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 コーチングとは、90 年代から 00 年代にかけて急速に普及した人事労務管理の手法である。

村越・山本(2010)、山本(2009)において述べたように、それはポスト・フォーディズムにお

ける労働と企業のあり方を象徴するサンプルの一つといえる。しかし、コーチングが現代

の労働環境においてより効果的な管理手法であるのかどうかという点は、コーチングを採

用する企業にとって、労働者にとって、また政治経済学的分析にとっても十分に明らかで

あるとは言えない。本報告では、実際にコーチングの効果について行われた種々の研究を

紹介し、コーチングの効果測定をめぐる現状、コーチングにおける実証研究の課題を検討

する。これらの議論を通じて、コーチングの「効果」とは何なのかという問題が提示され

る。 

 

1. はじめに 

マシンペーシングによる労働力管理を可能にした製造業の凋落、またそれに関連して労働

組合を通じて結ばれていた労使間の利益シェアの合意の崩壊などにより、これまで通用し

ていた労働力管理手法は有効性を失いつつある。フレキシビリティおよびコミュニケーシ

ョンといった語に集約されるような労働の性格の変化が、労働内容とともに雇用関係のあ

り方にも及んでいることは言うまでもない。労使関係の個人化、企業組織のネットワーク

化・フラット化、労働過程の非物質化といった過程に対応し、それらを補完するものとし

てコーチングを位置づけることが可能である。すなわち、身体を型にはめる規律訓練では

なく、精神的記憶にモデルを与えること（Lazzarato, 2004）。 

コーチングの基本的スタイルは、いわゆるカウンセリングに近い。仕事上の問題、キャリ

ア形成の方向性などに関して、コーチはクライエント自らが問題解決を見出せるように、

さらには問題解決能力そのものを身につけるようにサポートする。コーチングの一般化は

コンサルタント業の成長ともかかわっている。また、コーチングに関する言説において認

知科学的な語彙が多用されることも特徴的であろう。いわばコーチングは、ソフトな労働

強化のテクニックを自認し、またそのようなものとしての機能が期待されている。 

とはいえ、実際にコーチングのもつ効果はどのようなものか、あるいはそもそもいかにし

てその効果が実証されうるのかということがわからなければ、経営者であれ従業員であれ、

コーチングという手法の意義を問題にすることは難しい。コーチングの「効果」について

の研究は、事例研究を中心として、International Journal of Evidence Based Coaching and 

Mentoring といった雑誌などで多数発表されており、アカデミズムの内部に地歩を固めつ

つあるかに見える。こうした立場はコーチングへのエビデンスベースド（実証に基づく）

アプローチにおいて、コーチング体系の明示化、理論の深化と合わせてよりコーチングを

効果的に利用していく条件として認識されている（Grant and Cabanagh, 2004）。 



 コーチングが多様な職務階層、目的に対して行われている現状を反映して、以下では管

理者レベルを対象とした調査を一つ、現場レベルの労働者を対象としたコーチングを二つ、

労働者のストレス削減を目的としたコーチングを一つ、計四つの調査を取り上げる。第２

節でまずそれぞれの調査を、調査の背景、調査の内容、調査結果について紹介する。こう

したコーチングの調査の効果を確認したうえで、第３節ではコーチングの実証的な効果測

定における課題について考察する。 

 

2. コーチングの効果についての実証研究 

 本節では、コーチングの効果についての４つの実証研究を紹介する。管理者に対するコ

ーチングの実証である Laske(2004)、現場労働者を対象としたコーチングの実証である

Hannah(2004)、Wheeler(2011)、予防医学的なコーチングの実証である Gyllensten and 

Palmer（2005）の計４研究である。 

 

Laske(2004) 

