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は し が き 

 

いまから４０年近く前に当センターは、自動車運転訓練システムの研究を行った。当時全く初めて「シミ

ュレーターによる自動車運転訓練システム」を開発し、自動車教習に関わる人々に多大なる影響を与え

た。しかし運転免許制度の中で学科教習・技能教習という体系は大きく変わることはなく、現在まで続いて

いる。カリキュラムも少し変わった程度で、技能教習の一対一の教育スタイルには大きな変化はない。現

在もなお、指導員一人一人の指導が教習の重要な要素となっている。その意味で自動車運転者の教育、

いわゆる教習の質は、教習指導員一人一人の指導力をどう高めるかにかかっていると言える。 

 

自動車運転教習（技能）は、社会人対象の技術・技能教育の場であり、年間２００万人近い人々が教習

所を卒業するという、非常に多くの人々に対する教育が実施されている場でもある。その教育における指

導者が技能指導員であり、移動する車の中での指導員と教習生一対一の特殊な教育の場であるゆえに、

指導力の把握、向上が難しく、その育成は大きな課題となっている。また自動車教習の世界でも世代交

代の例を免れず、団塊世代の定年によりベテランから若手に指導技術を継承していく必要も存在してい

る。 

一方で指導員は教習所の社員であり、企業内教育の一面を持っているが、少子化で免許取得者減少

の中、厳しい競争も強いられている自動車教習所でいかに高品質の教育サービスを提供する社員を育

成するか、という問題でもある。 

 

この研究は、長年当センターがコヤマドライビングスクールにおける指導員の研修に協力してきた活動

がベースになっている。同社は３０年以上に亘り、本格的な指導員研修を行い、かつ指導の研究を行って

きているが、本研究はその指導員研修に１９９９年から加わり、２００６年から指導法改善プロジェクトを支援

して実践に基づくものである。 

本研究の内容は、自動車運転技術の指導という、教育としてはやや特殊な教育の場ではあるが、技

術・技能を指導する指導者に必要な研修とは何か、さらに実際の指導力の向上にどうつなげるか、という

問題は、他の多くの技術・技能教育の大いなる参考となると考えられ、ここに紹介するものである。 

 

この研究に関して、快く協力をして頂いたコヤマドライビングスクール小山甚一社長を始め、関係の

方々にこの場を借りて御礼を申し上げる。 

 

２００９年３月３１日 

財団法人能力開発工学センター 

常務理事  矢口 哲郎 
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１．はじめに 

指導力向上がカギだが・・ 

自動車運転教習指導員、いわゆる自動車教習所の教官の、技能指導に関する指導力向上の問題に

ついて取り上げる。一般の人間が教習所へ通って４０時間ほどの教習を経て、免許を取得するが、その運

転技術は一人で安全に走行できる最低限のものと言ってよい。その技術・技能を育てる教習を行っている

指導員の指導力を、どのように向上させるかということである。 

免許取得をめざす教習生は、年齢、性別、経験が様々な人々であり、その人々を安全かつ実用的な

運転ができるレベルまで育てる必要がある。免許さえ取れればよいのではなく、免許をとってから自分の

車、仕事で乗る車で、いろいろな乗車場面に対応して自信をもって、安心して運転ができるように指導さ

れているべきである。しかしながら教習所でしか通用しない運転、試験のための運転の指導が行われて

いて、いざバックで駐車をしようと思ったら出来なかった、ぶつけてしまったということや、ヒヤッとした体験

が少なくないこともよく聞く話である。 

初心運転事故者（卒業一年未満の人身事故）の場合は、卒業した教習所、教習を行った指導員はど

のような指導だったかが調査されるが、駐車場で停められない場合には教えた指導員がどのような教習を

していたかは、問題にされない。指導がよかったか、悪かったかをどこまでチェックすればいいのであろう

か。 

これまで「指導員の指導力の向上は、なかなか難しい」とされてきている。また個々の指導員の「指導の

バラツキ、不統一は無くならない、永遠の課題である」とも言われている。なぜだろうか。 

 

一対一教習、固定したカリキュラム 

私はその根底に、「指導員と教習生が一対一で行う密室教育」が技能教習の中心であることと、技能教

習カリキュラムが法律で規定されていることに大きな要因があると考えている。指導員個人として指導力向

上に努力をしていても、一対一の密室教育のために指導員は他から見られることも、他を見ることもなく、

自らの経験のみで指導を行う職人的指導者になってしまっている。さらにカリキュラムで時間が規定され

ていることにより、教習生を最低限の技術レベルでその項目を通過させればよいという状況を作りだし、教

習のバラツキ、不統一を無くすような努力を生み出さないようになってしまっている。短い時間で、より高い

レベルの技術、幅広い技術を身につけさせようという意欲をなくさせているように思われる。 

 

共同で改善プロジェクト 

最大の問題は、指導員と教習生が「一対一の走る密室で行われる教育」という特殊な形態であるため

に、どんな教習が行われているか見えにくい、ということである。教習指導の実態がつかまえられないので

は指導をよくすることはできない。この点は、「見えなかった教習指導を見えるようにする」ために、教習車

内にカメラとマイク、録画機を入れ教習映像記録を録ることで、誰でもが見られるようにすることができるこ

とが判明した。「教習指導のオープン化」を実現する道がついたわけである。 

 

しかし教習指導がオープン化されても、すぐにはより良い指導を作っていくことにはつながらない。指導
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のバラツキ、不統一を減らすために共同でどう指導を変えて、どう作っていけばよいかを考えていくことが

出来なければならない。それぞれの指導員の経験をぶつけ合って新しい指導法を生み出していくことが

必要なのである。ところがそうした経験がないために、これが難しい。一対一の環境、長年の習慣で、与え

られた範囲で自分なりの指導を行うことに慣れているため、抵抗がある。 

共同で新しいものを作る力を育てるには、そのことを経験するしかないわけで、共同で行うことを育てつ

つ、指導法を改善するプロジェクトを指導員全員で行うことにより、職人的指導者を脱皮することができる

ということになる。 

 

筆者が長年に亘り指導員の研修を行い、数年前より指導法改善プロジェクトを支援してきた活動から、

「指導員の指導力向上の方向」が見えてきたのでその内容を報告することとした。支援を行ってきた教習

所は、東京、神奈川に４つの教習所を持つコヤマドライビングスクール（以下コヤマＤＳ）で、３０年以上前

から指導員の育成には力を入れてきている。またコヤマ交通教育サービス（系列会社）を通じて、全国の

教習所の指導員向けに「教習分析」研修も実施しており、それにも協力を行ってきた。 

 キーワードは「教習のオープン化をして指導法改善」ということになるが、指導法改善プロジェクトが大き

な意味を持っている。 

２．教習指導の実際－閉ざされた教育の場－ 

２．１ 教習指導はどのように行われるか－内容と方法 

自動車運転の法定教習時間、そしてその内容は、普通車（普通自動車一種）の場合、下記の表のよう

になっている。法律で決められた最低限の時間なので、能力の差が出る技能教習においてはこれ以上の

時間をかけて教習を受ける人も多いが、それでもせいぜい４０時間ほどの教習時間の間に、安全に走行

する技術と、道路の状況を測定・判断しそれを運転に反映させる能力とを身につけることになる。 

表１ 運転教習法定教習時間（普通自動車一種） 

 技能教習 ＊（ ）内は、オートマチック車限定 学科教習 

時間数  教習場所 時間数 

第１段階 基本操作および基本走行 教習所構内 １５H（１２H＊） １０H 

第２段階 応用走行 路   上 １９H １６H 

 ３４H（３１H＊） ２６H 

表２ 各段階の教習項目（１段階２３，２段階１６）  「普通自動車技能教習指導要領例」より  

第１段階 第２段階 

項目１．車の乗り降りと運転姿勢 項目１．路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備 

項目２．自動車の機構と運転装置の取扱い 項目２．交通の流れに合わせた走行 

項目３．発進と停止 項目３．適切な通行位置 

項目４．速度の調節 項目４．進路変更 

項目５．走行位置と進路 項目５．信号、標識・標示等に従った運転 

項目６．時機をとらえた発進と加速 項目６．交差点の通行 
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項目７．目標に合わせた停止 項目７．歩行者の保護 

項目８．カーブや曲がり角の通行 項目８．道路及び交通の状況に合わせた運転 

項目９．坂道の通行 項目９．駐・停車 

項目１０．後退 項目１０．方向変換・縦列駐車 

項目１１．狭路の通行 項目１１．急ブレーキ 

項目１２．通行位置の選択と進路変更 項目１２．自主経路設定 

項目１３．障害物への対応 項目１３．危険を予測した運転 

項目１４．標識・標示に従った走行 項目１４．高速道路での運転 

項目１５．信号に従った走行 項目１５．特別項目 

項目１６．交差点の通行（直進） 項目１６．教習効果の確認（みきわめ） 

項目１７．交差点の通行（左折）  

項目１８．交差点の通行（右折）  

項目１９．見通しの悪い交差点の通行  

項目２０．踏切の通過  

項目２１．オートマチック車の運転  

項目２２．オートマチック車の急加速と急発進時の措置  

項目２３．教習効果の確認（みきわめ）  

 

