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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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問題解決の進め方 概要 

目的 

 問題解決に必要な基礎知識を学びます。 

 問題解決力を高めるためのスキルを習得します。 

 中堅社員としての解決行動を学びます。 

対象 

中堅社員 

所要時間 

３時間 

教材 

 シート① 問題とは何か 

 シート② 問題の発見と形成 

 シート③ 問題解決と解決行動 

 ワークシート① 問題整理のワークシート 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

問題とは何か ２５分 

問題の発見と形成 ３５分 

問題の発見と整理 ７５分 

問題解決と解決行動 ３５分 

まとめ ５分 

合計 １８０分 

 

 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

  みなさんは、これまで仕事上のトラブルやミスなど、様々

な問題にぶつかり、それを乗り越えてきたと思いますが、 

この会合では、その問題を効果的に解決していく技術を学

びましょう。 

 私たちが仕事をする職場では、日々様々な問題が発生し

ます。そこには大きな問題から小さな問題まで実にいろい

ろな問題があります。 

 毎日が問題解決の連続と言ってよいでしょう。 

 いずれにしても、これらの問題は仕事をするうえでの障

害となるものですから、放置せずに解決していかなければ

なりません。 

 その際、自分１人で簡単に片付く問題なら頭を痛めなく

てもよいのですが、問題によっては自分だけでは解決が難

しい厄介な問題もあります。 

 また問題の中には、特別に手を下さなくても自然に片付

いてしまうものから、放っておいたら大変な事態を引き起

こしてしまうものまで、性質も様々です。 

 これらの問題を的確に見分けて、的確な手を打っていく

ことが問題解決ですが、そのためには問題とはどのような

ことを指すのかを、まず理解しておかなければなりませ

ん。 

 また、問題解決に入る前には、漠然とした問題でスター

トするのではなく、問題となる原因の発見が必要なことは

いうまでもありません。 

 問題の原因をつかむ方法やそれへの対処方法について
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

も、理解しておくことが必要です。 

 そこでこの会合では、問題の正しいとらえ方や問題解決

にあたって求められる姿勢、さらに問題の背後にある原因

や発見の仕方や問題解決のステップについても学習して

いきます。 

 中堅社員になると業務も多様化し、それとともに仕事で

起きる問題も複雑化してきます。その意味で問題解決力は

中堅社員にとって必須の能力となってくるでしょう。 

 問題解決は重要な職務と思い、積極的に問題解決にあた

るとともにそれに伴った問題解決力を高めていきましょ

う。 

問題とは何か 

（２５分） 

シート① 

問題につい

ての基本知

識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちは日頃、問題という言葉はよく使いますが、「それ

では問題とはどのようなことか」、と改めて問われると意

外に答えにくいものです。 

 そこでまず、問題とはどのようなことかを、理解してお

きましょう。 

 問題の定義はいろいろありますが、問題とは「物事が一

定の基準から逸脱している状態」、あるいは「目標まで至

らない未達の状態」と定義するのが一般的です。 

 「基準からの逸脱」というのは、物事が本来あるべき状

態からそうでない状態の差を指します。 

 たとえば、仕事でミス、トラブルが発生した場合、本来

あるべき基準から仕事が外れてしまったため、この状態を

指して私たちは問題が起きたと呼びます。 

 また、営業活動などで、当初に立てた目標に販売実績が

上がらなかった場合、目標と実際の間にギャップが生じる

状態を問題と呼ぶことがあります。 

 このように問題とは、基準または目標と実際との間にズ

レが生じたとき、そこに起こる差（ギャップ）のことにな

あるべき

基準 

現状 

ギャップ 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

（２）問題

解決に求め

られる基本

的な姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②の

図 

ります。 

 この差が大きければ大きいほど、大きな問題、小さけれ

ば小さいほど、小さい問題となるわけです。 

 問題解決は、問題となるこのギャップをいち早く発見し、