 Laske(2004)は、マネージメントレベルのメンタル強化と作業能力強化を目的としたコー

チングの実証研究である。コーチングプログラムは 2001 年に実施されたもので、英国のイ

ンターネットサービスプロバイダー会社の管理職クラスを対象として実施された。コーチ

ングプログラムが必要とされた背景としては、当該サービスプロバイダーは当時新たにイ

ンターネットバンキングを立ち上げたところでこの新部門に対して潜在能力の高いと思わ

れる管理者を選別することが必要となっていた。こうした背景のもと、コーチングプログ

ラムは管理職職員の潜在力を量る目的と潜在力を高める目的を兼ねて外部コーチを導入し

て 6 名の管理者を対象として行われた。 

 コーチングの実施前と実施後で被験者の発達段階が計測され、6 名中 3 名が 4 段階で計測

された発達段階において 1 段階の改善がみられたほか、業務を効率的に遂行する能力を量

る効率性インデックス（Efficiency Index）において被験者全体の平均で＋2.17 ポイントの

改善がみられた。こうしたコーチング前後の変化の測は、発達段階、効率性インデックス

ともに事前に定められた調査票に基づいて事前と事後の変化を計測したものである。発達

段階においては、他者依存な段階とされるレベル 3 から自律的な自己を有しより指導的、

自律的な業務にふさわしいとされるレベル 4 へのシフトが 2 名で観察されたほか、1 名にお

いてはレベル 4 から自律的な成長過程を内在させている段階とされるレベル 5 への部分的

なシフトが 1 名で観察された。効率性インデックスは質問票に対する回答をもとに業務の

効率性を判断する調査で、60 ポイントを満点としたスコアに還元された結果において平均

2.17 ポイントの改善が事前と事後で見られた。 

 

Hannah(2004)  

 Hannah(2004)は鉄道会社の対乗客サービスを行う労働者に行ったコーチングプログラ



ムに関する研究である。コーチングプログラムは英国の都市間鉄道運営会社（TOC）にお

いて 350 名の対顧客サービスに従事する労働者を対象として 2002 年 9 月から 2003 年 5 月

まで実施された。コーチングが必要とされた背景としては、TOC は鉄道民営化による競争

激化の中で顧客サービスの改善に取り組んでいたが、一方的な指導と監視からなる通常ア

プローチは、監視が及ばないところでは指導内容が実施されないという問題を抱えており、

より自律的かつ内在的な適切な業務遂行の徹底手法としてコーチングプログラムが採用さ

れた。 

 13 の地区に分かれている 350 名の労働者に対して、それぞれの地区の顧客サービス責任

者がコーチ的手法を学んでコーチングを実施する形でプログラムは実行された。プログラ

ムに関する調査は、コーチに対する被験者の見解、被験者の適切な業務遂行に関するミス

テリーショッパー手法を用いた調査、顧客満足調査の三つによってなされた。コーチに対

する被験者の見解は、既存の責任者がコーチに転換したため、当初はコーチというよりは

伝統的な管理者としての見解がみられたが、プログラムの進展に従って顕著にコーチ的な

要素の被験者に対する浸透がみられた。ミステリーショッパー手法を用いた調査では、ほ

とんどの業務内容について、プログラムを通して継続的な改善がみられた。また同様に顧

客満足調査においても事前と事後で顕著な満足度の改善がみられた。 

 コーチに対する被験者の見解は、被験者に対してコーチがコーチに要請される適切な要

素を備えているかを尋ねる質問票によって調査された。具体的には、コーチが伝統的な管

理者の高圧的な指導スタイルではなく、コーチとして適切とされる被験者の内在的な能力

を引き出すスタイルをとっているかを調査するものである。プログラムの事前と事後でコ

ーチ的な要素を認めることができた被験者 40％に対して伝統的なプログラムとの違いを感

じなかった被験者は 10％で、コーチ的要素を含んだプログラムがおおむね実施できている

ことが確認された。 

 次に、ミステリーショッパーを用いた調査では、事前に顧客サービスに要求される要素

を特定したうえで、そうした業務が適切に遂行されているか、従業員には調査が行われて

いることが明かされていない環境で調査が行われた。調査内容は、乗客に対してきちんと

挨拶ができているか、車内は清潔に保たれているか、アナウンスメントは適切に行われて

いるかなど具体的な行動の実施を確認するもので、プログラム期間を通じてほとんどの指

標において改善が確認された。 

 後に、こうした適切な行動の実施が顧客満足につながっているか否か、顧客満足度調

査が実施された。顧客満足度調査ではプログラム中に行われたプログラム結果が顕著な上

昇を示す一方で、プログラム後の調査では事前よりは上昇がみられるもののプログラム中

の結果からは満足度が低下するという結果が得られた。顧客の満足は必ずしも顧客サービ

スの具体的な改善のみに依存するものではないという側面は、たとえばダイヤの正確性な

どが影響した可能性が考えられるが、事前と事後では顕著に顧客満足度の上昇が認められ

る結果となった。 



 

Wheeler(2011) 