実際の教習ではこれをベースに、教習所毎に具体的な指導の内容をどのようにするかが決まっている

ところが多い。「運転教本」と呼ばれる教習生が持つ「教科書」には運転の仕方が、図・写真入りで出てい

る。指導員はそれを使って教習生に、教習の始めなどで運転の仕方を説明する。 

指導員が持つものとして、各項目でどのようなことを指導するかを書いた「指導内容表」や「指導マニュ

アル」などを作って標準化を目指そうとしている教習所もある。さらに「指導要領例」（全日本指定自動車

教習所協会連合会編集・免許課監修）も参考にする場合もある。 

 

指導の実際はどのようになっているのだろうか。技能教習の指導員は、移動する自動車の車内で教習

生と一対一で指導を行う。一般的に、技能教習担当の指導員は、１回５０分の教習（１０分休憩）を 1 日８

～１０回程度行っている。一人の教習生に対しては入校から卒業まで同じ指導員が担当する場合もある

が、多くの場合〈特に都市部の教習所において〉は、固定せずにそのつど指導員が決められる。つまり毎

日８～１０人の教習生に対し、教習時間５０分の中でその力量をつかみ指導していることになる。 

学科教習（運転技能，法規）では「講義」を中心とした教育方法を行っており、技能教習の担当のものと

は別の指導員が担当することが多い。 

 

２．２ 指導力向上はどのようになされるか 

２．２．１ 審査を通って資格取得 

多くの教習所としては「指導員の指導力の向上」を望んでいるが、それを育てるために力が入っている

とは言えない。指導員になるには３年以上の運転経験があり、指導員資格審査に通ったらあとは各教習

所での指導経験が主である。 
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運転教習指導員の資格取得のプロセスは、表３のようになっている。指導員になるには、各都道府県の

公安委員会の資格審査を受けて、教習指導員資格を取得するという過程を踏む。指定自動車教習所の

場合は、自動車教習所に勤務して数ヶ月（１７０時間）程度「事前教養」と呼ばれる教育を受け、その後に

「審査」を受ける。その後また教習所で「事後教養」と呼ばれるという教育を受けることとなる。「事前教養」

「事後教養」ともに公安委員会に報告をする。 

 

表３ 運転教習指導員資格取得のプロセス 

 教育 ＊（ ）内の数字は法定内の最短時間数 実施機関 

１ 事前教養（９０H） 各教習所 

２ 講  習（６０H） 指定自動車教習所協会または、中央研修センター 

↓ 

審   査（公安委員会） 

↓ 

３ 事後教養（２４H） 各教習所 

↓ 

自  立 

公安委員会による「審査」は、運転経験は問われずに２１才以上であれば受けられる。１８才で免許を

取得したとすると、３年後には審査がうけられる。審査の内容は、以下１０科目全てに合格することが必要

である。〈都道府県によって若干異なる部分がある。〉 

例えば東京の場合、次のような審査（実技試験、面接試験、学科試験）がある。（３日間で実施） 

実技試験 ①運転技能（所内） ②運転技能（路上） 

面接試験 ③面接（技能教習について） ④面接（学科教習について） 

学科試験 ⑤教則（正誤式）               ⑥安全運転の知識（論文） 

⑦構造（論文）                ⑧道路交通法令（論文） 

⑨教習所に関する法令（論文）      ⑩教育知識（論文） 

審査の合格率は１０％～５０％ぐらいで、決して簡単なものではない。技能は試験場の所内、路上コー

スを一般者より高い得点で運転すること、学科は「道路交通法」や「教習所に関する法令」などを覚え、そ

の内容を記述すると行った問題で、覚えなければならない量はかなり多くハードなものである。 

しかし審査に通って資格を取ったからといって、それだけで、実質的に教習生に対応し指導する力が

備わったというわけではない。指導に関するものは「教育知識－教習指導員として必要な教育について

の知識」がテストされるだけである。その教育知識は、「学習心理学」「教育心理学」「教育工学」「教育方

法」などから、指導員向けとして選ばれているものと考えられるものである。 

「教育知識」の内容の例（東京）  （社）東京指定自動車教習所協会 「教育知識」資料 目次より 

「教習指導の背景」 「教習指導では運転をどのように教えるのか」 

「学習の効率を考える」 「教習時の留意点」 

 

実質的に指導員としての力を付けていくのが「事後教養」の段階で、コヤマＤＳでは法定よりはるかに長

い時間（８０～１００Ｈ）をかけて、各教習所で行っている。一般に「同乗教習」を中心とするもので、教習内
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容、方法の指導を担当者（担当の指導係）が行う場合が多い。「運転教本」（教習生が持つ運転の教科書、

下写真左）、「指導マニュアル」（教習所で作成、各項目・時間の指導内容、ポイントが明記されている、下

写真中央）、「運転指導要領」（運転指導のポイントが書いてある、下写真右）などを参考にして行われる。 

教習の始めの段階から少しずつ経験していく、というやり方で行われることになる。この期間が過ぎると、

あとは自立して指導員として教習を行うことになる。 

   

運転教本（コヤマ交通教育）  指導マニュアル（コヤマＤＳ二子校）   運転指導要領（協会編） 

 

２．２．２ 資格取得後は、ひたすら経験を積む 

資格をとって指導員になってからは、義務化された研修は、公安委員会が行う指定自動車教習所指導

員に対する「法定講習」がある。例えば東京都の場合、年間１回で２日間連続（９Ｈ）、神奈川県では２回

に分けて実施される。その内容は具体的な指導に関わるものではない。 

また各教習所に対して、指導員に月１回１Ｈ以上の「全員教養」と呼ばれる研修を行うことを義務づけて

いるが、これもその内容は教習所に任されており、具体的な指導をテーマに取り上げているとも限らない。

その他各教習所ではさまざまな研修を計画、実施しているが、接客・マナーに関する研修などが行われ

ている場合があるが、指導方法についてはあまり行われていないようである。 

多くの技能の指導員が自己の向上として行うことは、普通自動車以外の二輪、大型その他各種の免許

資格をとることで自らの運転技術を向上させるとともに、各種の講習を含めた指導経験を重ね、１０～１５

年の期間の後、検定員（見なし公務員として検定業務を行う）の資格をとることである。 

指導力は各指導員が毎時間の教習を反省し、次の同じ項目の時に少しずつよいと思われるやり方を

やってみて、改善していくことになる。要するに指導力向上は、指導員個人に任されているわけである。 

 

２．３ 一対一の密室教育が生みだすもの 

２．３．１ 指導力向上は指導員まかせ 

車に乗って運転を教える自動車運転技能教習は、自動車内という他人の眼が届かない「密室」に近

い場で、指導員と教習生が１対１で実施されている。指導の向上については、各指導員が毎時間の結

果を反省し、改善するという、指導員個人の努力まかせになっているのが大方のところである。 

 

指導の仕方については、経験が浅い指導員の場合は上司や先輩に相談することもある。また同乗教

習（教習を後ろの座席に乗って見学すること）という方法で、他の指導員の教習を見ること、そして自分

の教習を見てもらうことが行われるが、他人の教習を見るには、その本人の了解が必要であり、またその

時間に自分の教習がないことが前提となる。ある程度経験を積んでくるとそういうことは稀になっていき、

指導員まかせの実施環境であるということである。 
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自らの指導をそれなりに工夫し、指導力を向上させる努力はしても、あくまで自分の経験からの自己

流指導にとどまり、他からの評価を受けにくいという状況で、新しい視点を見出すチャンスもない。そうし

た中でも新人が技能指導を３～４年やっていると、自信がついてくる。１０年ぐらい経つとマンネリになっ

てくる。２０年を越すと指導をできるだけ省略して行うような指導員も出てくる。それぞれの指導員は毎時

間の教習を行い、そこでいろいろ工夫しながら行っているが、反省しながらも基本的には「自分の教習

がよい」と思ってやっているのである。 

 

２．３．２ 指導のバラツキ、不統一 

指導を同じようにするための「指導内容表」「指導マニュアル」があっても、具体的な指導がどこまで同じ

ように行われているかの実態は明確ではない。互いの教習に違いはないかと、多くの指導員に聞いても

「全員教養、同乗教習、情報交換をしているから、大体同じような教習をしているだろう」と答える。あまり他

人の指導には深く関心をもたない。ほとんど経験がない若い指導員も３０年以上のベテラン指導員もいる

が、その指導の実態、質を比べることはないので、どこまで指導が同じで、どこまで違うかは不明な状態で

ある。 

しかし教習生を通じて「他の指導員には違うことを言われた」と聞かされたり、卒業生からアンケートなど

を通して「違う教え方だった」と指摘されることもあるが、どの程度違いがあったかは不明である。しかし「違

う教え方ではない」と言っても、どこまで同じかもわからない。指導員側としては「同じことを言っているはず

だ」「言い方の違いだ、やむを得ない」という言葉が聞かれ、「指導の統一は無理」との意見が多い。管理

者、経営者からは「指導の統一は永遠の課題」という言葉が聞かれる。 

 