ギャップが生じた原因を追究して、解決の手を打っていく

ことをいいます。 

 以上が問題への定義です。まず、問題とはどのようなこ

とを言うのかを知っておいて下さい。 

 問題の発見の仕方、解決の方法については、後ほど詳し

く説明しますが、問題解決にあたって常に心がけなければ

ならない姿勢、心構えがありますので、それを先に説明し

ましょう。 

 問題解決で大事なのは、自分が「何か変だな」「問題だな」

と思ったら、それをそのままにしないで「何が変なのか」

「何が問題なのか」をまず考えてみることです。 

 そして、解決すべき問題が明確なら、その問題を起こさ

せている原因をつかむことが大事です。 

 その際、仮にその問題が自分の手に負えないものであっ

ても、そのまま放置したり、自分１人で抱え込まず、まず

上司や職場の仲間に相談してみることです。 

 どんな問題もこの世の中に解決できないものは１つもな

いからです。なぜでしょうか。 

 それは、問題の解決が「できない、ムリだ」という時は、

そこには何らかの理由があるからです。その理由を探って

みると、次の５つのことが挙げられます。 

 まず１つ目は、自分一人では解決できないという理由で

す。これは物理的な制約といえます。 

 ２つ目は、いま、すぐには解決できないという理由です。

これは時間的な制約といえます。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 ３つ目は、方法や手段が見つからなくて解決できないと

いう理由です。これは思考や技術面の制約です。 

 ４つ目が、まだ、やったことがないから解決できないと

いう理由です。これは行動面の制約といえます。 

 ５つ目が、やる気がなくて解決できないという理由です。

これは精神面の制約からきています。 

 このうち①②③の理由であれば合理的で科学的な解決が

可能です。 

 たとえば、①の自分１人で解決できないという物理的な

理由であれば、誰か他の人の力を借りられないか、他部門

の協力が得られないかを考えていけばよいのです。 

 ②のいますぐに解決できないという時間的な理由であれ

ば、どのくらいの時間があればできるのかを考えていくこ

とです。 

 同様に、③の解決方法が分からないという理由であれば、

自分一人で考えずに他の人の経験やアイデアを活用でき

ないかと考えていくことです。 

 職場の上司や仲間に相談し、その知恵と力を借りれば、

解決の糸口は見つかるというわけです。 

 しかし、④⑤の理由となると、その本人の行動力とやる

気にかかってきます。 

 「やったことがない」「経験していない」から、できない、

ムリですという理由なら、その言葉を口にする前に、まず

行動を起こすことが先決です。 

 また、行動を起こす前から、「できない」「ムリです」と

いうのでは、本人のやる気にかかっており、問題解決以前

のことといえます。 

 しかし、中堅社員の中には④⑤の理由で、「できない」「ム

リです」という言葉を口にする人が多くいます。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 「できない、ムリです」の言葉は問題解決では禁句です。

問題解決に求められるのは、この世に解決できないものは

１つもないという姿勢で、問題解決に臨まなければなりま

せん。 

問題の発見と

形成 

（３５分） 

シート②  問題を解決していくには、問題の発見がされなければな

りません。問題点といったり、原因といったりするもので

す。そこでこれからは問題の発見の仕方を習得していきま

しょう。 

 問題の中には原因がつかみにくく、一体どのような問題

なのかがはっきりしないといったものもあります。 

 私たちの健康に例えると、体がだるいので熱を測ると普

段より熱が高い状態なのですが、原因がはっきりせずどん

な病気なのかがつかめないといったことがあります。 

 そこで病院に行き、診てもらうと、医師は問診やレント

ゲンで原因をつかみ、そのうえで治療方法を考え必要な手

を打っていきます。 

 職場で起きる問題解決もこれと同じで、問題解決のため

には、まず問題の発見と原因をしっかり把握し、そのうえ

で解決の手を打っていかなければなりません。 

 では、問題の発見はどのようにしたらよいのでしょうか。 

 どんな問題も問題が起きる前には、必ず何らかの兆候が

あらわれます。 

 この兆候を的確に把握することが問題発見のポイントで

す。 

 では「問題の発見から形成までの過程と求められる能力」

について説明しましょう。 

 （シート②で問題の発見と形成を説明する。） 

 そこに必要とされるのが、問題の兆候をいち早く察知す



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　問題とは何か

シート②　問題の発見と形成

シート③　問題解決と解決行動



シート① 

 

問題とは何か 

 

