかったり、歩き
ながら学びたいという時がある。そういったときに、耳で聞きながら学べるとよいと感じた時があ
る。画面を見なくても、耳に焼き付けることができるものがあればよいと感じる。頭で考えてなか
ったとしても、耳に残っていたりする。「何か聞いた」と思っただけでも、そこから学ぼうという
気持ちになれる。難しい内容であれば画面を見ての学習が望ましいのだろうが、身近なもので、例
えばマナーなどであれば、耳にまず入れてから本格的に勉強する、ということもありなのだと思う。 
○慶弔には、女性であれば「こういったものは身に付けてはいけない」などがある。当社が扱ってい
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る商品には、そういったスーツ系のものもある。お客様がわからないから買っても構わない、とい
う状況があったとしても、「これは違います」とご説明して差し上げなくてはいけない。新卒の方
には、そういったことをまとめた教材を渡している。しかし、ちゃんと読んでいても、その場にな
ると忘れてしまう時もやはりある。そういった意味では、慶弔の内容が入っていると助かる。 
○学習をする上では、うんちくを知ると楽しい。すべてに対して知ることは難しいが、迷ったときに
その話を思い出せば覚えることもできる。たまにそういった内容があると、逆に楽しみがある。楽
しくなければ飽きてしまうだろう。 
○教材を見る際に、文字に色がついていることをポイントとしている。黒い文字の羅列であると飽き
てしまう。また、崩した書体の方がよい。「とっつきやすさ」が大事だ。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○昨年は希望者であるが、今年から内定者における販売・営業・デザイナー・パタンナーすべての職
種で、販売研修としてアルバイトに入ってもらっている。接客をしてもらうわけではなく、そのほ
かの業務（品番の読み方、挨拶の仕方など）に携わってもらい、当社のルールを学んでもらうこと
にしている。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○4月 1日から 3日間、本社において研修を行っている。どの職種においても、販売研修を行ってい
る。販売研修の中には、当社独自のマナーがあり、その研修＋社会人としてのルールを学んでもら
う。その後、配属先に配属している。 
○配属された後は、一人につき一人の先輩社員が教育係となり、1年間ついてもらうことにしている。
販売のことを中心としてＯＪＴとして学ばせるとともに、精神面でもサポートしてあげる体制を取
っている。会社としては、3か月研修を行うことにしている。 
○1か月、3か月、6か月で、それぞれの先輩社員にレポート書いてもらい、どのような感じなのか
ということを店長に報告し、もう一度指導のスケジュールを組み立てていく、ということをしてい
る。 

 
＜社員教育の悩み＞ 
○入社までに内定者を集合させ、簡単なマナーの言葉の練習などを行う。私たちはわかる言葉でも、
人によってはわからない、ということも多い。極端に言えば、肩パッドも知らない人がいる。そこ
が分からなければ説明もしにくい。入社前までに覚えてきてほしいこともあるため、教材などを渡
すことをしている。 

 
＜その他＞ 
○内定者の内訳として、販売職と営業職はほぼ大学生となっている。販売に関しては短大生も入って
いる。専門職は全員専門学校だ。一般の大学でファッションを学んでいた学生もたまに専門職にエ
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ントリーをしてくるのだが、パタンナーなどになると実技の試験があり、そこで壁に当たってしま
うようだ。 

 
 
考 察 
 社員研修に関して、非常にきめ細やかな研修体制を整えている印象であった。OJT を中心とし、ト
レーナーとなる社員から本部に新入社員の報告をさせ、それを加味して指導スケジュールを組み立て
る手法は参考になる内容であった。一方で、新入社員がファッションの基礎知識をあまり知らない点
では悩みを抱えているようで、教育する側としてのスタンスを模索されている印象であった。 
 本 e ラーニングについては、大変ご興味をお持ちいただくと同時に、新たな切り口における学習ス
タイルのアイディアもご提供いただいた。まず、視覚的な情報はもちろんであるが、視覚を必要せず
に聴覚のみで学習できるような内容があれば、音声化してみてもよいのでは、というご提案をいただ
いた。さまざまな教育ツールは世に出ているが、その中で耳から学習できる教材も多い。聴覚を刺激
する学習は記憶にも残りやすく、有効に働く可能性を秘めていると言えるだろう。また、教材内容と
して、慶弔における学習を取り入れることもご提案いただいた。特にフォーマルな商品を扱う会社に
おいては、そういったシーン別の知識という部分は大変重要な内容だ。将来、企業に対して提案をす
る際には、そういったシーンにおける教材リクエストは多いと言えるため、今後検討の余地は十分に
あると言えるだろう。 
 教材のビジュアルについても、大変参考になるご意見であった。ヒアリング協力者は自ら教材を作
成することもあるとのこと。学習者が飽きないための文字や画像の工夫を凝らすことが求められると
の意見は、実体験に基づくものであり、当教材でも取り入れるべき意見であったと言える。 
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調査企業の属性 
 

企業⑧ アパレル製造・小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／25 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○eラーニングの可能性はあると思っている。時代の風潮として、ＷＥＢ化が進んでいる。時間主義
も加速していくだろう。アパレルも、数年前まではネットで洋服を買うことはあり得なかった時代
だったが、今は当社もＥＣ比率が高くなってきている。 

 
＜課題＞ 
○課題になるのが、時間的に「いつやるのか」ということだ。会社から「やりなさい」という場合に
は、勤務時間内にやってほしい。その場合には、家で実施する選択肢がなくなる。我々としては、
リアル店舗の人間（販売員）にやってもらいたい。営業時間内に、店に 1台しかないパソコンで行
うとなると、調べたいことがあるなどで一度手を止めるということにもなる。なかなか連続して、
一定の時間で行うことが難しい。 
○ｅラーニングという場があるから、家に帰ってからなどにいつでもやっていいというふうにして、
自由に開放するのであればよい。しかし、やる人とやらない人が出てくる。そして、会社にとって
やってほしい人がやらないということがおそらくあるだろう。「自分は大丈夫」と思っている人ほ
ど抜けていることが多い。 

 
＜発展性・意見＞ 
○こういった教材内容は、座学でしっかり勉強するということも大事なのだが、どちらかというと現
場で躓いたときに「なんでかな」と思うものであるため、私たちとしては一回現場に入って、苦戦
して、そのうえで頑張って勉強しないと頭に入らないと思う。はじめからがっちりとやったりはし
ない。 
○川上から川下まで、という学習内容が入っているが、現場のスタッフにはこの構造がわからない人
もいる。今、自分がどの位置にいるのかということがわかれば全体構造も見えてくるし、自分のキ
ャリアを築く際にも必要なことだ。「当社はここのポジションだが、この会社はここだ」などのこ
とも見えてきて、立ち位置が分かる。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○研修は１ＤＡＹを 2回行うが、専門的なことはやらない。「こうしたら相手は喜ぶ」「こうしたら相
手は気持ちいい」といったことを行う。内定後、アルバイトで店に入ってもらう時もあるが、その
前に入店前研修をやって翌日から店に入ってもらう。入店前に何をやってほしいかを学生に聞いた
ところ、e ラーニング教材のような内容をやってほしいという声をもらうのだが、現場からは笑顔
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や挨拶のほうが大事だという声が聞かれる。現場の人が「この子を育てたくなる」という教育をし
てほしい、という意見が多い。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○新卒者に関してはアパレルのアルバイトをしたことはない、服飾の勉強をしたことがない、といっ
た人がほとんどだ。入社後は、大阪の専門学校と共同で開発したＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴ研修を半年
かけて行う。キャリアの人たちに関しては、座学の研修というよりは現場での研修になる。あとは
別途で、昇格した際には昇格時の役職者として必要な知識を学ぶ研修に参加してもらっている。 
○新卒の研修は、研修当日に資料を配ってそれに基づいて行っている。予習をしての研修は行ってい
ない。 
○今年から 2年目研修を行おうと考えている。内部登用と中途採用者は別だが、新卒の場合にはこれ
からのキャリアを考える研修を行おうと思っている。1 年目は「しんどい」で終わると思う。仕事
内容や人の顔を覚えなくてはならず、やることがたくさんある。ただ「しんどい」というところか
ら、2年目の中盤あたりから別のことを考える余裕が生まれるようになる。当社は 2年目の社員で
も早い人は昇格する。そのタイミングで、同期の中で上に上がっていったり、キャリアチェンジす
る人が出てくる。そこであらためて研修を行うことによって、キャリアを考えたり、視野を広げた
りしてほしいと思っている。あとは、同期が集まることによって情報共有や情報交換の場をこちら
が作ってあげている部分もある。シフトで動いている以上、そういった場はなかなか本人たちでは
作れない。 
○2年目研修の内容は専門的な研修ではなく、目標設定だとか、今後のキャリアをどう作っていくか、
不満があるのであればどういった内容か、そのような内容だ。ただ「しんどいから」ではなく、な
ぜそうなのかを考える。まだ若いので、自分が何にしんどいのかわからない人も多い。自分の位置
と考えを整理させる場にしたい。 