「指導マニュアル」や「運転指導要領」によって、指導のバラツキ、不統一は減らせないのだろうか。 

多くの教習所であまり見られないコヤマＤＳ独自に作っている「指導マニュアル」（前出）には、項目毎１

ページ（Ａ４）を、「目標行動」「教習重点内容」、そして「コース図に場所の指示と、運転操作の項目入り」

「詳しいねらい、内容が記載」されている。このようなマニュアルがあっても、指導員はこれを自分流に解釈

してそれぞれの人が行っていることも多い。「・・・・・をとらえさせる」というねらいが書いてあっても具体的に

教習生にやらせる方法までがないと、経験させずに省略して説明してしまったり、コースが混んでいるとい

う現実の条件のために違ったことをやる、などのことも多いようである。 

指導員にいろいろ聞いてみると、どうも「指導マニュアルが作られた趣旨が理解されていない」「マニュ

アルに具体性が不足している部分がある」「読む側に受け取る、理解する力がない」ということであるようだ。

他人が作って与えられたものはなかなか理解できず、必要な部分を自分が勝手に解釈して使うことになる

というわけである。 

さらに詳しく作られている「運転指導要領」（前出）も「ねらいや教習生にやらせる内容を細かく考えて作

成されてある」が、「その意図を理解するのが難しい」、もしくは「多くの教習所で使われるため一般的な記

述になっているので、具体性が不足している」などで、なかなか使われているとは言えない状態である。 

要するに「指導マニュアル、運転指導要領などに盛り込まれている考え、意図を受け取る力が不足して

いる」のか、「それらに具体性が不足している」ため、自分勝手に解釈するということであるかと考えられた。

そうした指導に関する研究された事柄、内容を受け取る基礎的なものを身につける必要が感じられた。 

 

こうしたバラツキは、一人の教習生を入校から卒業までを一人の指導員が指導する「担任制」「専任制」
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「持ち上がり制」などと言われる方式の場合には、起こらないのだろうか。全国の教習所からの研修で集ま

った管理的立場の人々に聞いてみると、「教習生が他の指導員との指導の比較がしにくいため、苦情が

出にくいが、全体の指導内容、教習時間などの比較で差が出ていて、バラツキ、指導の差は潜在してい

る。」との意見が多い。担任制、専任制は比較的地方で実施されている場合が多いが、都市部では指導

員の勤務と教習生の受講予定から、指導員が交代で一人の教習生を指導する場合が多いためである。 

 

２．３．３ 指導の質の低下 

「目印教習」と呼ばれているものがある。その「意味の理解が指導員によって異なっている」こともよく見

かける。指導員の中には「教習生は早く卒業したいのだから、卒業後に役に立たなくても試験が通ればよ

いので、教習生もそれを望んでいるからそうした方法を教えるのでよい」と考える指導員が結構いる。要す

るに教習所内で試験に通ればよいという運転である。教習所外にはないポールや縁石、その他を目印に

してそれが見えたらハンドルを切る、ブレーキを踏むなどというやり方を教えることである。「ちゃんと教えて

いたら時間がいくらあっても足りない」という者もいる。免許をとって一般路上で使える応用の仕方をうまく

教えられないために、手っ取り早くやらせるわけである。より良い指導を追求することを放棄しており、指導

の質が低下していると言わざるを得ない。 

 

２．４ 教習指導の抱える問題が２つ 

要するにそれぞれの指導員は、ほとんどが各自で苦労して指導力を向上させようとしているが、いわば

自己流で教えているということになるが、問題としては 

①人を育てることの基本に関する考え、より良い指導についてのベースを持っていないこと 

②他の指導員との比較が出来ないこと、教習がオープンになっていないこと 

の２つがあると判明した。 

 

２．４．１ 自己経験のみに基づく指導法 

①については、自己流指導法がなんでも悪いということではない。問題は、自分が身につけたプロセス

を押しつけることにある。 

一般の技術教育、技能教育と比べてみるとどうであろうか。技術・技能を持ったものがそのまま指導者

になることは多い。教育、人を育てること、指導法について勉強をしてから、人を教えるという例はあまりな

いかも知れない。スポーツの世界でも、選手からコーチ、監督にすぐなってしまう例は、日本の野球などで

当たり前である。日本では教える方法より、教える内容、技術・技能が尊ばれる、つまり自分ができれば教

えられる、できなければ教えられないということである。教え方は慣れていけば、だんだん出来るというよう

に理解されているといってよい。 

 

一般企業でも同様である。製造におけるさまざまな技術をもっている者、技能をもっている者が後輩に

指導する場面が多いが、指導の考え方、指導法を勉強することはあまりない。機械に詳しい人が、説明を

して、やってみせてやらせて、注意する、という具合である。どのような方法が相手によくわかるか、などは

考えることもしないものである。 

 

教える経験をすることにより、確かにどのように教えるかを次第に身につけていく場合は多い。教え方を
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勉強することはその人のセンスによる、とされている。 

教育、指導の方法について勉強している必要はなく、また新たにしようという者はほとんどみかけない。

最近は大卒で教育を勉強した者（教職科目など）が指導員になる例も時々出てきているが、ほとんどがそ

のようなことはない。 

技術・技能教育では、やってみせて、やらせて、注意する、という単純なやり方として位置付いている場

合が多い。教育の基礎がないということである。 

 

２．４．２ 他の指導員の教習と比較ができない 

②の問題も大変大きな問題である。教習は動く密室で行われていて、他からは見られない。これは絶

対的なものであると、当たり前のことであると信じられている。そういうもんだとみんなが思っていることであ

る。 

この点はなんとか解決しなくてはいけないと考えていた。 

教習の実態をつかみ、より良い教習をみんなで考え、作っていく必要があり、そのためには教習のオー

プン化がされないといけないと考えていた。 

３．教習指導のための基礎研修 

 教習指導を行う指導員にとっての基礎としては、次の感覚、力を身につける必要がある。これらは人を

育てることを仕事にしている人には必須のものとも言える。 

■ 人を育てることの基本に関する考え、より良い指導についてのベース 

■ 自分の、他人の教習を客観的に見る、考え方 

コヤマＤＳではこの２つを身につける研修を２段階（３日間ずつ）で実施している。その内容を紹介する。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３．１ 「人を育てるための見方、考え方の基本」を身につける研修（行動分析） 

３．１．１ 研修対象者と目的 

●研修を受ける対象となる人は、 

・基本的に人を育てることについて、客観的、科学的な考え方、方法を学んだことのない人 

・指導経験が最低半年～９ヶ月程度以上あること、長い指導経験があってもかまわない 

まったく指導経験がないと、指導上の問題や教習生の行動を想定できないため、考えが深まらないことに

なる。 

 

●研修の始まる前に、研修参加者それぞれの「自分の指導に対する意識」を把握しておくために、アン

ケートに回答してもらう。 

教習指導に関するアンケートは次のような項目にしている。 

■ 自分の指導に自信があるか 

■ 自分の指導で主に考えていることは？ 

■ 自分の指導で悩みはあるか？ 

■ 物わかり、物覚えが悪い、不器用、カンが悪い、教習生にはどうしているか？ 
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■ 自分が免許取得したときは苦労したか？ 

上記のようなことを聞くと、 

経験が３年以内だと、半数ぐらいは「指導に自信がない人」が多い。指導員も自分の指導に自信をもっ

ている人ばかりではない。また「もの覚えの悪い人」や「カンの悪い人」に対してはどう指導すればよいの

かなどを迷っていることがわかる。自分なりのやり方でやってはいるが、不安をもちながら指導をしている

人も少なくない。 

 

自信がある人では、「わかりやすく」、「丁寧に」、「相手に合わせて」指導しているつもりである。わかりが

悪い人には「言葉使いに気を付けて」「何度も繰り返す」「相手が理解しているかを確かめて」「自信を持た

せるように」などということを注意して行うといった回答が多い。しかしその実態はどのようなものであろう

か？ １０年以上のベテランになると、「自分のやり方に悩みはないが、マンネリになっている。」などという

回答がある。 

以上のような、研修受講者の意識をつかんだ上で、研修を始める。 

 

３．１．２ 「運転行動分析研修」の内容 

 

 研修としては、 

（１）人間の学習とはどういうものか？ できないことができるようになるとは？ 

（２）言葉の説明で何が伝わるか？ 自分はどのような指導（教習）をしているか？ 

（３）どういう経験をさせればよいかをつかむために行動を分析する 行動を分析するとはどういうことか？ 

（４）目標とする運転に必要な感覚を探し出すために、運転行動の分析を経験する 

（５）運転行動分析結果から指導を考える 

 