Wheeler(2011)は観光業界における販売現場でのコーチングプログラムに関するもので、

4つの販売所における6名の現場管理者が採用したコーチングスタイルの現場管理の効果に

ついて調査したものである。結果としては、よりコーチング的な要素の強い現場担当者の

売り上げがより高いという結果が確認された。 

Wheeler(2011)の調査はコーチングプログラムの質的な側面を調査したもので、かならず

しも売り上げとの直接的な連関を調べたものではないが、現場のパフォーマンスにおいて

改善がみられたほか、コーチングプログラムを通じてコーチが果たすべき要素、命令する

のではなく情報を提供する、結論を与えるのではなく枠組みを提示する、ロールモデルの

提供、対話などコーチとして果たすべき要素の浸透が職場環境の改善、ひいては売り上げ

の上昇につながっていることが確認された。 

 

Gyllensten and Palmer (2005) 

 Gyllensten and Palmer (2005)は英国の金融会社の主に電話を用いた業務に従事する労働

者に対して内部コーチによって実施したコーチングプログラムがストレスの減少にどのよ

うな影響を及ぼしたのかを調査したものである。コーチング自体はストレスの減少を目的

として行われたものではなく、16 名の被験者を対象にコーチングプログラムを実施した結

果ストレスの減少にどのような効果があったかを調べる目的で調査が行われた。 

 被験者 16 名のストレスレベルを質問票に回答を求める形式で調査を行ったところ、コー

チングを実施した被験者においては、コーチングを実施しないコントロールグループと比

較して不安感とストレススコアにおいて顕著な差がみられ、差は有意でないもののコーチ

ングがストレスの減少に効果をもたらす可能性を示唆する結果となった。一方で、精神的

な落ち込み（Depression）の項目ではコーチンググループとコントロールグループではコ

ントロープグループのほうがより落ち込みからの回復を見せる結果となったが、両者のグ

ループでスコアの改善がみられ、両者に共通する外的な全社的要素の存在をうかがわせる

結果となった。 

 