 
＜社員教育＞ 
○他社に比べて、研修というものを実施しておらず、基本的には現場の上長が部下を育てる、という
かたちになっていた。ただ、現場からは「研修をやってほしい」と声があがっていた。以前参加し
た eラーニングでは、研修をやるといった際には本当にやるのか、ということを確認したかった。 

 
＜その他＞ 
○採用は、新卒採用とアルバイトからの内部登用、中途採用の３種類ある。内部登用の場合には、試
験を受けてもらってそれに合格すると社員になれるシステムになっている。 
○研修で配る資料には、「これを見たらわかる」という資料もある。新卒に関しては、そういった資
料を頼っている。ただ、中途採用や内部登用はそういった資料がない。今はインターネットで調べ
ようと思ったら自分で調べられる時代だが、ネットでの情報はだれが書いたかわからないものも多
い。確かでない情報を言っていないか、という不安はある。 
○新卒の採用比率はその年によって違うが、だいたい大卒 7 割、専門学校・短大卒 3 割くらいだ。
こちらで比率を決めているわけではないのだが、だいたいそれぐらいの数字になっている。大学生
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は作りこんでくるのだが、専門学校生は服が好きという気持ちが伝わってくる。しかし、面接で競
り負けてしまう。 
○今の若い人たちは非常に素直で、教えればその通りにできる。あとは、「こうやれば楽しくないか」
というと、「楽しい」と思う。ただ、欠点として、そのやり方を教えてあげなければならない。裏
付けと保険を欲しがる。それでどうにかなるのであれば、こちらが用意してあげる。しかし、そう
いった人はあまり伸びしろはなく、変わるきっかけがないといけない。 

 
 
考 察 
 まず、企業⑧はよく自社の社員を見ている、という印象を持った。社員のマインドを良く読み、精
神的につらい局面がくるタイミングはいつか、会社として手を差し伸べるべき部分はどこか、などを
心得ており、社員に考えさせる仕掛けも研修では取り入れていると感じた。 
企業⑧は、前年度に本 e ラーニングを組織的に受講していただいた企業だ。企業として組織的に取

り組んでいただいたため、操作感や内容についてはご存じだった。WEB化が進み、様々なことで時短
と効率化という部分が風潮にある中、ヒアリング協力者は、eラーニングに対して可能性を見出し、評
価をしていただいた。ただ一方で、現場の声としては、座学における教育よりは「笑顔や挨拶のほう
が大事」といった意見があるとする点は、非常にリアルであった。会社で行っている研修内容も、専
門性のある研修よりは、ホスピタリティなど、現場で生かせる内容や実体験を大事にすることに徹底
していた。 
 eラーニングへの課題としては、実施時間帯へのご指摘をいただいた。以前から委員会や企業からの
ご意見としていただいている内容であり、企業側としては自宅学習を推奨することは労務規定上から
も難しい。また、eラーニングに自由にアクセスができる環境（福利厚生など）であったとしても、各
個人の学習意欲によって受講には差が出てきてしまうこともあり、そういった部分は運営する側も悩
ましいところだ。  
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調査企業の属性 
 

企業⑨ 関西地区の産業団体 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／25 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○このシステムは手軽。場所も選ばない。小さいところの会社であれば、会場に缶詰め状態にはでき
ない。大手であれば、部屋を用意してそこに集まって研修を行う。そういうことではなくて、手軽
で、見返せるということがいい。 
○ベーシックなラインに揃えていることはいいことだと思う。大半の社員は、服飾以外のジャンルか
ら入社している。言葉がわからない。出身校でも、習ったが違う場合もある。そうするとまた混乱
がある。服飾の学校出身者は習っているだろうが、一般大学生にとっては非常によいものだと思う。 

 
＜発展性・意見＞ 
○このｅラーニングは新入社員向けということであるが、もし当団体が活用させていただくとするな
らば新入社員教育の一環だろう。研修の３日目を終え、試験のような形で「これをやってきなさい」
と推奨することは、わたしたちの企画の中に含めることも可能だ。しかし、それはコストの問題が
絡んでくる。 
○企業ごとに教材はあるのかもしれないが、新入社員レベルでいえば共通するものは多いようにも感
じる。活用する上で引き出しさえ作っていただければいいように感じている。 
○これはバージョンアップしていかなくてはいけない。言葉など、どんどん古くなってくる。そうい
ったことをやってきた人の方が、手直しはしやすいだろう。 
○（勤務時間外で学習することを懸念する企業について）今、そういった企業が増えてきているのは
知っている。本当は、知らないのであれば覚えなさい、と言いたい気持ちもあるのだが。各受講者
によって、意識レベルの違いもある。 
○人事考課などでも活用はできるように感じる。いくらかのパターンを伝えてあげることが良い。「で
きあがっているものだから、ご自由に使ってください」というよりは、いくつかの使用パターンを
示してあげると良いだろう。 
○学校を卒業した人でも、特典というのは嬉しいものだ。できれば楽しく学べるほうがよい。それが
あるかないかで違う。 
○勉強するモチベーションというものもある。どこにも所属していないのに、この eラーニングに取
組むということはなかなか難しいだろう。小売であったり、百貨店だったり、何かに所属していて、
ある程度必要であるということにしないと、なかなか普及はしないだろう。やはりモチベーション
というものは必要であろう。 
○研修期間があり、「ここからここまでに終わらせなさい」ということを言っていかなくてはいけな
い。あとは、忘れてしまった知識を呼び覚ます、確認してもらうことも大事だと思っている。例え
ば、MD・バイヤーの設問は、その時点で取組んだとしても、実際の現場で使用しなければ忘れて
しまう。そのため、一年か二年後か、忘れてしまった時にやってもらうという事も大事だと思って
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いる。そういった意味で言えば、「このカテゴリーだけやり直したい」ということも必要だろう。1
つのカテゴリーだけに取組みたいという場合の料金体系も考えたほうが良い。 
○実際の現場に出てきて、いろいろなことを現場で学ぶ。現場で指導を受け続け、もう一度この eラ
ーニングを学んだ際に、スッとわかっていくだろう。そのためには、これを何回か使う、というこ
ともあり得る。そうなった時の為に、パッケージではなく、一つ一つの料金は必要になってくるだ
ろう。 
○これは初級編で、今後中級編ができていくのかもしれないが、いずれにしても手軽に学び、生かせ
ていければいい。あとは、リアルと織り交ぜる。リアルがないと、何のため勉強をしたのかわから
ない。 
○（画像に関して）随時アップデートしていく必要がある。画像が古いとやる気が失われる可能性が
ある。この業界は、文字が嫌いな部分があるため、動画を見せたほうが手っ取り早いときもある。
できるだけ興味をつなぐ上では、動きがあった方が良い。 
○売り込む先としては、大学というのもアリだ。専門学校ほど専門教育はしていないのだが、被服学
科を持っている学校もある。そういった学校に取り入れてもらえる可能性もあるだろう。それが 1
年次か 2年次かということはわからないが、ボリュームは確保できるのではないだろうか。 

 
 
団体が行っている教育について 
＜新入社員・新人教育＞ 
○3日間の研修を行っており、最初の 2日間はマナー研修（名刺の渡し方など）になる。ただ、去年
は趣向を変えてワークショップを行った。学生から社会人への切り替えのことなどをロールプレイ
ング形式で行った。3 日目は、繊維の基礎を行っている。検査機関と提携をしているので、そちら
の方に来てもらい、勉強してもらう。それから 2か月後くらいに、フォロー研修を行う。内容を覚
えているか、などのことを行う。 
○講師は毎回違うが、若くていろいろとご存知の方をお招きし、一日の最後に先輩からのメッセージ
として 1講座持ってもらうこともしている。 