●研修の方法は、新しい経験、ディスカッション、実験 

研修は普通車、大型車、二輪車などの教習をしている指導員が、３人１グループとなって、３～４グルー

プ集まって、用意された映像（動画、静止画）などを材料にディスカッション、作業をする。研修を受ける人

は、指導員になりたての人から１０年以上指導員をしている人まで。普段あまり互いの教習の仕方を問題

にしてつっこんで話し合うことはなく、話し合いが白熱するまでに時間はかかる。また共同で作業をするこ

ともうまく出来ないが、やっていく内にできるようになる。 

以下、研修の項目でのおよその内容を紹介する。 

（１） 人間の学習とはどういうものか？ できないことができるようになるとは？ 

・教育に関わる人でも、そもそも「人間はどのようにして物、技術、技能を覚えて、行動するのか？」というこ

とは、あまり深く考えたことがない。しかし、自分がどうしてできるのかが分析できないと、できない人に教え

ることはできない。人間の行動・学習について考えていくところから始まる。人間の行動が記憶される、そ

れが蘇るプロセスをつかむ。 

・人間は、たえず五感を働かせながら行動している。五感が脳につながってさまざまな状況に対応した行

動をするというすばらしい脳の働きがある。経験によって行動できる脳が作られていくという、人間の行動・

学習の本質へ触れる。 
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・「できないことができるプロセス」を新たな経験をし、どういうことが必要かを考える。 

（２）言葉の説明で何が伝わるか？ 自分はどのような指導（教習）をしているか？ 

・言葉による説明は、人間の行動にどのような意味があるか 

・言葉で説明することで、どこまで相手が変わるか、できるようになるか？ 具体例で考えてみる。言葉の

限界？を知らない人は多い。言葉とはどのようにして身につけるものか？ それがわかると、説明ばかりし

ていた人もしなくなる。 

・言葉は相手に新たな経験をさせることはできない。相手の過去の経験を蘇らせるだけ。これを具体例を

使って考える。 

・相手を育てる、できないことをできるようにするには、言葉では限界がある。相手に新たな経験をさせる、

そして脳に記憶の神経回路を作ること。 

（３）どういう経験をさせればよいかをつかむために行動を分析する 行動を分析するとはどういうことか？ 

・人を育てるには、どのような経験をしてもらうかを考える

必要がある。 

・どのような経験をしてもらえばいいかは、目標とする行

動がどのような経験でできた脳の神経回路であるかをつ

かむことが必要。それが分析。 

・簡単な行動でも、人間の行動を脳の働きとしてみること

が、行動の分析だが、少し練習が必要。日常的な行動

から練習をしてみると、だんだん行動が見えるようになっ

てくる。 

 

グループで分析カードをとっているところ 
 

（４）目標とする運転に必要な感覚を探し出すために、運転行動の分析を経験する 

・簡単な運転行動、例として「左折」行動を考えてみる。 

指導員にとって、何気なく左折してしまっているが、その

行動を詳しく分析してみると、経験によって、出来ない人

にはない実に様々な感覚（脳の働き）をもっていることに

気づく。条件を変えて左折を繰り返すと、自分の脳の働

きに気が付く。意識せずにやっていることを調べるので

あって、「思っていること」「考えていること」を出すのとは

違うことに、研修生にはとまどいがある。それらの感覚

は、経験によって脳にできている、と考えざるを得ない、

それを実感する。それを行うのが行動分析。 

 

所内コースでどのように左折しているかを

調べているところ 
 

（５）運転行動分析結果から指導を考える 

・分析結果を基に、指導を見直してみる 

・目標とする運転行動を分解して、段階をつけて経験させる、という方法をつかむ。どんなことをどのような

順序で、どんな指示で経験されることがよいか、をいろいろと考えてみる。 

・「左折」の例では、「速度を落とすこと」と「ハンドルを切って曲がること」を分けて経験させること、さらに

「速度を落とすペダルの踏み方」と「速度が落ちたことを感じる感覚」を分けるなど、それまで漠然とやらせ

ていたことを、見直してどうすればよいかを考える。 
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・教習の中に取り入れてやってみることを書き出していく。ねらいをもった練習をさせる工夫を考えることに

なる。 

・「やってみて、やらせて、注意する」ということではなく、教習生にどんなねらいで、どんな感覚を持っても

らうために、どのような練習をさせればよいか、どんな場でどんな指示をだせばよいのかを考える場を経験

することになっているわけである。グループで考えてみる。 

こうした過程で、これまで「交差点を曲がるときに、この柱がこの位置に見えたらハンドルをきる」といった

ように指導するやり方（いわゆる「目印教習」）が応用がきかない力を育てることになることは、広く知られて

いるが、それに代わる指導をすることが自分で考えられるようになる。 

教習生にただやり方、結果を与えるのではなく、自分でやってみて悟るような場を作る、極端に言うと失

敗させるような場を作り、そこへ入れて経験をさせてあげることをするのが、本当の教習、教育であると考

えられるように変わってくる。「脱輪しないように！」と言う前に、脱輪しそうになったら、脱輪する様子をよく

見させて、次に脱輪しないように自分で考えてやるように教習生に指示をだす。そうすると教習生は自分

でできるようになる。考える力を育てるわけである。 

 この行動分析研修は、教習をどのようにすればいいかをあらかじめ考える力を指導員につけるだけでな

く、教習の場で、教習生が失敗する、つまずく行動をその場で分析して、即座にどのような感覚（経験によ

るもの）が足りないかを考え、その場でその感覚を経験をする場をつくり、その行動へ学習者を導くことが

できるようになるのが、本当の指導だと感じるようになる。 

 

３．１．３ 研修を受けた指導員が受け取ったもの 

研修した指導員が、研修後の報告書で次のようなことを述べている。そこからつかめることは、これまで

経験したことのない観点で、人を育てる、指導をする、ということではないか。「自分が運転ができれば教

えられる」という安易な考えは捨てられた、と言えないだろうか。 

■今回の研修で一番の発見は、「車の運転は脳の働きで行われ、それは記憶したことでないと出来ない」

ということだった。「運転」というものは、すごく神経を使うこと…と漠然と考えていたが、それを分析してみる

と、多種多様な情報を短時間で処理していることに驚いた。 

■「記憶」＝「神経回路ができること」であり、神経回路が無い教習生に言葉だけで説明してもなかなか難

しい（というかほとんど伝わらない）ことに気づかされた。 

■この研修後の自分の教習は以前の教習と違う様な気がします。それは「何でこの人は今失敗したのだ

ろう」そして「どんなアドバイスと経験をさせればこの人が『これでいいんだ』と喜びを感じてくれるか」を考

えて教習しているということです。そして「この時間は次のまたその次の時間に役立つんだ。」これが段階

をわけてやることの意味なのかなという気がします。 

■この研修は、指導員の資格を取った時にやるべきだと思います。それに研修を受けないで今まで指導

していたことが恥ずかしく思いますし、教習生にも少し申し訳なく思いました 

■ 私自身、最近になって出来ない教習生に対して「どうして何度も言ってもわからないのか？」という疑

問を持つことが多かった。今回の研修に参加して、行動を細かく分析してみて、私自身が疑問に思って

いたことが解消されたような気がした。指導員になったばかりの頃は、自分自身も指導に必死で、教習生

に対して「出来なくて当たり前」という気持ちで教習していたが、最近は指導に余裕が出てきたせいもあ

り、そんなことを思うようになってしまったという反省もさせられた。 



能力開発工学センター研究紀要７８号 

15 

 

３．２ 「自分の教習を客観的に見直す力」を身につける研修（教習分析） 

３．２．１ 研修の対象者と目的 

●研修対象者 

 この研修の対象になるのは、「人を育てるための見方、考え方の基本」の研修、つまり運転行動分析の

研修を終了している者が対象となる。行動分析研修修了者を条件とするのは、必須ではないが、行動分

析という人間の行動を分析する方法をこの研修でも使用するためである。分析する行動が運転行動であ

ったものが、自分自身の教習行動に変わることになる。 

 また行動分析研修（正式には運転行動分析研修）を行うことにより、教習がより意図的に、より分析的に

変わってくることになり、その実感を持って教習を行ってきたあとに、それがどこまで自分の意図が教習に

現れているかをつかむことを目的としているためでもある。 

●目的 

 この研修は、自分自身の教習を解析、分析することが目的で、明確な意識もせずに行っている教習が、

どのような考え方で行われているかを客観的に、科学的につかむ方法を経験することになる。漠然と毎時

間教習を行っているが、どこの場でどのように何を話し、説明し、教習生に何を見せ、何をやらせるか、そ

の順序、そして教習生の言動や、反応を見て次の指示を与える。そうした中でその時間に目標となる運転

の行動が身に付くような指導となっているわけである。 

 そうした指導ができるのは、指導者として経験により作られた指導の脳があるわけで、それがどういうもの

であるかを解明しようということである。 

 人を育てる場合にはかならず持っている、教育する対象者をどのように導こうか、という教育の流れ、構

成といったもの、一般の教育では指導案、教案などと言われる場合もあるが、コースアウトラインと呼ぶも

のがある。それはどんな場で、どんな行動を学習者にとってもらうか、そのために自分は何をするか。 

 
３．２．２ 「教習分析研修」の内容と方法 

教習分析研修の内容と方法についての詳細は、研究紀要７５号を参照して頂きたい。 

＜参考資料＞能力開発工学センター研究紀要７５号 

＜実践報告＞指導記録の自己分析による指導の改善－自動車運転教習の例で－ 

 矢口 哲郎 ２００７年３月 

 