（１）問題についての定義 

私たちは問題という言葉は日頃よく使いますが、それでは問題とはどのようなことを指

すのか、と問われても明確には答えにくいものです。そこで問題解決に入る前に問題とは

どういうことを指すのか、それを説明しておきましょう。 

問題とは、一般に物事が「基準から外れた状態」や「目標まで至らない未達の状況」の

ことを指します。たとえば、仕事でミス、トラブルが発生した場合、本来あるべき仕事の

基準から物事が逸脱したため、この状態を問題と呼びます。また、営業活動などで、予定

の目標まで販売実績が達成せず目標未達の場合は、目標と実際の間にギャップが生じたた

め、この状態を、目標 ― 実際＝ 問題としてとらえます。このように問題とは、基準ま

たは目標と実際との間に起きる差（ギャップ）のことをいいます。この差が大きければ大

きいほど、大きな問題、小さければ小さいほど、小さい問題になります。 

   

図  問題とは基準（目標）と実際との間に起きるズレ 

 

基準・目標 

                  

  

                 

 実際の状態（ミス、トラブル、クレーム、未達など） 

 

問題解決は、問題となるこのギャップをいち早く発見し、ギャップが生じた原因を追究し

て、解決の手を打っていくことをいいます。 

しかし、問題の中にはひずみとなるギャップが小さくて、それが問題なのかどうか、また

何が原因なのかよくつかめないものや、問題とその原因がつかめても自分１人では手に負

えないものもあります。問題はどのようなものであれ、それらの問題を的確に解決してい

かなければなりません。職場では色々な問題に直面していきます。問題に追いまくられた

り、挫折してしまうことがよくありますが、それに打ち勝っていく姿勢がまず重要になり

ます。 

 

（２）問題解決に求められる基本的な姿勢 

問題解決で大事なことは、自分が「何か変だな」「問題だな・・・」と思ったことは、そ

のままにせずに一度立ち止まり、「何が変なのか」「何が問題と思えるのか」をよく考え、

そのうえで原因を見つけていくことです。そして仮に、その問題が自分の手に負えないも

差（ギャップ）＝問題 



シート③ 

 

問題解決と解決行動 

 

（１）問題解決のステップ 

 問題発見の次にくる問題解決のステップを紹介しましょう。 

①解決目標の設定 

問題の原因を発見し、問題の全体像がつかめたら、次に解決の段階に入ります。問題解

決では、まず解決すべき目標を決めます。問題の原因を一度にすべて取り除くというわけ

にはいきませんから、どの原因から着手し、どのような手を打つかを決めて解決案を作成

します。 

先ほどの例でいえば、熱がでた原因が、風邪を引いている、またお腹をこわし下痢が続

いている、残業続きの過労で体力が弱っているといった場合や、元来熱の出やすい体質と

分かった場合、これを治療するため風邪薬と胃腸薬、さらに体力増強のための栄養剤、体

質改善のための漢方薬を一度に服用するわけにはいきません。これでは身体そのものが余

計におかしくなってしまうでしょう。 

②解決の優先順位と重要度の決定 

解決にあたっては、どの順で手を打つかの優先順位を決めます。薬を飲むにも体力が落

ちていては受けつけないので、まず絶対安静で体力の回復を１番とします。次に胃腸を整

えるための胃腸薬の服用を２番、そのうえで風邪薬を３番目とし、体質改善の漢方薬は４

番目というわけです。 

次に、問題の重要度を決めておきます。どの問題も解決が必要ですが、その中でも何が

特に重要なのかを見極めることです。先の治療でいえば、風邪は万病の元といわれるので

風邪対策は完全に治るまで手を抜かず徹底的に治す、またいつも熱が出るような体質では

困るので、体力を鍛えるためのリハビリは少し時間をかけて計画的に取組むといった具合

です。この優先順位と重要度で解決案を作成したら、その案を再度見直し、マイナス効果

を検討しましょう。 

③マイナス効果の検討 

マイナス効果の検討とは、その問題を解決することにより、他にマイナスになるような

ことが生じないかの予測です。たとえば、治療のための薬を飲むことによって副作用が起

きないかといった検討です。予測される障害要因があればこの段階でそれに対する対策を

練っておきます。これらの作業がすんだら本格的な解決策の作成をします。 

④問題解決のための実行計画の作成 

解決策をもとにして、いつからいつまで、どのような手順でどのように解決するか実行

計画を組みます。そのやり方は、５Ｗ１Ｈ（だれが、なにを、いつ、どこで、なぜ、どの

ように）で検討し、具体的な解決のためのスケジュールを決め、実際的な問題解決の実施

に移ります。 
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