 
＜社員教育＞ 
○今年考えているのが、同期会的な内容を考えている。入社●年目の社員を対象、という形で行うこ
とを想定している。●年目であればこれぐらいの内容は必要、ということもイベントとして盛り込
もうとは思っているが、どちらかといえばそこで若い人が集まって絆が出てくれば、業界的によく
なるのではないか、と思った次第だ。 
○モノづくりや繊維について学ぶ講座（塾）も実施している。初歩の初歩を学ぶ内容だ。30人限定、
年間 10回程度行っている。当団体は、外部での講演も含めると年間 200回くらい、当団体主催で
70回くらいは行っている。初心者教育において、先ほどの塾は抽選で行っているのだが、毎回実技
やコミュニケーションといった内容で進めている。 
○資格の受験講座も行っている。春ごろから進めている。 
○マーチャンダイジングの基礎から学ばせる講座を行っていた。5年くらい行ったのだが、そこでわ
かったのは、例えばプレタポルテという言葉が死語になってしまったりしている。ルーキーだと、
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カットソーも知らない。当団体は OEMのメンバーもいるのだが、OEMをやる上ではある程度の知
識がないといけない。彼ら（OEM）に言わせると、ブランドの人は言葉が通じないという。彼らの
書いた指示書ではモノが作れないという声も聞いた。言葉がわからない、単位がわからないという。
知る機会がないのだろう。ただ、知らなくてもよいという風には考えていない。講座が続いたとい
うことは、それなりのニーズもあったということだろう。 

 
 
考 察 
 関西地区で多くのメンバー企業を抱えており、実際に研修も多く実施をされているだけあって、リ
アルな声を多く聞くことができた。優良企業が多い一方で、なかなか新卒採用ができなかったりとい
った悩みを抱えている企業もあり、採用できたとしても研修までできているケースは限りなく少ない
ようだ。そういったなか、企業⑨ではさまざまな研修プログラムを実施して活性化を図っており、ま
たニーズに合わせたプログラムの改良も行っていることが伺えた。 
 本 e ラーニングに対しても、協力も含めて大変前向きなご意見を多数いただいた。ただ、その中で
のキーワードとして、価格設定が重要になってくることがわかった。企業が人材教育にかける費用は
限られており、場合によっては全く教育費をかけないという企業もある。その中で、どれだけのコス
トであれば受け入れていただけるかということは、今後運用する上では検討をしなくてはならないだ
ろう。昨年度までは、文部科学省からの委託を受けていたため、無料で開講をしていたが、今後は有
料化していかなくてはいけない。ただ、高すぎては導入がしづらいが、安すぎると人が離れたりモチ
ベーションの維持が難しくなるといった不文律も発生してくる。そういったバランスを取りながら、
慎重に、かつ早急に価格を設定することが課題となるだろう。 
 企業⑨が持つ発信力の高さやネットワークの広さ、求心力の大きさは非常に価値が高い。今後も情
報交換や交流を通して、協力体制を構築していければと考えている。 
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調査企業の属性 
 

企業⑩ ファッションビル開発・運営 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／26 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○基本のベースラインを固めるという事で言えば、いい内容だと思う。あとは、やるかやらないか、
という事だろう。 

 
＜発展性・意見＞ 
○販売員教育、販売員の育成として、ディベロッパーの当社から各テナント様へのご紹介をすること
はできると思っている。当社で教材として活用し、全店で、ということであると、私の回答として
はノーと言わざるを得ないが、当店舗にご出展いただいているテナント様に育成として、というこ
とはできる。当社全社としての研修は行っているが、教材としてはない。当社の中で働いてもらう
という上でのオリエンテーションはあるが、それはあくまで当社館内の共通ルールだ。販売員はこ
うあるべきだ、という共通ルールは百貨店のように持っていない。ただ、あまりにも価格が高いと
薦めづらい。あとは、企業として申し込むのか、個人として申し込むのか、ということもあるだろ
う。 
○各テナントは独自のルールや教育を行っている。そのため、強制はできない。ただ、共有はできる。
選択肢の一つとしてご紹介をすることはできる。学ぶツールにおいては、一択ということは時代的
には通用しない。特にファッションに関しては言えることだと思う。ファッションビジネスにおい
ては、ここが強いということもない。だからこそ、幅を広げるために選択肢も広げることが大事だ
と思う。 
○今の世代は、この教材のようにデジタルで文字を多く読むことに対し、それほど抵抗はないように
感じる。20代前半はメールを見るし、細かい資料も読む。世代が上の人たちは映像で見たいという
考えを持つだろう。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○地方で内定者がグループワークとして、当社にとってこれが欲しい、こうあってほしいなどの理想
像を述べることをしている。ただ、店舗ごとのコンディションがあるため、その店舗の内情に沿っ
た内容を述べていくことをしている。 
○教育は段階を踏んでいる。●か月に 1度、などのペースでステップを踏んでいったが、そこに出席
するかしないかは本人の自由となっている。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○新入社員に関しては、いったん本部の人事部預かりになり、人事部から当社のノウハウの説明を受
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ける。 
○3月の入社式を終えて 4月～5月において本部で研修があり、その後 6月に配属が決定する。新入
社員は、本部のままとどまる人もいれば、各店舗に配属されるということもあるだろう。ただ、本
部と店舗で違うのは、テナント（ショップ）がいるので、そのメンテナンスが必要になってくるた
め、そこがプラスになる。店舗に配属になった人に関しては、チューターがいるので、数字であっ
たり契約であったり、テナントへのメンテナンスの教育指導が入る。 
○教育はカリキュラムが組まれているため、それを踏んでいっている。 
○新入社員教育における問題点は今のところないようにも思える。 
 
＜社員教育＞ 
○テキストなどは特に存在せず、先輩社員を見て覚えている。いろいろとやりがいはある。 
○当社では eラーニングは知っている限りやっていない。集合研修と OJTで学んでいる。 

 
＜その他＞ 
○ファッションのビルという認識で当社はイメージを付けられているし、ファッションが好きな人が
入ってくる職業・企業だと見られているが、当社は不動産業であり、テナント業だ。誘致し、リー
スしたりすることが仕事だ。自社社員の育成という意味では、店舗ではなく、本部となっている。 
○どこの業界にも言えることであるが、人材難だ。離職に関してもケアをしていかなくてはいけない。
実際にそういった話は聞くし、身近な人も辞めていく現状はある。 
○テナントに対する教育は、本部で研修を行っている。接客であったり英会話であったりロールプレ
イング研修を行っている。それは年 1回行っている。 

 
 
考 察 
 ヒアリング協力者は実際の教育担当者ではなく、店舗の営業課の方であるため、知り得る範囲の情
報においてご意見を伺った。 
 教育においては、本部が主導する研修プログラムに則って教育が施されたのち、各店舗（一部本部
に残留）に配属されるとのことであった。仕事内容としてはファッションではなく、ディベロッパー
としての役割になるとのこと。各店舗で具体的な研修は行っていないが、先輩社員の背中を見て育つ、
現場での経験で成長する、直接的なコミュニケーションをとるといったことを重要視しているとのこ
とであった。 
 ヒアリング担当者個人としては、eラーニングにご理解を示していただいた。今、若い世代の人はデ
ジタルで文字を読むことは特に苦にならないだろうというご意見であった。ただ、教育に関しては完
全に本部マターであるため、本 e ラーニングにおいては、会社として導入するといったことはなかな
か難しいようだ。しかし一方で、店舗のテナント様に対し、ご紹介をいただくことは可能であるとの
ことであった。ファッションがライフスタイル方面へと変化する中で、選択肢を広げ、ご協力をいた
だくことは、本教材の可能性も広がることだろう。今後、本部に対しても可能性を聞き、本 e ラーニ
ングの有用性を探っていきたい。 
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調査企業の属性 
 

企業⑪ 百貨店 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／26 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○教材を拝見していて、すごいなと思った。ただわたしも学んだことなのだが、売り場の基礎知識（品
質表示も含め）としていろいろな学習をしており、テキストも用意されている。e ラーニングも本
部でやっている。規格もいろいろと変わってくるが、その場合にはダイレクトですぐ eラーニング
で学ぶ。 

 
＜課題＞ 
○eラーニングは利便性がある一方で、座学のように先生がいて質問をして、こういった場合はこう
だ、という部分を組み合わせないと、定着率という部分では疑問符が付くと思う。わたしたちも学
んだことを覚えているかと言ったら、覚えていないものもある。 

 
＜発展性・意見＞ 
○何かと何かを組み合わせる。サブツールとしての役割を担う位置づけの方がよい。 
○掛け合わせが重要だと思う。例えば学校は教員の方々がいらっしゃるので、eラーニングをする際
に会場に教員の方にお越しいただいて、受講者は基本的なことを学んでから eラーニングに取組む
などの仕組みだといいのではないか。やったことへの付加価値も大きい。 
○eラーニングは、一気にやるよりはカテゴリーで分けたほうがいい。内容が薄くなってしまう。 
 