●教習を客観的、科学的に分析するとは 

前述のように、指導員にとってその指導力の向上は指導員自身に任されてきている。毎時間教習をし

て、やった結果は自らが反省し、同じ項目の時に改善をしていく。しかし反省すると言っても次々に違った

項目の違った教習生がやってくるので、それを記録、記憶しておくことはなかなか難しい。結果として強く

印象に残った例（失敗した場合でもうまくいった場合でも）が、記憶に残る。 

そういう具合であるので、自分の指導にクレームがついてもどう指導を直せばよいか、具体的にわから

ない。建前上の良い指導のモデルは示されているが、教習生もいろいろな人がいるのでその場その場で

説明、指示が変わる。どういう教習がいいのか、あまりはっきりしていないのが現状である。 

そこで自分自身の教習の様子を映像、音声で記録し、それを使って客観的に、科学的に分析、解析し
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てみようというわけである。映像、音声は何度でも見て、聞くことができる。教習車内に取り付けたカメラ３

台（前方、後方、運転席）を使って、指導員・教習生の顔、体、上部天井から、教習生の運転状況を撮影

する。さらにもう１台のカメラで、前方の様子を撮影し、下の写真のような４分割画面に表示する。音声は、

ルームミラーのところにマイクを設置し、指導員と教習生の会話を記録するようにする。 

 

●教習の実態を録画、録音して分析する 

教習の様子を撮影し、それを使って自己の教習を分析することが「教習分析」研修の中心である。指導

員自らの教習を解析・分析することが目的である。なんとなく見るのではなく、行動分析手法により自分の

教習行動、他人の教習行動を客観的科学的に分析することにより、どのような教習をしているのか、どの

ような教習がよいのか、という見方を育てる。事実に基づき、分析することに意味がある。 

  

★この教習記録の撮影は、この研修の実施のために開発した「インストラクションレコーダ」という装置を

使用して行う。このレコーダは、4 台のカメラと４画面合成器、ＤＶＤレコーダ、マイクからなるもので、教習

の記録は上の写真のように合成されてＤＶＤに録画され、教習終了後直ちに映像・音声記録として使用

することができる。（参考資料参照） 

 

教習生のクレームや要望に応え、教習の内容を具体的に改善していくためには、まず、教習の実態、

事実をつかむということが必要である。そして、その教習の実態のどこに問題があり、どこを改善していか

なければならないかを、教習を行う指導員自身がとらえなければならないということである。そのために考

えたのが、教習の様子を映像に取り、それを指導員自身が分析するという方法である。したがって、「教習

分析研修」と名づけたこの研修は、参加する指導員自身が各自、自分の教習を撮影し、その記録を持っ

て参加することになる。 

 

３．２．３ 教習分析研修でつかむこと 

●自分の教習を分析して作りだすもの 

①どのように教習を組み立てているか（教習コースアウトライン） 

研修の中で作成するものの一つは「教習のコースアウトライン」。教習をどのように行ったかを整理する

もの。「教習の構成」「流れ」と言ってもよい。いつ（スタートからの時間）、どこで、どんな指導を行ったか、

そしてそのねらいはなにか、などを自分で整理する。行動分析の手法で指導する脳の働きをつかむ。カ

ードで書き出したのち表に整理する。一般の教育で言う「指導案」「教案」に近い。表３はその例（一部）。 
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表４  コースアウトラインの例 

項目６，７ 曲がり角 所属 ××× 指導員氏名  ○○  ○○ 

教習生氏名  □□  □□ 

教習の区切り 

教習場所 

教習の指示、説明内容、観察などの指導員

の行動と教習生の行動 

時

間 

教習生が身につける感覚、測

定行動、ねらい 

１ 挨拶 

聞き取り 

（停車中） 

・ 乗車、挨拶 

・ 教習簿確認 

・ 聞き取り 

１分 ・名前を伝え顔を見せ、教習

に臨む姿勢を示す 

・気持ちをつかむ 

・モデリング、復習診断の内容

に反映させる 

２ モデリング 

内周 

↓ 

↓ 

・この時間の概要とポイントを口頭で説明 

曲がり角の練習である事 

縁石を見る事 

カーブより曲がりがきつい、速度を落とす事 

10 

分 

・カーブより大きく曲がることの

意識を持たせる 

・まず速度を落とすことに注意

を持たせる 

６丁目左折 

↓ 

２丁目左折内周 

↓ 

３丁目左折 

↓ 

信号左折 

↓ 

６丁目左折内周 

↓ 

１丁目左折 

↓ 

すぐ左折 

↓ 

３丁目左折内周 

（停止） 

・ 停止線での停止の仕方を見せる 

・ 左折の手順を見せる 

合図→減速→左折→加速（６丁目で） 

・ 見通しのきかない交差点で停止、出方を

見せる（２丁目で） 

・ 左折のスピードを体感させる 

 

・ 左折時ハンドル量を見せる 

 

・ 左折時ブレーキ使い方を見せる 

 

・ 左折時の左後車輪の通り方を見せる 

（窓からのぞかせる） 

・ 乗り上げたときのやり直し方を見せる 

 ・左折のおおまかな手順をつ

かませる 

・目標に停止する方法の概要

をつかませる 

・左折スピードを体感 

・ ハンドルを切る量 

・ ブレーキの使い方 

・ 左後輪の通る場所 

・ 乗り上げ時のやり直し方

の概要 

３．乗り換え 

合図→発進 

   

４．左折練習① 

内周 

    ↓ 

６丁目左折 

（繰り返し） 

   

５．左折練習②    
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②どのように指導しているか（個別指導の詳細分析） 

もう一つ調べることは、教習の時間内に教習生と指導員の間で交わされる会話が重要である。教習生

に何を説明 しているか、教習生の言葉から何を読み取り、何をアドバイスしているか、そしてその結果、

教習生はどのように行動しているか、その結果に対して、指導員はどのように評価し、どうアドバイスしてい

るか、準備から含めて約５５分程度の教習時間の間に指導員と教習生がどのようなやりとり、活動が行わ

れているか、である。 

具体的には、「個別指導の詳細分析」という形で行う。これもまず、カードにとってから整理する。どのよ

うに整理するかの詳細は参考資料を見て頂きたい。 

 

短い時間でも指導員と教習生のやりとりを記録し分析してみると、指導員として「教習生から何をつかも

うとして聞いているのか」「聞いているときにどのように相手を見ているか」、そこを探り出していくことができ

る。５０分間という短い教習時間の間に、教習生に何をやらせ何をつかませるか、優れた指導員は、相手

から「自覚の度合い」や「運転に対する気持ち」をすばやく聞きだし、それに対応する「自分の姿勢」を言

葉，態度，動作でわかりやすく表している。「教習生の心理、運転技術の自覚、姿勢」を読みとって、「適

切な目標」を与え、「個々に合わせた学習の場づくり」をしていることがわかる。そのような指導を誰しもが

できる必要がある。 

そのためには、それぞれの指導員が、自分の教習の中身をつかみ、どこに問題があるか、何が不足し

ているかを自覚することが第一歩となる。教習指導記録映像を使った分析は、それを実現することにな

る。 

 

●他人と一緒に教習を分析する経験 

コヤマＤＳでは、３０年以上前より指導員の指導力向上に力を入れ、指導員研修として「行動分析研修」

「教習分析研修」を実施しているが、かならず、グループ活動形態で行っている。その意味はある。 

 

第一は、自分の教習、他人の教習を冷静に見る経験をすること。自分の教習を見られる事は最初恥ず

かしいが、すぐ慣れる。対等の立場で自分の教習の姿、他人の教習の実態をみることにより、冷静に、客

観的に分析できるという意味がある。一人であると自分の主観から抜け出せないが、他の人がいて異なる

視点を出すと、視野が広がり抜け出すことができるのである。「他人のいいところを見るように、悪いところ

は自分で気づくように」という姿勢が気楽に見ることになる。 

 