3．効果と測定における問題 

 上記 4 研究によって、程度の差はあれコーチングがもたらす効果が確認された一方で、

コーチングの有効性を実証してゆくためのいくつかの課題も浮かび上がってくる。一般的

には、コーチングの結果を明確に示す実証調査として次のような条件を満たすものが望ま

しいと考えられる。 

 １、コーチングの長期的な効果が分析できること。 

 ２、コーチングが果たすべき目標が計量化可能かつ明確であること。 

 ３、コーチングのメソッドが標準化されており、コーチの能力が標準化もしくは計量化



可能な状態であること。 

 ４、コントロールグループを用いた分析が可能であること。 

以上の要素を満たすプログラムが、コーチングの効果の実証に関して有効な枠組みとして

考えられるのだが、これらすべての条件が十分に満たされることは容易ではない。 

 コーチングがもたらす成果は、ここで見た研究では管理者の発達段階の上昇、現場の労

働者のサービス向上、ストレスレベルの減少など多岐に渡るが、企業が長期的にコーチン

グを採用するためには、コーチングが長期的な企業のパフォーマンスや存続に関して代替

手段よりも効率的に作用することができなければならない。しかしながら、実際の企業は

さまざまな諸条件の組合せの下で運営している状態であるため、特定のコーチングプログ

ラムによって確実な効果が生み出されているのかどうかを検出するのは非常に困難である。

結局全体の枠組みとしては、コーチングが直接的に企業の長期的な収益に効果をもたらす

ということではなく、管理者の能力や、顧客満足、自律的な労働者の行動、ストレスの低

減による労働衛生の改善など、何らかの中間的な指標を達成することで、長期的にはこう

した指標の改善を通じて企業の存続可能性を高める、という議論を行わざるを得ない側面

がある。 

 こうした中間的な指標の改善に焦点が絞られる必要がある一方で、コーチングが固有の

分野を持たないため、どの中間的な指標が取り上げられるべきなのかも曖昧である。管理

者、現場、ストレスへの影響など、それぞれ異なる分野でコーチングが果たす役割が確認

されている一方で、こうした異なる分野に共通して適用されるコーチングの特定のスタン

ダードというものは確立されておらず、Hannah(2004) や Wheeler(2011)においてはそも

そもプログラムがコーチング的な条件を満たしているかどうかが調査対象となっているこ

とからも明らかなように、コーチングという技能が明確な定義を欠いているという側面が、

計測をより難しくしている懸念が残る。Laske(2004)はこの点に関して、コーチの能力に応

じて結果をコントロールする必要性を示唆するとともに、コーチの技能レベルと被験者の

発達段階との間に有効性をもつ組み合わせとそうでない組み合わせが存在することを理論

的な段階では示唆している。同様の懸念はストレスレベルに及ぼす影響においても当然あ

てはまることであるといえる。 

 またコーチングプログラム自体がコーチングの効果を実証する目的で実施されていない

ことから、コントロールグループをもった調査を行うことが困難となっている。

Laske(2004)のような管理者対象のプログラムではコントロールグループを作ることは困

難であろうし、Hannah（2004）のような現場労働者向けのプログラムにおいては、地域

特性などを加味するとコントロールグループの結果を統計的にコントロールするには相当

な困難を伴うことが予想される。 

 具体的なコーチングプログラムが企業で採用される背景は多様であるとはいえ、おそら

くコーチングの有効性自体を証明することが主要目的となる可能性は低いと考えられる。

そのため、上記のコーチングの有効性を実証する枠組みは、現実に実施されるコーチング



プログラムのなかで妥協を図りつつ具体化される必要がある。こうした背景を考慮するな

らば、今回取り上げた四つの研究に関しても、それぞれの枠組みのもとではある程度コー

チングの効果を明らかにしていると考えうるほか、その結果に関してコーチングがもつ役

割をそれぞれに示唆するものと評価できるだろう。 

 より広い文脈から考えると、コーチングの効果測定の困難とは、ポスト・フォーディズ

ムにおける労働の評価の困難（Marazzi, 1999）に由来しているといえる。経済パフォーマ

ンスにおける無形資産（あるいは認知資本）の意義の増大は、技術決定論を意味するので

はなく、むしろ俗に言う人的資本、生きた労働の問題として捉えられる。古典的な意味で

の固定資本の大きさが企業の価値に占める意義は低下し、もっぱら機械設備によって規定

される時間あたり生産量で生産性を評価するわけにはいかなくなった。これはフォーディ

ズム的な賃金決定の不可能性ということだが、本報告で紹介したコーチングの効果測定の

研究において報酬あるいは分配の問題が取り扱われていない点にも直結する。マクロレベ

ルにおける調整 régulation によって利潤と賃金の分割が決定されるならば、その賃金水準

が労働の評価のベースとなるが、このような制度的回路が成り立たない以上、一元的な賃

金決定の方式はありえず、したがって労働の評価は多元化し、変調 modulation（Lazzarato, 

2004）によって雇用は管理されることになる。そしてコーチング自体がそのような雇用管

理の一環として理解できるものなのである。それゆえに、コーチングの効果測定の困難は

原理的なものであって、具体的な状況において実践的に解決される他はない。 

 本稿で取り上げたコーチングの実証研究において報酬や賃金の問題が表に現われていな

いのは、ある意味では自明の事柄であるが、しかしながらコーチングの「効果」を評価し

ようとする際には懸念が残る。コーチングの基本理念は、労働者・従業員が自律的に問題

解決を行えるよう支援する、というものである。そうであるとすれば、コーチングの効果

として、報酬もふくめた労働者にとっての厚生への影響を労働者たち自身が評価すること

が可能であるべきであるとも考えられよう。何らかのスタンダードが存在しない以上、コ

ーチングの効果は誰にとってのものなのか、どのような価値にもとづくのか、という観点

から、何をいかにして測定すべきなのかという問題を検討する余地がある。企業は複数の

ステイクホルダー間の折衝の場であり、企業活動の慣行は単一ではないのである

（Eymard-Duvernay, 2004）。 

 

おわりに 

 本稿ではコーチングの効果に関する実証研究を検討することで、コーチングの効果測定

における固有の問題を明らかにした。そこでは一元的な尺度を用いることが困難であり、

中間的な諸指標を通じて効果が検証されることになるのだが、それは現代の資本主義にお

けるコーチングなるものの性格に由来するといえる。同時に、いかなる観点でコーチング

の効果を考えるべきなのかという問題が重要である。ここで取り上げることができなかっ

たコーチング研究の方法を検討し、コーチングが導入されるに至る労働現場で何が問題と



なっているのかを考察することで、実証的研究につなげることが今後の課題である。 
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