 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○内定者には、インターンシップなどは行っている。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○1年目 2年目に関しては、ある程度体系立てて教育を行っている。一番初めの社会人としてのマナ
ーや行動、販売員としての要素、業務知識、最低限やらなければいけないこと、セールス、商品管
理、売り場づくり、品ぞろえなどの顧客面など。わたしは顧客も担当しているため、顧客に対する
当社のプログラムを使ったアプローチなどがあり、そういったことを体系だって教えている。 
○各分野で深堀りをして勉強をし、テストを受けることもしている。例えば、VMD であれば VMD
だけを学ぶ。また、売り場のコミュニケーションスキルであったりと、項目ごとに行っている。 
○法律の変更であるとかは、変わればすぐに変更をする。映像などを用意され、映像を見なければ先
に進めない仕組みになっている。e ラーニングのように「飛ばす」ということができない仕組みに
なっている。全ての映像を見たうえでテストをし、点数も出されることになっている。就業中に受
講をしてもらうことにしている。社員に 1台、パソコンが支給されている。ポータルのサイトに飛
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んで受講をしてもらうことになっている。PCは社外持ち出しは禁止されており、社内 LANに繋げ
ている。 
○マナーは集合教育でもやるのだが、基本的には接客レベルは維持をしていかなくてはいけない。教
育を請け負う部署にトレーナーがいるのだが、お辞儀の仕方も含めて、一番初めに行う事だ。そこ
がベースになっている。 

 
＜社員教育＞ 
○画像を入れ込んだテキストがある。領域も分け（婦人服・紳士服など）、細かく体系化されている。 
○外部団体が行っている研修にも積極的に出るようにしている。そういった部分では、教育体制とい
うことで言えば長い歴史で培ったノウハウの蓄積の中で、テキストを作成し、それを共有すること
をしている。 
○教材作成は内製だと聞いている。担当ではないので明確には言えないのだが、本部でそれをすべて
管轄している。ただ、見る限りはかなりテキストも詳しくできていると思う。 
○eラーニング教材は動画ベースだ。資料だとか絵であれば、フラッシュで落とし込んでいる。パワ
ーポイントで作ったものを紙芝居形式で見てもらい、そこに入ってくる。 
○動画については接客などに導入しているが、勉強という事で言えばパワーポイントのスライド方式
がメインとなる。当社は売り場という武器があるため、「売り場で実際にこういった場合は」など
を学んでいる。 
○本格的に eラーニングを取り入れたのは、3年前くらいだと思う。 
○環境に対する eラーニングや品質表示法など、全社員に向けた内容だ。ファッション領域に関して
は、基本的にはテキストベースの座学で行っていくという事が軸になっている。 
○当社では階層別の研修を行っておらず、それが課題である。体系だったものがない。基本的には
OJTだ。 
○昇進昇格の際には研修がある。それを受けていないといけない。昇進昇格に関しては筆記試験はな
く、外部の研修に参加してもらう。全国からその資格に相当する人が集まり、ディスカッションや
面接などを行い、2 日間参加する。管理職になると、月に 2 日間×半年の研修がある。資格等級が
上がる面接を受け、昇格をすることになっている。 

 
＜その他＞ 
○当社は国家資格を取得することを推奨している。ファッション分野であればフィッティングアドバ
イザーだとか、食料品であれば杜氏（利き酒師）やワインアドバイザー、野菜ソムリエなど、領域
によって資格を取った場合には、資格給として給与への反映もしている。 
○テナント様など、長期契約で当社に勤務をいただく方への教育に関しては、半日かけて入店前教育
を行う。事前に、当社のルールを学ぶ内容としている。 
○販売の基本ルールを示した冊子があるのだが、それは全社員が持っている。そこにはお客様のお問
合わせ、カードのお支払い、ポイント制度などが含まれている。それさえあればある程度の対応が
可能だ。販売ルールであるとか、レジに関すること、コンプライアンス、品質方針、社会貢献活動、
接客の心構えもある。 
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○通信教育を斡旋している。通信教育のメニューがある。修了すれば学費も一部補助される。組合員
も非組合員も受けられる。大手の外部団体が行っているメニューも入っている。 
○基礎的な事で言えばインナーで出来てしまっている部分が多い。どちらかというと人的支援が欲し
い。例えばデザイナーの方に、ファッショントレンドやこれからのライフスタイルについて語って
もらうなど、そういったことの方が興味を持って聞いてもらえるように思う。デザイナーの方々が
地方に来てなにかやっていただくと、こちらの社員は大変喜ぶ。 
○当店舗はローカルだ。ファッションの新しい情報がなかなかこない。できれば東京のトレンドチッ
クな情報を知らせてあげたいと思っている。 

 
 
考 察 
 企業⑪の教育の充実ぶりには大変驚かされた。新入社員教育では体系だったカリキュラムが組まれ
ており、テキストの整備、さらには数年前から eラーニングを導入した教育が実践されていた。また、
通信教育の推奨とそれに対する補助制度も整えられていた。外部団体が開講している講座や資格取得
トレーニングなどをメニューとして揃えており、社員は任意で受講をすることが可能。また、資格を
取得した場合のインセンティブも用意されており、社員の知識・技術向上を積極的に後押ししている
と感じた。 
学習で使用されるテキストは画像を中心に構成されており、紳士服、婦人服など、領域別に分かれ

た専門性のあるものであった。また、eラーニングにおいては社内ネットワークの中で行い、動画やフ
ラッシュなども組み込んだもので、本教材が理想の一つと考えている構成だ。本教材は、24時間にお
ける隙間時間での学習を狙っており、企業⑪のように社内限定での学習というと若干方向性を異とす
るのだが、環境が整えば大いに参考となるスタイルであると言える。 
それと同時に、デメリットもすでに把握されており、eラーニングにおいては、別のスタイル（例え

ば集合教育）の研修との掛け合わせで効果を発揮するといった意見は、まさにそのとおりであると感
じた。他のヒアリング企業でも意見が出ていたが、研修を補完したり、やったことを振り返る際に使
用することで効果が期待できるという意見は出ており、eラーニングの方向性としてはやはりサブツー
ルとしての位置づけになるのではないかと感じる。 
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調査企業の属性 
 

企業⑫ アパレル小売業 
 

ヒアリング日時 
 

2018／1／26 

 
本ｅラーニングについて 
－ 全体としての評価 － 
○当社としては、使いたい内容だ。もし、新入社員向けであれば、社会人としての基本的なマナーは
入っていてほしい。挨拶などももちろんなのだが、上座下座などを知らない人も多くて困っている。
新入社員教育でそういったことは組み込んであるものの、おそらくもう忘れ去っている。そういっ
たことが定点で見れたりするとよい。 
○内容が濃い印象を持った。アパレルはどこもそうであると思うが、最終的には自分で勉強しなくて
はいけない部分もあり、offの時間に学ばなくてはいけない部分もある。そんな中、eラーニングで
あれば非常に学びやすいと思った。 
○内容的にも、一番初めに研修をするものと重複するものもあったのだが、接客する上で必要なこと
はたくさんあった。 
○管理者画面で進捗を見られるのは非常にありがたい。実際にやっているのかということを見られる
ことは必要だ。 

 
＜課題＞ 
○画像はもう少し多い方が見やすいと思う。 

 
＜発展性・意見＞ 
○以前参加した eラーニングにおいては、社員に受講を強制はしていない。ひとまず、全員がエント
リーをしたのだが、どのレベルでやるかは個人に任せていた。人によっては家でやったり、勤務時
間前に早く出勤して取り組んだりしていたようだ。内容的に基本的な部分だけではなく、専門性も
あった。使い勝手も悪いなどの印象はなかった。自分たちのレベルに合わせて各個人が取り組んで
いたと思う。 
○以前の eラーニングに参加した経緯としては、実験的にという部分もあったのだが、同じ店舗内や
同期内でも、月 800 万円売る人もいれば 200 万の人もいる。そういった中で、熱心な人は勉強す
るし力をつけていくのだが、（下の層の）人たちをどう引き上げてあげられるのかということを考
えていた。 
○今の大学生などは、大学生に上がる前に eラーニングで宿題を出されるということも多かったよう
だ。若い人たちは eラーニングには馴染みがあると思う。 
○TOEICの対策講座で eラーニングを使用した時がある。そういったことで使用する学生がいたら、

e ラーニングも普通に受け入れられると思っている。当社も内定者に本を渡しているのだが、そう
いったことよりもスマホで学んだ方がやりやすいのではと思う。 
○どの企業でも言えることだが、人員不足だと思う。そんななかで、研修をしたりロールプレイング
をしたり勉強をしたりすると拘束時間が長くなり、辞める原因にもつながっている部分もある。そ
ういった知識を最初から持っておいた方が良い。 
○大学生の場合には、一問一答一解説の方がやりやすいと思う。おそらく、一気にできる人は少ない。
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時間的なこともそうだし、それが負担になっても良くないと思う。 
○（教材に歴史の内容を入れることについて）年表などはいらないと思う。ただ、特に男性のお客様
に多いのだがうんちくが好きな人がいる。男性の接客をする上では必要だと思うので、そういった
謂れなどはあってもよいと思う。男性の販売員でそういったことを知っている人は必要だと思う。
逆に女性は少し苦手かもしれない。 