第二は、共同・協力経験をすること。１単位５０分の教習の分析は、一人ではなかなか難しい。自分の

行動の意味を分析するのにも、結構時間がかかる。一人でやると大変だが、３人ぐらいで手分けをしてや

ると、だいぶ整理ができる。普段一人で仕事をしているので、指導員は共同が苦手である。共同する力は

共同する活動を通じて身に付く。共同が必要な場を用意することが重要。一人分が分析できると、後は同

じ考え方でできるようになる。最初の山を越えるのに、グループの力が必要なのである。 

 

第三に複数の人間で分析作業をすると、どうしても話し合いをしながら行うことになるが、そのことが重

要である。他の人の指導の良いところを学び合い、問題点を修正する。それには互いにフランクな姿勢で
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物を言い合える仲間になる。中身のない話し合いではなく、内容のあるディスカッションができるようになる。

教習技術はただ一人一人バラバラに教えるのではなく、合理的な指導のあり方を、互いに切磋琢磨して

作り上げていくというものでなければならない。そういう姿勢、力を身につけることにもなる。 

共同して教習を作っていくことができると、それによって指導員全体のレベルが上がっていき、教習所と

して顧客の要望に応えることになるからである。 

 

●研修を実施してわかったこと 

この研修を実施して、後で書かれる研修報告書から、次のようなことがつかめる。 

■指導員として大いなる刺激になっている 

 とにかく自分の教習を改めてじっくりみることが初めてである。また見せ合うことも初めてで、そのこと自体

に刺激がある。始めは恥ずかしいという意識が出るが、次第に当たり前になってくる。教習がオープンに

なってくることに抵抗がなくなる。 

■指導について考える習慣がない、書いたりまとめたりする習慣があまりない、それを変えるキッカケ 

 日常、８～１０時間、短い休憩をはさんで次々に変わる教習生、変わる指導項目をこなすことに行ってい

ると、じっくり考え、反省し、新たな自分を作り出すことが出来にくくなっている。考えること、書いて整理す

ること、その前提として、他人と話し合いをする、意見を交換をする、という経験に意味を感じるようになる

ことは非常に大きいことである。一対一の密室教育から脱皮するキッカケになる。 

■一人一人の教習には、予想以上に違いがある 

 各指導員の教習を詳しく見る前は、大体同じような教習をしているのではないかと、私自身も思い、多く

の指導員もそう感じているが、教習分析をしてみると、なかなか違いは大きいことがわかる。コースアウトラ

インが大きく異なる場合もあれば、個別指導の詳細分析からわかるコミュニケーションの取り方の大きな違

いなどがあり、また経験の少ない若い指導員は概して、説明内容が多く話をしている時間が長い、という

傾向などが見られる。教習内容を与えることに注意がいって、教習生を落ち着いて見る余裕がないという

ことであるが、そうした状況もはっきりつかまえることができる。 

４．指導員全体の指導力向上をめざして－指導法改善プロジェクトの実施 

基礎研修を全員に実施するのもなかなか時間がかかるが、その研修の効果が具体的な指導にど

のようにつながっているかを明確にしていく必要が出てきて、指導法改善のプロジェクトを行う

ことが企画された。 
 
４．１ プロジェクトの必要性 

●全体の指導力向上（バラツキ・不統一解消）の必要 

プロジェクトを行う直接の理由は、「指導のバラツキ」「指導の不統一」という問題が基本にはあった。

研修をするだけでは無くならない問題であって、管理、経営側からの要請でもあった。その要請は、

教習生から「指導員により指導が異なる」「言うことが違う」「指導が同じでない」という声が出ていたが、

それは以前より存在し、なかなか無くならなかった。そこへ踏み込むことをやろうということである。 
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●研修だけでは指導力向上は個人どまり  

プロジェクトの背景として存在したのが、基礎研修を行っても、実際の教習へ活かしていくこと、

個々人の指導力の向上は各自に任されたまま、ということである。それぞれが自分のやり方がよい、と

思っている。あえて一つにしたくない？といった思いもみられた。そのままでは互いの指導の考えをぶ

つけ合い、より良い指導を作り出すことにはなかなかならない。これまで具体的にどのような教習、指

導がよいかが明確になっていないためである。 

 

●目標となる指導モデルを作る必要 

 基礎研修を実施する中でいろいろな指導員の教習映像に触れてきたが、これまでモデル的な指導

が見あたらなかった。十分検討したわけではないが、一人の人でよく考えられて作っていると思われ

る教習の流れ、内容、方法がなかった。大多数の指導員が納得できる、しかも研究された目標となる

指導、モデル的指導がぜひとも必要であると考えるようになった。 

 

●共同開発の力が育っていない、職人的指導者からの脱皮する必要 

基礎研修を通じてリーダーの育成の必要性を感じた。研修の様子や研修講師補助として参加するコー

ディネータの様子をみても、あまり共同がうまくない、ディスカッションも慣れていない。特にいろいろな意

見を出し合って詰めて一つの方向を出す、論理的に説明し、相手と意見を戦わせて一致点を見出す、と

いったようなことが慣れていない、という状況が見られた。 

こうした傾向は指導員という仕事が作っているかと思われる。指導員は独立した仕事をしており、一人

一台の車で教習をするが、責任もある一方、自負もある。教習指導は、法律の枠があり、カリキュラムが決

まり時間も限られ、決まり事も多く、自らの創意工夫を発揮しにくい。教習時間は誰にも邪魔されず、自由

に指導をしたい、という人もいる。また経験を重ねても管理職になりたがらない、傾向があるとも聞いた。 

 

●多くの指導員の知恵を結集させて、より良い指導を作る 

通常の社員であれば、共同で仕事をすることもあるが、指導員はどうしても個別になる。職人的な志向、

傾向になりやすい。誰かが決めたことをただ守らせるようなことではうまく行かない。面従腹背では、個々

の指導は変わらない。これを改善する必要がある。教育、指導はオープンな形で向上するものであり、どう

するのがよいか、多くの意見、実践を積み上げていくものである。なんとか全員の指導員を巻き込んで、よ

りよい指導を作っていくことが必要となる。 

 

●指導員としての誇りを育てる、より良い指導の追求、よい指導の実践 

さらに狭い職人的指導員ではなく、社会的な職業、職務である指導員。その役割を自覚させ、どういう

指導がよいのか、それを行うことが教習生、そして自分にとってよいことかを感じながら、仕事の充実をは

かるようになってもらう必要があると感じた。教習生に「ハンコをもらってその場で喜ばれる」だけでなく、あ

とになっても「よかった、やっぱりそういう指導の仕方がよいのだ」と思えるように。仕事に自信と誇りを持っ

て毎日仕事をしてもらうことが最も大切なことである。 

そうした真実、本物の教習指導を作るためには、まずリーダーを育てる。人と意見を戦わせる。その前

提として、考えて実験をし、それに基づいて意見を出す。その考えるための材料、方法は提供する。実験、

分析、設計、意見交換、展開、検証、修正の経験をする。そうしたプロジェクトを実践できることがなければ
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ならない。 

 

 

４．２ プロジェクト概要、推移 

●プロジェクトの内容と流れ 

 いくつかの項目に絞り、教習の状況を把握し、よりよい指導の方法を設計し直して、新しい方法を探

る。教習の映像（動画）を活用し、オープンな方向で進めているところが特徴である。 

 

進め方はプロジェクトチームを作

り、分析・設計を行い、展開・研修、

見直し・改訂を行うものである。 

新たな指導法はより具体的な指導

の方法を明示するものとして、指導

員向けの「教習コースアウトライン

（指導案）」、および「サンプルの教

習映像」を使って展開するところが

特徴である。 

 

プロジェクトの段階としては「指導

ツール開発」「指導法展開」「研修・

診断」「見直し・改訂」 

を項目毎に繰り返していく。 

 

 

 ●指導法改善を行う項目は、絞って

スタート 

指導法を改善すると言っても、項目全部を行うわけにもいかない。絞って行うことがよい。もっとも指導

法が問題になるところから始めるというのは一つのアプローチである。コヤマＤＳでは、「指導が難しい」と

言われ、また「指導の不統一が多い」と言われている４項目を選んで進めることとした。 

プロジェクトの名称は「KDS 新指導法開発 PJ」ということになった。２００６年にスタートし、これまでの指

導を見直し、よりよい方法を検討した。 

 

●プロジェクトの進め方、体制 

 コヤマＤＳは４校あり、これまでもカリキュラムの詳細、指導マニュアルなどはそれぞれ独自に作っている。

今回はそれを含んで全体で一つのスタイルを作ることとした。 

①プロジェクトで作るものは、中核は４校統一、具体は各校で自分達が作る。 

基本的に４校が統一したものを作ることとするが、コースの違いなど具体的なところがあり、それを含ん

で各校の担当者が作ることとする。４校で作って、それぞれでやってみて、やった結果を調べて、それを

元に直して、すり合わせ、これを繰り返すことを原則とする。 
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②リーダーとその他一般指導員をわけ、リーダーが引っ張る体制で 