 
 
自社の教育について 
＜内定者教育＞ 
○内定式までは内定者に特別なことを行ってはいない。ただ、外部のツールなどを使用し、内定者コ
ミュニティサイトを作る。その中に、当社が独自にやっているブログなども流している。そういっ
たことを通じて気にとめてもらい、内定者辞退の防止なども行っている。 
○内定式と半分研修というスタイルをとっている。企業理念の話や、パリに研修を行ってもらうのだ
が、海外リサーチの説明も行う。あとは、内定者への課題として、本を 6冊渡している。アパレル
にこだわらず、部下の哲学といった本や、働き方の本など。それとともに、ファッションビジネス
能力検定や色彩、ファッション販売検定の 3 級を受けてほしいと言っている。当社は毎年、15 名
程採用をしているのだが、その中でファッションを勉強してきた人は 2名くらいしかいない。残り
の人たちは、全く関係のない四大卒の人たちだ。そこでしっかり基礎を身に付けてほしいと思って
おり、その 3つは推奨している。それが内定段階での研修になっている。 
○検定試験については、仮に不合格であったとしても、もう一度受験させるなどの強制はしない。し
かし、いずれにしても全員に一度は受験してもらっている。これは個人勉強として、自分たちで本
を買ってもらい、申し込んでもらう。ファッションビジネス能力検定でも、例えば「川上」という
こともわからない場合はある。そういったことを学べるという事で、基本的な知識になるとは思う。 

 
＜新入社員・新人教育＞ 
○入社後は、1週間の本社研修を行っている。新入社員に関しては、関東出身者であっても広島に来
てもらって研修を行うようにしている。社会人の基本的なこと、７つの習慣の話を 1～2 日間かけ
て行い、残りが販売のことに注力している。取り扱いブランドの説明や服の細かいディティールの
話などをし、店頭に立ってもらう。 
○マナー研修は新人教育に取り入れている。名刺の受け渡しや電話の取り方などを行っている。外部
講師は呼んでいない。自社でマニュアルを作っており、その中にそういった研修を設けている。マ
ニュアルは紙で配布をしていて、ファイルにすると結構な容量になる。 
○取扱いブランドが 300 ブランドを超える。そういった情報をまとめてファイリングするとかなり
太いファイルでないと収まらない。お客様にどうやってそのブランドを伝えるか、なども入れ込ん
だりしている。 

 
＜社員教育＞ 
○副店長以上の職種に就くときには、リーダー研修として 1 年に 1 回外部の講師をお招きして行っ
ている。マネジメントの基本的なこと、数字の見方などを学んでもらっている。 
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＜その他＞ 
○社会人になったら、勉強をする機会が減る。当社でも人事考課に自己啓発的な項目を 1つは入れて
いる。半期に 5個目標を作るのだが、その中の一つに自己啓発的な部分を設けてもらい、仕事に関
する本を読ませたりしている。お客様と接する上でも、そういったことをしなくてはいけない職種
であると思っている。 
○今使っているマナーの本が、FAXの送り方なども記載されている。これは今の時代にいるのか、と
思う部分もある。なかなかいい本がないと思っていたところだ。 
○最近、新入社員と話をしていた内容であるが、ファーストアプローチはいけるが、セカンドアプロ
ーチとして、何を話したらいいかわからないという人がいた。ファーストアプローチではこう言っ
たらいい、セカンドアプローチでこう言ったらいい、というマニュアルはある。ただ、それ通りに
できない。応用も利いていない。そういう時は、ロールプレイングを繰り返しただけ、ということ
になった。当社の商品はセルフで売れるものではない。そこは、提案をしていかなくてはいけない。
苦手意識を持って逃げ回っている社員もいる。どうしたらいいか迷っている。 
○販売員はすごくよい仕事だ。服を通してお客様を幸せにするという仕事なのだが、そこに行きつか
ないまま辞めていっている人が多い。本当にいい仕事で、お客様の人生を豊かにするということを、
私たちも言っているのだが、わかってもらえていない部分もある。そういったところを新入社員の
皆さんにはわかってもらいたい。 

 
 
考 察 
 本 e ラーニングには、実験段階からご協力いただいている企業であり、今回も前向きな意見交換が
できた。人材育成面では、しっかりとした教育カリキュラムが確立されていた他、業務や研修マニュ
アルも充実させており、非常に熱心に取り組まれている印象がある。また、ファッションにおける知
識習得を大事にされており、入社前の段階で検定試験の受験を推奨するなど、社員のレベル向上を意
識されているようだ。 
 e ラーニングにおいては、OFF 時間での学習で活用が期待できるという印象をお持ちいただいたよ
うだ。研修では知識面までカバーすることは、企業⑫に関わらずどの企業でも容易ではなく、社員の
自己努力によって習得をしてもらわなくてはならない部分が多い。企業⑫の新卒採用比率は大卒が大
半を占めているため、知識面で苦労することは多いようだが、この教材であれば隙間時間で学習する
ことが可能だ。進捗状況管理もできるため、教育担当者としても助かる、とのことであった。難易度
も適当とのことで、フィット感はあると言える。 
 若い世代は、eラーニングを学生時代から使っている場合が多く、抵抗感を持たないのではないかと
いうことであった。ヒアリング協力者も学生時代に e ラーニングを用いて学習した経験があるとのこ
と。本 e ラーニングのメインターゲットは、新入社員をはじめとした若い世代だ。システムの操作感
も問題ない。時代の風潮からもしても、親和性は高いと感じることができた。 
 

 

71



72



4．過去の事業概要 
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平成 23年度 事業内容 
取組概要 
ファッション業界従事者の知識・技術の底上げを目的とし、「研修内容を等比級数的に広げて

いくこと」を念頭に置き、グローバルなゼネラリスト、プロデューサーを養成するための検討を
行った。 
 
事業成果 
社会人教育としての研修目標を、人間力、専門力、経営力の 3つの力に的を絞り、ファッシ

ョン業界における中核的人材の要件を以下の通り整理した。 
①倫理観とマナー、企業の社会的責任、道徳、行動規範（企業、社会の構成員の一人として商

法、民法、刑法、労働法、その他の業法を遵守、徹底し、内部統制を計る）②人間力向上とリー
ダーシップ（指導力や協調、柔軟精神）③人生の質を高めるコミュニケーション術（社会性、協
調性、人間性の向上を計る）④キャリア意識を高めさせる機会。課題意識を持って、矛盾実態を
把握（管理者として、自責で物事を解決、周りを巻き込んでの仕事を進めるスキルを身につける
意識）⑤ファッションビジネス用語（使用実態を学び、ビジネスマナーの基本を習得）⑥ファッ
ション産業の構造変化（産学構造の把握と専門構造の把握、対応）⑦ファッションビジネスの仕
組みと仕事を理解（職種の把握、選択の理解）⑧素材と産地の知識（日本・世界）（繊維原料の
分類、産地の知識、製作者の情熱の理解）⑨製品の知識（色彩、形態等、美的選択眼を養う。世
界のサイズを知り、バランスを理解）⑩マーケティング・マーチャンダイジング（顧客視点で、
戦略的商品企画、計画を養う為の企画書作り）⑪アパレルと流通の現状把握と今後の対応⑫法
律・法規の理解（アパレル業界）（ファッション業界における、繊維、品質ガイドラインを理解。
今のグローバル化の中、製品の安全性を確保する力）。 
本事業の目的を参加企業に理解してもらえるよう働き掛けを行った結果、社内の人事研修シス

テムの一環として取り入れてもらい、将来的にファッション業界の更なる発展に寄与するきっか
けとなった。また、アフターケアとして、講座の修了生のサークルをつくり、人脈づくり、社会
的つながりを作ったことから、授業形態の対話型、グループワーク、ケーススタディ、ケースメ
ソッド、プレゼンテーション型授業形態の成果が表れた。 