４校あるコヤマＤＳでは各校３～４名のプロジェクトメンバーで、各校の教習内容に関わる委員会に属し

ている。各校とも若手、中堅、ベテランが入っている構成になっている。 

プロジェクトチームがリーダーとなってまず指導法を開発、それをみんなに展開、やってみて研修で勉

強して、やった結果をみんなから意見を吸い上げて、修正していく。これが全員で作る指導法改善という

ことである。 

筆者は全体のマネージとまとめ役を受け持ち、事務局を本社総務人事部が行った。 

 

● プロジェクトの経緯（繁忙期にはストップ） 

以下のように進めていった。 

２００６年 ４項目の分析・基本設計、「左折」「方向変換」の詳細設計。 

２００７年 「左折」「方向変換」の指導法のＰＪメンバーによる検証。 

２００８年 「左折」「方向変換」の展開、見直し・改訂。「縦列駐車」の分析・設計、進路変更。 

２００９年 「縦列駐車」の展開、見直し・改訂。「進路変更」の分析・設計。 

 

 

４．３ 指導ツール（コースアウトライン、サンプル教習映像）の開発 

  指導法改善の中核部分の指導ツールの作成であるが、項目の元となる運転行動を分析し、教習のコ

ースアウトラインを作成する。 

 

４．３．１ 教習コースアウトラインの開発 

 コースアウトラインを作るには、まず目標を明確にする。教習項目を離れて、実際の運転の行動を設定

するところから始める。 

①運転行動の分析 

まず、目標とする運転行動を分析するところから始める。 

例えば、所内の方向変換場所を使って、分析用の運転映像を撮

る。右は、その一例。インストラクションレコーダで「方向変換の行動

の撮影をしたもの。４つの画面の使い方を分析用のカメラ向き（上右、

下左を車外に移動）にして撮影している。 

 

分析用の映像が撮れたら、それを使って分析、カードを使う。表現行動、測定行動の抽出。この時点で４

校それぞれ行って、すり合わせる。ここがなかなか難しい。 
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実車を使った実験を行う場合もある。写真は「縦列駐車」の例。 

   

 

②教習の設計 

方向変換の運転行動で分析したものから、方向変換の項目で育てる感覚（神経）を切り出し、そこでど

のような順番で何をやらせるかを考えていく。 

そこから教習コースアウトラインを作り出すが、「基本コースアウトライン」と「各校版コースアウトライン」を

作る。基本コースアウトラインは、４校統一のもので、指導法改善の考え方を合わせて「解説」とする。 

 

●開発されたものを使っての指導 

 

 

●開発物の内容 

 「指導法改善の基本的考え方」と「基本のコースアウトライン」を表したもの。 

運転行動 

の分析 

教習の 

設計 

モデリング・教習のサンプル映像

（DVD）開発メンバーによる教習 

教習コースアウトライン 

（各校版） 

指導法改善ＰＪ「解説」 

（基本コースアウトライン） 

モデリング・教習のサンプル映像

（DVD）、開発メンバーによる教習 

教習コースアウトライン 

（各校版） 

指導法改善 PJ「解説」 

（基本教習コースアウトライン） 
自分の教習コース

アウトライン 

比較 

教習生
指導員
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（１） 指導法「解説」資料 正式名称「ＫＤＳ新指導法開発ＰＪ ２００８年版解説」の抜粋 
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４校全体の指導法の考え方「解説」に基づいて作られた各校での具体的なコースアウトライン 

 

●各校版コースアウトライン例） 

 ２００８年改訂版 秋津校 方向変換（右）コースアウトライン 

場所、教習生に対する指示、指導員の行動、そのねらい、意味、時間の目安などを図や写真を入れて作

成されている。 

 

４．３．２ サンプル教習映像 

開発したコースアウトラインに基づいて教習を実施し、

その映像（ＤＶＤ）をサンプルとして 

具体的な教習をどのように行うのかのサンプルを作成す

る。実教習が望ましいが、全員教養に間に合わない場合

には、説明用映像（説明用に意図して、作ったもの）でも

よい。 

サンプル映像は、プロジェクトメンバー全員が作成を

原則とする。 

                                 説明用映像の例 
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４．４ 指導法の展開（全員教養）・項目毎の研修 

４．４．１ 全員教養で指導法の展開 

各校で開発したコースアウトライン、サンプル映像は、それぞれの学校で、全員教養の場で展開される。

開発メンバーが全員教養での効果をあげるべく、開発したコースアウトライン、および説明資料（パワーポ

イントなど）、サンプル映像、解説映像を用意し、詳しい説明を行う。 

 開発したメンバーが、他の指導員にどのような考えで作成されたかを説明する。それを聞いてその後の

教習への展開を行う。 

全員教養の様子（２００８年１２月 「縦列駐車」の展開） 

 

１．パワーポイントで概要紹介 

 

２：コースアウトラインの紹介 

 

３：４画面説明映像利用 

 

４：質疑・応答 

 

４．４．２ 項目別研修 

全員教養の時間だけでは、その趣旨意図が理解されにくい。時間も不足するので、項目毎の研修が必

要である。「左折」「方向変換」「縦列駐車」などであるが、現時点では集合研修は行っていない。基礎研

修の実施が中心で、この項目別研修は各校で検討をしている。日常の時間を使うか、集合で研修するか、

誰がどのように行うのか、なかなか簡単ではない。単なる伝達ではなく、経験の少ない指導員にとってどこ

まで実のある研修にしていけるかどうかが、ポイントになると考える。 

 

４．５ 見直し・改訂 

 展開をしてそれぞれの指導員が新しい指導法でやってみるが、いろいろと問題は出てくる。それを吸収

し、フィードバックすることが重要。それをオープンな形で行い、問題点を修正し、さらに改善していく。 

 指導員にとって、指導してみてどうであるかを調査すること。教習生からの情報をフィードバックすること

も検討する必要がある。 
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４．５．１ 指導員アンケート調査、改善案作成 

指導法を改善してみて、展開後、やってみてどうかということをつかむことが目的である。やった本人の

手応えをつかむことになる。質問肢は、 

「改善した指導法のコースアウトラインに沿って教習してみて」 

「問題点はあるか」 

「改善するべきところはあるか」 

というものとした。 

集計結果は４校全体で「左折」で７～８０％、「方向変換」で６０～７０％程度が「概ね受入れている」とな

った。回答の内容から「開発した内容がよく理解されていない」「伝わっていない」と思われることがあった。

また「問題と思われること」「改善した方がよいと考えられる」ことなどの指摘には具体的で適切なものも多く

あった。 

 

４．５．２ 教習の診断 

●診断・評価の必要性 

アンケートは指導員の印象の部分が大きい。そこには出ない「教習の実態はどうなのか」「教習生にとっ

てよりよい教習に向かっているのか」を調べる必要がある。 

 教習の実態は、なかなか客観的につかむことは難しい。評価も本来自分で行うことが出来るのがもっ

ともその後の改善につながる。他人に指摘されたことは必ずしも納得できない、真からその問題を自覚

できないことも多い。自分で自分のよいところ、悪いところに気づくことが最もそのあとの効果が高い。よ

って自己診断をベースに他者診断、評価合わせるようにし、それが同じであればその後の改善にもっと

も有効である。 

 

●診断内容・方法 

 視点をもって自分で、もしくは他人の目で客観的につかむ必要がある。その視点を事前に決めておく

ことが必要で、その視点に従って行うことがよい。自己診断を行うには、自分の教習の映像を使って行

うことが最もよい。 

 

診断ポイントはまず教習がどのように行われたかの事実をつかむことが重要である。どこでどのように

教習をしたか、指導行動の記録をとるような内容、後掲の例の票では 

① 左側の欄「実施のチェック」を記入する部分。 
② 右側の欄は、指導上のいくつかのチェックポイントに関して、「説明や理解させることを行ったか
（言葉）」「見せたか、感じさせたか（五感に働きかけたか）」「その結果教習生は自分で出来るよう

になったか」を、映像、実際の教習を見ながら、診断・評価する。 

 

●診断票例（方向変換用） 

 例は方向変換のものである。 
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５．指導法改善プロジェクトが基礎研修に与えた影響 