 
次年度事業との継続性・関連性 
ファッション業界に 7～8年従事しており、問題提起ができ、それを現実的に解決し発展させ

る能力を身につけた最終幹部候補に向けて 2つの研修を組み立てる。平成 23年度事業が各参加
者が在籍する企業の企業内研修（ON-JT、OFF-JT）実施のきっかけとなり、講義の項目や授業
形態には確固たる形が定まったが、加えてアパレル業界の生産動向が中国、韓国、台湾を中心と
した東アジアにシフトしている現状から、各社社歴 7～8年の中核的人材をターゲットにして、
世界に通用するスキルを身につけ、問題提起をし、それを現実的に解決し発展させる能力の必要
性を確認した。 

 
 
 
 
 

74



平成 24年度 事業内容 
取組概要 
内需の拡大が難しい一方で、海外市場に向けた展開は本格化していない背景がある。変化が大

きく早いファッション分野では、知識の更新、学び直しは業界の底上げのために重要である。そ
こで、「人間力」「専門力」「経営力」を研修の柱として、ファッション業界に 7～8年従事して
いる社会人に対し、世界に通用するスキルを身につけ、問題提起をし、それを現実的に解決し、
発展させる能力を身につけると同時に、専門的知識を持ち合わせているゼネラリスト、プロデュ
ーサーを育成した。特に最終幹部候補を対象に、クラウド型インターネットサービスを利用した
講義・演習を実施した。 

 
事業成果 
問題意識の共有と改善の方策について実施検証し、ファッション業界における最終幹部候補人

材の要件を以下の通り整理した。 
①倫理観と企業の社会的責任、道徳（企業、社会の構成員の一人として商法、民法、刑法、労

働法、その他の業法を遵守、徹底し、内部統制を計るとともに、グローバルな視野に立って自ら
提起する力）②人間力向上とリーダーシップ（グローバルな立場で必要とされる指導力や協調、
柔軟な精神）③行動規範・コンプライアンス④教える為の技術（身につけた知識、技術を伝える
技術）⑤ファッションビジネス概論（グローバルな視点に立ったファッションビジネスの構造を
知り、新たな展開を探る力）⑥ファッション産業の構造変化（他業種の成功例も参考に、ファッ
ション業界のさらなる発展の糸口を、既成概念にとらわれない発想力）⑦素材と産地の知識（日
本・世界）（グローバルな視点から、日本のファッション産業の強みを探る力）⑧アジアを中心
としたグローバルな環境変化を把握し対応する力⑨アパレル知識（生産、小売、品質）（生産プ
ロセスを理解し、品質の安定化について学び、ファッション商品として価値あるものづくりを探
る力）⑩マーケティング・マーチャンダイジング（グローバル展開を踏まえた手法を学び、ビジ
ネスチャンスを掴む目を養い、実践への糸口を探る力）⑪アパレルと流通の現状把握と今後の対
応⑫法律・法規（アパレル業界）（ファッション業界における、繊維、品質ガイドラインを理解
し、今のグローバル化の中、製品の安全性を確保する力） 
産と学の立場の違いを踏まえ、問題意識の共有と改善の方策について実施検証した。また、企

業は、研修に受講生を参加させっぱなしにならないよう、研修の途中経過、最終発表等に参加し、
受講生の行動変容や企業内での普及方法を調査した。評価指標は、同じファッション業界とはい
え、異業種、千差万別の経歴、目標が異なる人々にも当てはまる正当・公平な評価基準、手法の
あり方の策定が、「社会人教育システム構築」における大きな課題の一つとなった。 

 
25年度事業との継続性・関連性 
ファッション業界に従事した年数を問わず、幅広い職種の人々に共通し永続的に必要であろう

知識や技術の欠如等、研修を通じて産と学がお互いに理解し合えた。産からの要望は、ビジネス
マナーやコミュニケーションといった社会人として必須である基礎的・基本的な学び直しという
場の提供である。その課題として指摘されたのは、アパレル分野に特化した専門技術・知識につ
いては高度なレベルにある一方で、社会人として身に付けておくべきビジネスマナーやコミュニ
ケーションに関しては、まとまった教育・研修を受けずに年数が経過し、今後、後進の育成指導
にあたるリーダーとして、また経営幹部へ進む上で、やや不安が残るという点。また、講義・講
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習の過程で実施されたパソコンを使ってのプレゼンテーション演習などで、パソコン自体やソフ
トの扱いに苦慮する局面が散見された。こうした前年度の事業の過程で抽出された課題・問題点
に対応するテーマとして、「社会人基礎力の学び直し」を設定した。 
そして、アパレル・ファッション業界に 7～8年従事している社会人、特に最終幹部候補を対

象に、対話やグループワークを多く用いた授業形態を提供したが、受講者は企業内で業務の中核
を担っている人材が占めており、多忙を理由とした欠席が多かった。欠席者多数の回では講座の
実施、運営が困難であった。これら業界の要望と課題を踏まえた改善策として、同じファッショ
ン業界とはいえ、異業種、千差万別の経歴、目標が異なる人々にも対応すべく、社会人として最
低限必須となるビジネスマナーやコミュニケーションといった基礎的知識・常識を学習・復習す
る 2教材と、キャリアアップを目指す方に必要となる、ものの見方・考え方を学ぶ 2教材を作
成した。社内事情により従業員に研修の機会を提供できないアパレル・ファッション関連企業、
また長年社会人経験はあるが、再度研修により自己を見直したいという学習意欲ある業界人、そ
して本取組みを転職、再就職への活用として考えている文化服装学院卒業生を対象に、自由な時
間と場所を使って学習できる eラーニングを用意した。 

 
 
 
 

平成 25年度 事業内容 
取組概要 
平成 24年度までの事業において検証した事実、それは幅広い職種の人々に向けて共通した知

識や技術、最終幹部候補、仕事に問題提起できる若年層（離職者や異業種からの転職者も含む）
を問わず、永続的に必要な職業能力の源が存在することである。その永続的に必要な職業能力の
源に対応する「学習ユニット」を作成し、ｅラーニングを用いて業界に普及させることを目的に
実施した。特に力を入れた未就職者支援（Fashion Career Link）では、企業と卒業生とのマッ
チングを目指した結果、他業界で従事していた卒業生を希望するファッション業界への転職に導
いた。 

 
事業成果 
社会人として必須である基礎的・基本的知識の習得を目的とした教材を中心に、時間や場所に

縛られずに自由に学習できる eラーニングを用意した結果、学習参加者が昨年度の講義・演習
形式（34名 26社）から 410名（企業 35社＋文化服装学院卒業生）と大幅に増えた。eラー
ニング実施前には、eラーニング導入実績や未導入企業への関心度等について調査を行い、eラ
ーニングの活用状況やニーズを確認、eラーニング実施後には、eラーニング を使った社員教
育の効果や満足度、課題、教材レベル、業界が必要とする教材コンテンツなどの現状を確認した。
eラーニングの受講企業 35社の人事・研修部門を中心とする各社の担当者とは、各社の受講率、
修了率の確認を中心に定期的な連絡や業界の動向を踏まえた情報共有を行った。その結果、本事
業の目的を直接伝達することができ、受講終了後の受講率、修了率は予想以上に高いものとなっ
た。事後アンケートの回答内容から判断して、大半の企業が教材の内容、質、量に好意的であっ
たこと、そして、教材ごとの受講率や修了率、アンケート結果から、企業の方々の一般常識力や
社会人としての基礎的知識といったレベル基準を計ることができたことから、社会人教育として

76



基本となるテキストが完成した。また、未就職卒業生（フリーター、ニート）を中心に就職支援
するシステム「Fashion Career Link」が開始し、未就職者支援の基盤ができた。実績として、
eラーニングを受講した文化服装学院卒業生に「Fashion Career Link」を通してキャリア相談
を実施した結果、他業界から希望するファッション業界への転職に導いた。 

 
26年度事業との継続性・関連性 
平成 24年度事業の講義・演習形態と比べて受講生が大幅に増えた物理的な要因と、企業担当

者と受講者を対象とした事後アンケート結果により評価が高かった eラーニングを継続する。e
ラーニングの受講者を対象とした受講後のアンケート結果では、アパレル業界に特化した専門職
向けの教材を受講したいとの要望が非常に多かったことを受け、業界における中核的職種である
ＭＤ、バイヤー向けの教材を用意する。ＭＤ、バイヤー職は、アパレル販売スタッフがキャリア
アップとして希望する職種であり、全国各地に散在し、空き時間が不規則な販売スタッフが自由
な時間と場所を使って学習できる eラーニングは、ファッション業界にとってメリットがある。
前年度に基礎的な枠組みを作成した評価基準については、カリキュラム修了時に総合修了試験を
実施して、その得点の高低による明確な評価基準を策定し、未就職者には本事業の趣旨に賛同す
るアパレル企業とジョブマッチングの機会を設ける。更には、前年度に「Fashion Career Link」
を通して、eラーニング受講者であり、やむなく他業種で勤務していた文化服装学院卒業生を、
本人が希望するファッション業界への転職を導いた実績を基に、未就職者に対する就職アドバイ
ス、ジョブマッチングとニート、フリーターへの就職支援も行っていく。 