 これまで指導力向上には、「基礎研修」と「指導法改善プロジェクト」が重要であることを述べてきた。双

方が関係しているのであるが、とりわけ改善プロジェクトが基礎研修に与える影響は大変大きい。 

基礎研修の内容のところで述べたが、それぞれ研修の最終部分で現実の教習への改善を考えることを

行っている。現実の教習の例として、指導法改善プロジェクトで開発されたものが有効であることになっ

た。 

 
５．１ 基礎研修への影響 

 指導法改善プロジェクトが基礎研修に与えた影響は、行動分析研修より、教習分析研修が大きい。 

「教習分析研修」では、これまで自分の教習の実態から「自らの教習コースアウトライン」を作成し、他の

指導員との比較をすることが重要な内容となっている。比較する教習（映像、コースアウトライン）は、他の

受講した指導員の教習が中心になっていた。コーディネータ（研修講師補助）の指導映像を見せたいとこ

ろであるが、自己流であり全体として参考になるレベルには達していないため、これまで使用してこなかっ

た。指導マニュアルに沿ってはいても、十分に練って作られてきているとは言えないものとなっていたため

である。 

そこに、指導法改善プロジェクトによるコースアウトラインと、そのコースアウトラインによる教習のサンプ

ル映像（開発メンバーによる）が、重要な比較対象として役割を果たすことになった。現時点では、もっとも

よく検討されて出来ていると言ってよいわけで、改善する余地はあるがタタキ台として比較するものとなる

わけである。 

研修受講生の報告書に述べられていることがそれを物語っている。 

受講生＞ 

ＡＭ： 統一されたアウトラインにいかに沿いながら、かつその効果を大きくあげられるかどうかは、指導員

の腕にかかっている。 

ＳＹ：方向変換はもちろん、他の項目もコースアウトラインを分析して、教習生の上達に繋がる教習が出来

るように研究したい。他の教習も定期的にレコーダで記録して各自分析できる機会があればよい。 

ＯＲ： 全員教養で新指導法を習い、実践していたつもりでしたが、より具体的なコースアウトラインの意味

を展開できれば、間違った解釈等も減って統一につながりやすいのではないか。自分の指導を、定期的

に比べてみたい。 

ＴＴ： 初めての頃は自信なんてほとんどありませんでした。だからコースアウトラインが出来たときは、どこ

かホッとしたのを覚えています。これがあれば上手く教えられると。しかし大事なのはコースアウトライン通

りに教えていくことよりも、教習生の理解度や出来具合を、仕草、表情、言動などで汲み取って、何が出来

て、何が出来ないのかを判断し、適切なアドバイス、説明のほうがとても大事なのだとわかりました。 

ＳＨ：決められたアウトラインの中でも、すでに自分の中にある程度の凝り固まった考えがありました。もっと

アウトラインを活かして教習に工夫をしていく必要性があると感じました。そして、コースアウトラインのプリ

ントを元に、モデリングの時間や説明の仕方にも詳しく目を向けるとまだまだ、勉強不足だったことに改め

て反省しました。 
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ＳＹ：１時間の教養だけでは印象だけしか得ることが出来ないと思いました。１時間の教養で、結果だけを

聞かされて新コースアウトラインでの指導をすることと、コースアウトラインに至るまでの過程を付け加えて

の展開をすること、それだけで大きな違いが出てくると思います。指導員すべてがコースアウトラインの作

成に加わることが必要だと感じました。紙一枚に書くことと、教習検討委員が中心になってディスカッション

することでは大きく違うことなので、もっと現場を巻き込むことで新しい指導法の定着にもなっていけると思

います。 

 

５．２ プロジェクトメンバーがコーディネータになる意味 

コーディネータ（研修講師補助）としてプロジェクトメンバーが入り、開発した教習コースアウトライン、サ

ンプル教習映像の解析で出た疑問点を答える。それを通じて指導ができることになる。 

 自らが関わった開発の産物であるコースアウトライン、そして自らのサンプル教習映像を材料に、研修に

参加した指導員が比較対象として、熱心に見て質問、意見を言ってくれることが、コーディネータとしてプ

ロジェクトメンバーとして、責任もありまた張り合いもある。どのように一般の指導員が受け取っているか、理

解されている部分とされていない部分があることに気づくことが大変よいことになる。 

 これは、指導法改善プロジェクトのメンバーが、指導法の研修にあたることが大変重要であるということを

表している。 

 新指導法に関して受講者、コーディネータの研修報告書にいろいろと書かれている。そのポイントを挙

げてみると 

・ 新しい指導法によるモデルコースアウトラインを明確に目標として意識している。 

・ 自分で教習を分析する意欲が見られる。やり方、進む方向がつかめたといえる。 

・ 間違った解釈をしていたことを自覚し、さらに具体的なコースアウトラインの研究を希望している。 

 

自分の教習を比較する具体的な対象が明確であることが重要であり、その対象は十分考え方を練った

コースアウトラインであることも重要であるということになる。 

教習分析研修の中で、比較する具体目標があることがどのような印象を持つか、について研修報告書に

残されたものを紹介する。以下、研修報告書より抜粋 

ＴＫ：自分のコースアウトラインと新コースアウトラインと比較する時間を設けたこと、そして自分自身で自ら

のコースアウトラインを見直すという作業を取り入れたことで、この教習分析研修がより充実出来たと感じま

した。コーディネータとしても、実際の教習映像を見てもらい、今までの経験から自分はこうしているといっ

たアドバイスができたこと。それを真剣に聞いてもらえたことが、とてもうれしく思いました。 

ＵＫ：コースアウトラインのねらいが理解されていない部分があると感じました。全員教養でみんなの前で

説明しても、案外理解されていないのです。展開方法を熟考すると共に、教習分析でコーディネータにな

ったときには、ねらいが理解されているかを確認しなければならないと痛感しました。 

ＫＮ：３人共、新しい指導法に沿った指導はしているもののモデリング部分での説明が長く１０～１５分位か

かっていることでした。その原因を良く見てみると各自が説明をアレンジしすぎていて説明の仕方がバラ

バラになっていることでした。このことは今回のメンバーに限らず若い人達全般の指導に言えることのよう

な気がしました。研修の最後にコーディネータが教習を行い方向変換の方法をＤＶＤに収めたものを見て

もらうことにより３人には正しい方法が理解できたと思います。 
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６．指導員の指導力向上における指導法改善プロジェクトの持つ意味 

６．１ プロジェクトの意味 

これまで述べてきた事は、基礎研修で「指導員として指導に関する基本の見方、考え方」、そして「自ら

の教習を客観的に、科学的に見直す力」を身につけた上で、「指導法の改善に関わるプロジェクト」を多く

のメンバーで進めていくことが、個々の指導員、そして全体として指導力が向上することがはっきりしてき

た、ということである。 

 とりわけ指導法改善プロジェクトを通じて、職人的指導者から脱皮して、共同で新しい指導法を開発す

る指導者になることができることに注目してもらいたい。プロジェクトを通じてそうした力をもつことができる

と言ってもよいかもしれない。 

 

６．２ プロジェクト、および研修の推進に伴う課題 

プロジェクトの推進は簡単ではない。これまで共同で作業、研究を進めてきていない人々の集まりであ

り、また研究になじまない仕事の仕方をしてきている。決められた内容を決められた時間でこなす、あまり

自分の考えは入れずに指導する、それを個別に行うという仕事の仕方のため、なかなかプロジェクトには

向いていない。それをなんとか、こなしていくには十分な体制、繰り返しをしながらよいものを作っていくと

いう全社的な姿勢が必要となろう。早急に指導法が改善することは難しく、また個人の指導力向上は見ら

れないかも知れない。 

コヤマＤＳでは４校のリーダーが集まってのプロジェクトであるので、一人一人の経験、分析力などがい

ろいろであるため、なかなか内容のすり合わせに時間がかかり難しい。さらに指導法改善でとりあげるテ

ーマが左折、方向変換、縦列駐車、進路変更へと進むに従い、運転行動も複雑、高度になるため、分

析・設計はエネルギーを要することになる。これをクリアしていく体制、およびメンバーの自覚をさらに上げ

ることが必要で、これは教習所全体で作っていくことが重要になる。 

 

懸念されることは、展開が全員教養のみで項目別の研修の時間をとらないと、与えられた指導法をその

まま形の上で実施する、つまり自分のものにして指導することにならないことである。現実の中では研修時

間をとることが大変難しいであろうが、より具体的な指導ツールがあることで「考えない指導者」を作ってし

まうことは避けなければならない。あくまで指導ツールは材料である。 

 

このように考えてみると、指導法開発プロジェクトの意義をあえて次の３つに絞ってみるのがよいのでは

ないかと思う。 

●共同開発の力を身につけ、職人的指導者からの脱皮 

●多くの指導員の知恵を結集させて、より良い指導を作る 

●指導員としての誇りを育てる、より良い指導の追求、よい指導の実践 

 

最後に現時点での基礎研修と指導法改善プロジェクトの関係、及び流れを図に表すと次のようになると

考えている。 

より良い教習を目指し、開発メンバーによる指導法の開発（コースアウトラインと教習映像）、それを全員
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に対して展開（全員教養）、項目別に研修をする。研修は自分の教習の映像記録を撮って、開発された

モデルコースアウトライン、開発メンバーによるサンプル教習映像と比較をし、自己診断をする。他の者に

よる診断・評価も行う。そして指導員全体の状況、意見を集約、教習生の評価も入れて見直しをし、改訂

する、これを項目毎に繰り返していく、ということを表す。 
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