 
 
 
 

平成 26年度 事業内容 
取組概要 
業界の要望に基づいて、東京、大阪、広島、九州のファッション系大学、専門学校の卒業生を

対象に eラーニングを用いて、社会人、女性へ学び直しの機会を提供した。eラーニングの内容
は、業界の中核的人材が担う、ＭＤなどの職種に就くための専門教育となり、構築された学習ユ
ニットの中で、評価基準を明確にした。更に未就職者に対する就職アドバイス、ジョブマッチン
グを行い、ニート、フリーターへの支援もしていった。 

 
事業成果 

eラーニングの内容は、前年度の事業においてファッション業界関係者から要望があった、業
界の中核的人材が担うＭＤ、バイヤー、総合職といった業界の職種に特化した専門教育とし、達
成度を考慮して構築された段階的学習ユニットを作成した。その教材は、教材 1～4のうち、そ
れぞれ難易度が低いレベル（Lv1,3,5,7）の教材が最初に画面に表示される。どの教材からでも
学習開始ができ、それぞれ 15問制覇すると、その都度難易度が高いレベル（Lv2,4,6,8）が画
面に表示される（4教材 Lv1～8で 120問）。各教材は 2つのレベルを制覇すると、その教材の
『理解度チェック』が表示される。『理解度チェック』は、教材の解説を熟読して理解していれ
ば解けるレベル設定で、合格ラインに達するまで何度でもチャレンジ可能とした。4つの教材の
理解度チェックを全て合格すると、総合修了試験の受験資格が与えられる。教材及び理解度チェ
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ックをクリアしていれば高得点が取れるレベル設定としている。1回のみ受験可能とし、受験後
には点数の高低による評価基準の付与と修了証（PDF）を発行（ダウンロードできる画面が表示
される）した。eラーニングの全カリキュラムを受講し終えた受講生に総合修了試験の受験資格
を与え、得点の高低によって付与する評価基準（A～E評価）を作成した。全国に多く散在し、
時間が不規則なファッション業界の人材 444名が eラーニングを用いて共通の教材を学ぶこと
ができた。 

e ラーニングを活用した段階的学習ユニットの提供による学び直しの機会提供を行ったが、
「卒業生」グループについては全修了者 25 名の内、希望者に対してジョブマッチングサポート
を行うことになっており、希望者数は 7 名であった。実際のジョブマッチングサポート活動に
ついては、7名に対する個別相談を始め、2月 26日（木）には対象者を広げてキャリア相談会
を開催した。事業終了後には成果報告書を作成し、関係する産官学に計約 500部配布した。産
は、アパレル業界関連団体、企業、官は文部科学省、経済産業省、各都道府県の教育委員会、学
は全国の家政・ファッション系の大学、専門学校、高等学校とした。本内容は、本校のホームペ
ージにも提示した。 

 
27年度事業との継続性・関連性 

26年度まで実施していた e-learningシステムや手法においては、企業が求める販売スタッフ
とバイヤー・MDに必要な知識に対する教育プログラムを組成し、企業からも一定の評価を得た。
基本的には前年度のスタイルを踏襲したが、地域のスタッフが実践の現場で活用できる、専門的
な知識を深く正確に習得できる内容とした。ファッション系のバイヤー・MDで、繊維や産地特
性に深く精通した人は少ないのが現状であり、この問題は個々の企業の努力にも限界がある。 
現在、ファッションに特化した e-learningにおける教育は、企業内教育では用いられている。

25年度の受講企業アンケートを見ると、導入した実績を有している企業が少数見受けられるが、
それでもまだ発展途上と言わざるを得ない。 

27年度は、26年度の販売スタップとバイヤー・MDの学習プログラムの内容を再度検討し、
課題などを改善しつつ、新たな学習システムを作り上げた。特に地域を意識し、販売の基礎はも
ちろん、テキスタイルに必要な知識の習得や、産地特性に精通したバイヤー・MDを育成するた
めの学習内容とした。 

 
平成 26年度実績報告書掲載ホームページURL 

http://www.bunka-fc.ac.jp/n/news/cat1/index.html 
 
 
 
 

平成 27年度 事業内容 
取組概要 
地域の企業の中で、テキスタイルの基本から国内産地の特色や生地を理解し、組織をマネジメ

ントできる人材を育成するための教育を、e-learningを用いて実施した。企業に従事していて
時間の制約がある人たちが、段階的に構築された教育プログラムを通してレベルアップしていく
ことで、ファッション業界の活性化を図るとともに、中核的人材を創出していくことを狙った。 
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事業成果 

eラーニングの教材開発と実施検証を行うのは３年目であった。当年度のプロジェクトにおけ
る従来との変更点の一つ目には、受講を希望する人が個人の資格でオープンに参加できる仕組み
にしたことが挙げられる。昨年度までは、特定の複数企業に依頼し社員に参加してもらっていた
わけだが、今年度は不特定多数の方々に自分の意志で受講を促したわけである。 
二つ目は、地方の受講者を意識的にふやす取り組みを行ったことが挙げられる。これについて

は、地域の業界団体への告知や SNSの活用なども行ったが、コンソーシアム委員会に参加いた
だいた、地方の業界団体や専門学校の方々からの口コミも活用した。 
三つ目は、従来の販売職、バイヤー・MD職を対象にしたカリキュラムに加え、新たに繊維・

テキスタイル・産地に関する教材を開発したことが挙げられる。 
前年度までの検証で、いつでも、どこでも、スマフォなどで手軽に学習が出来るというｅラー

ニングの優位性は実証されてきたが、今回のプロジェクトを実施して分かったことは、まず教材
開発の面では、新たに加えたテキスタイルの教材が受講者から、最も関心を持った教材、あるい
は最もスキルアップに繋がりそうな教材と評価されたことが挙げられる。販売・バイヤー・MD
職にあるものが、その職種の日々の業務に直結することならば OJTで、ある程度覚えられるし、
研修も充実していると思われるが、それぞれの職種に必要ではあっても勉強する機会が限られて
いる、素材に関する知識が学べる機会を提供されたことが評価につながった。このことはファッ
ション産業が従来の「価格軸」「デザイン軸」から「素材軸」に軸足を移しつつあるという業界
の変化に対応できたということも大きく影響したと考えられる。  
次に、受講者が従来の企業の管理下に置かれ受講する形態から、オープン参加に変更してわか

ったことだが、ある程度予想はしていたものの登録者全体に対しての eラーニングの着手率が
思った以上に低かったことと、着手したにも関わらず修了せずに離脱した者が多かったことがあ
げられる。これは、ある種の管理下におかれた昨年の受講者と、自分の意志で登録したとはいえ
上司の管理下にない受講者の違いが原因していると言わざるを得ず、アプローチできた企業の社
員を前提にするのではなくオープンにすることが前提であるならば対策が必要となる。これにつ
いては、繊研新聞社が新たに開発した販売職向けに毎日送られるメルマガに問題が１問だけつい
てくる「サプリ」の効果が参考になる可能性がありそうだ。また、“身銭をきらねば身につかない”
ことを前提にすれば、eラーニングが事業化され有料（個人負担）になった場合は、一定の改善
が期待できる可能性がある。 
上記のように課題もあるが、全登録者の約１割（学習に着手した者の約２割強）が総合修了試

験を終えていることから“意識・意欲が高い系”の人々には eラーニングという学習スタイルが、
極めて有効であるということは断言できるだろう。 
また、受講者を集めるに当たっては、団体や地域の権限を持った人に、eラーニングの有用性

などを理解いただいたうえで協力いただくことが大きな効果に繋がることもプロジェクトの取
り組みで実証できた。 

eラーニングを活用した教材開発と実施検証プロジェクトの３年目が終了し、文部科学省の委
託事業としての eラーニングプロジェクトから、ファッション産業界に eラーニングを具体的
に普及させることを目指す段階に入らなければならない時期がやってきたが、その前に、eラー
ニングの普及とは何か。それはファッション産業界に継続的に eラーニングによる人材育成が
広く定着することを意味し、その裏には、新しい教材を開発しながら、既存の教材のリニューア
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ルを行い、受講者も集めながら事業として採算を合わせられることが必要不可欠な条件となると
いうことが挙げられる。 
受講者からは、検定試験などの準備教材的 eラーニングがあれば活用したいという声が挙が

っており、企業の人事担当者からも既存の研修を補完することを前提に、今回の教材を継続して
使いたい、あるいは納得いく eラーニング教材があれば活用したいという声があがっているほ
か、既に内定社教育、新人研修で eラーニングを活用している企業もあり、昇格のひとつの要
件に出来る可能性を指摘する人事担当者もいるので、普及の可能性はあるが、問題は採算と継続
性である。 
普及には、オープン参加の可能性を残しながらも、企業のトップや人事担当者の協力は不可欠

であり、そのためには事業の主体が、全国の様々なファッション産業の業界団体に一定のネット
ワークを持つ企業か団体が相応しく、尚且つ単なる募集ではなく、受講者をしっかり集めきるた
めの強力な営業力をも兼ね備えた組織であることが望ましい。 
いずれにしても、ファッション産業界における人材の底上げ、専門化、高度化は、産業構造の

変化や国際競争の激化が進むなか急務であり、ファッション産業界に eラーニングを普及定着
すべく、具体的な作業に入る段階がきたといえる。 

 
28年度事業との継続性・関連性 
前年度まで実施した eラーニングの取組みを現実的に普及させるため、その引き継ぎ先であ

る日本ファッション教育振興協会と協力体制をとって進めていくこととする。昨年度までに開発
した eラーニングの普及を推進していく上で、長年同協会が蓄積させてきた知識、ノウハウ及
び検定試験内容と開発した教材をミックスして整合性を図りながら、より精度の高い社会人向け
ファッションビジネス教育プログラムの内容を検討していく。 
 
27年度実績報告書掲載ホームページURL 

http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69 
 
 
 
 

平成 28年度 事業内容 
 

取組概要 
社会人向けファッションビジネス能力向上のための教育プログラム（電子版）の開発と実証を

実施する。普段、仕事にしていて時間に制約のある社会人に対し、いつでも学べるための電子コ
ンテンツを提供し、社会人の能力向上を狙う。 
 
事業成果 
過去開発した eラーニングの教材を発展させるため、一般財団法人日本ファッション教育振

興協会が実施をしている「ファッションビジネス能力検定」の教材内容をミックスさせ、新たな
教育プログラムの開発を実施した。 
具体的には、受講者が自らの能力を確認するための「インターネット試験問題 50問」、その
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後自主的にファッション知識を習得することのできる「eラーニング教材 90問」を作成して受
講者に提供した。これまでは、eラーニング教材を受講した後、修了試験を受けるという方法で
あった。平成 28年度は、教材で学ぶ前段階で試験を受けることで、現在の自分の実力を知り、
その上で学ぶことへの意欲を沸かせることで、受講者個人の自主的な学びへと繋げることを狙っ
た。 
インターネット試験に関しては、販売スタッフカテゴリ設問 17問、バイヤー・MDカテゴリ

設問 17問、テキスタイルカテゴリ設問 16問で構成し、試験問題を終えた結果を評価シートと
して通知した。どのジャンルにおいて学習が必要なのかを区分し、評価シートをグラフチャート
で示すことで「能力の見える化」を図った。事後の受講者アンケートを見ると、「自分の得意ジ
ャンル・不得意ジャンルが明確になってよかった」と回答した人が全体の 4割、さらに「学び
直しの必要性を感じた」と回答した人が 4割いるなどの意見が多く、プロジェクトが企図する
結果が得られた。 
試験後、受講者には eラーニング教材を提供。試験問題にリンクした内容を中心に、販売ス

タッフ教材 30問、バイヤー・MD教材 30問、テキスタイル教材 30問で構成した。本計画の
段階では、受講者が苦手ジャンルの教材のみを受講できるという仕組みを想定していたが、得意
ジャンルをさらに伸ばすことも必要と判断し、すべての受講者が平等に eラーニング教材を受
講できるシステムに変更した。結果的に、200名弱が eラーニング教材を受講する結果となっ
た。 
この「インターネット試験」＋「eラーニング」という手法は受講者に好意的に受け取られ、

半数以上が「よかったと感じている」ということをアンケートで回答している。手法が好意的に
受け取られた一方で、今回の教材は新入社員～ベテラン社員まで幅広い人が受講をしたため、「e
ラーニング教材の難易度」に対する感じ方については多少ばらつきがあった。今まで、「組織の
中核を担う人材の育成」を前提として、その人物が身に付けておくべき知識を総花的に取り入れ
て受講者に提供してきた。しかし今後、本教材が社会人のファッション教育に生かされるために
は、受講者の厳密なターゲット設定が必要であると、委員会内で結論が出された。 
 
29年度事業との継続性・関連性 
「インターネット試験」＋「eラーニング」という方法論に関しては、受講者の自主的な学び

につなげる上で有効に作用するという結果が得られた。一方で、eラーニングの内容については
ターゲット層が広いため、将来社員教育などで活用するうえではマッチングが難しいという懸念
も浮き彫りになったと言える。これを解消し、受講ターゲットを明確化することで、ファッショ
ン業界における社員教育の有効なツールとして活用されるであろうことが期待される。 
組織内で実施をされている社員教育はそれぞれであるが、ファッション界に従事する人物が最

低限押さえておくべき基礎ベースに関しては、各社ともそれほど違いはない。本 eラーニング
は、その基礎ベースとなる部分を固める教材となり、それが業界でのスタンダードになることが
できれば、永続的なものへとなりえる。 
平成 29年度は、今まで蓄積してきた教材内容すべてを精査し、ターゲット層を「新入社員、

中途採用者、ファッション業界従事者予備軍」としたうえで、eラーニング教材を完成させる。 
 
28年度実績報告書掲載ホームページURL 

http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69 
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５．まとめと今後の方向性 
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 今年度は、昨年度までの課題であった「ターゲット設定」と「目的」の明確化はおお
よそ達成できたと言える。またそれに伴い、ターゲットに合わせた教材の作成とパッケ
ージ化も完了し、来年度以後の道筋も見えてきたように思う。 
 
 上述のとおり、eラーニングはファッション業界には浸透をしておらず、まだまだ未
知数な部分も多く存在する。しかし、企業へのヒアリングや昨年度までの実証実験から、
まだまだ可能性は大いにあり、耕す余地のある業界ではないかと感じている。多くの企
業が、本 eラーニングを好意的に受け止めていただき、その将来性にもご期待いただい
ている。それは、企業としても教育に対する重みと重要性を十分に感じており、そして
よりよい人材育成とは何かを常に模索していることの表れでもあると言える。 
 
 eラーニングは様々な活用が見込まれ、その可能性はかなり広い。eラーニングのメ
リットは、受講結果によって様々なデータが取れることだ。社員の学習の進捗状況の管
理はもちろん、その社員はどのジャンルの問題が得意か苦手か、受講する時間帯は、テ
ストをした際の点数は、順位は、偏差値は、など、あらゆる情報を見ることができ、教
育担当者がそういったデータをもとに研修内容を組み立てる足掛かりにもつなげるこ
とが可能になる。 
 
社員教育はもちろんだが、その他にも福利厚生への導入や人事考課への活用など、さ

まざまな応用が考えられる。本プロジェクトでは、教材をまとめ上げる上でターゲット
や目的を明確に設定したが、使い方は企業によって自由だ。そういった意味では、今後
運用するうえでは企業からニーズを聞き取り、カスタマイズを加えていくことが求めら
れるところだろう。そのうえでは、今回パッケージした内容を解体し、各企業のニーズ
に合った教材カテゴリーを導入していくなど、柔軟性を持った提案も視野に入れていく
べきなのかもしれない。 
 
 今後の発展性で言えば、領域別のより専門性の高い教材作成も検討すべき内容となっ
てくる。今回はベーシックな基礎知識であったが、学びのサイクルを考える上では、受
講者の次のステップも考えることは必要である。本教材が初級編であるとすると、次は
中級編、上級編と、先のメニューを用意することで、この教材はさらに飛躍することも
期待できるだろう。 
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 ただ、eラーニングが研修の中心に成り得るかと言えば、それは現時点では難しいの
かもしれない。やはり集合研修や OJTなど、コミュニケーションや会話、経験を通し
た教育は重要であり、eラーニングはそれらを有効に吸収させたり、あるいは補助をし
たりするツールとして最大限の力を発揮できるものだと考える。 
 
 平成 25年度より文部科学省からの助成を受け、ファッション分野における eラーニ
ングを開発するプロジェクトは、今年が最終年度となる。平成 30年度以後、本プロジ
ェクトの事業は民間の団体へと移行し、運営される予定だ。 
 
 今まで本プロジェクトにご協力いただいた委員の皆様、企業・団体・学校関係者の皆
様に、改めて感謝申し上げる次第である。 
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