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今、見直される「文章力」教育
̶ 急がれる「読解力低下」と「メール中心のビジネスコミュニケーション」
への対応̶
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ビジネスで利用するメールや文章の講座、および、内定者向けの講座で企画・
指導を行う。2017 年から東レ専修学校で「文章力実践演習」の指導を行って
いる。

読解力の低下⇒文章力講座の盛況？
　平成28年から 29年にかけて国立情報学研究所
の新井紀子教授らの研究チームが25,000 人の中高
生を対象に読解力に関する調査を行った。調査に
よると、主語と述語の関係といった「係り受け」
など、文章の基本的構造が理解できていない中高
生が多いことが分かった。昨年11月には、その
記事が新聞各紙に掲載された。見出しには「中高
生の読解力ピンチ」「日本人の読解力は大丈夫か？」

などの危機感をあおる言葉が踊っている。近年、
人工知能（AI）は情報処理能力が著しく向上して
いる。その人工知能（AI）に仕事を奪われないた
めには、「子供たちの読解力の底上げにつながる支
援が必要だ」との新井教授のコメントで締めくく
られている 1。
　弊社では数年前に、「ビジネス文章力」をテーマ
とした通信添削講座をリリースし、主に東レグルー
プ各社向けに提供してきた。また、一昨年度より「ビ

Point
❶  若年層の日本語読解力低下が話題となる中、2017年度は通信添削の「ビジネス文章力講座」へ
のニーズが弊社でも急増した。

❷  「シンプルで分かりやすい文章を書く」能力が求められる一方、今やビジネスコミュニケーション
のメインツールであるメールのルール化とその教育は、立ち遅れているのが実態。

❸  現状は紙文書のルールに準じてメールを作成する人が多数と見られるが、メールにはメールのルー
ルがあり、別途その整備と教育に取り組むことが求められる。

❹  特に、新入社員向けの初期教育では、メールを入り口とすることがその後の実践を通じた文書作成
能力の強化につながると考えられる。

1    調査詳細はArai, N. H., Todo, N., Arai, T., Bunji, K., Sugawara, S., Inuzuka, M., Matsuzaki, T., & Ozaki, K.,（2017）. Reading Skill 
Test to Diagnose Basic Language Skills in Comparison to Machines. Proceedings of the 39th Annual Cognitive Science Society 
Meeting（CogSci 2017）. Pp.1556-1561、新井紀子「AI vs 教科書が読めない子どもたち」東洋経済新報社、2018 年 2月を参照さ
れたい。
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ジネスメールの基本・書き方・伝え方」の半日コー
スも開設し、こちらはメールを中心に、世の中で
一般的になっているルールや礼を失さない使い方
などを解説して、どちらも好評を得ている。
　実は、昨年度は通信添削の「ビジネス文章力講座」
の受講者数が爆発的に増えた1年だった。社員の
基礎能力の底上げを意図して、広くビジネス文書
の基本的なルールや作成上の留意点などを学ぶこ
の講座が選ばれたのだろうと解釈していた。
　しかし、前述の記事を読んで、もしかしたら読
解能力の低下がすでにビジネスパーソンにも及ん
できており、それに起因するさまざまな問題が生
じつつあることが、各社の取り組みのきっかけに
なっているのではないかと考えた。
　読解力の低い相手に用件や意思を正しく伝えよ
うとすれば、シンプルで明快な文章でなければ伝
わらない可能性が高い。社内での情報の伝わり方
や、部下から上がってくる報告書の質などについ
て、経営者や管理部門が従来とは違った感触を持っ
ているからこそ、こういった教材へのニーズが高
まっているのではないか。もともとビジネス文書
は一定の書式に従って作成され、できる限り箇条
書きにするなど、分かりやすく伝えるための決ま
りがある。社員の多くが規定に従ってシンプルな
文書を作成できるようになれば、情報が正しく伝
わり、仕事も効率的になることが期待できる。よ
り根本的で望ましいのは社員の読解力レベルを上
げていくことだが、それには時間がかかる。分か
りやすい文章を浸透させていく方が手っ取り早い
ということだろう。
　
ビジネスコミュニケーションの主流はメール
　ビジネス文書のルールは本来一度頭に入れてし
まえば使いこなすのにそれほどの苦労を要するも
のではないはずなのだが、その浸透を阻む要素と
してビジネスでのメールの浸透がありそうだ。一
般社団法人日本ビジネスメール協会が2017年 6
月 2日に発表した「ビジネスメール実態調査
2017」によると、仕事での主なコミュニケーショ

ン手段（複数回答可。最大5つまで）は「メール」
（99.08％）、「電話」（90.10％）、「会う」（74.07％）
の順で多い。「ビジネス文書」は第7位で、主なコ
ミュニケーション手段として挙げる人は 16.66％
にすぎない。新入社員にビジネス文書のルールを
教えても、それを「文書」としてコミュニケーショ
ンの手段に用いる機会は、残念ながらかなり限ら
れたものとなりそうだ。
　以前であれば、配属直後の新入社員は上司名で
出す軽易な文書の下書きを命じられたものだ。マ
ニュアルや先輩の作成した文書を見ながら四苦八
苦して作成した原稿を上司に真っ赤になるまで修
正されるうちに、文書の基本的なフォーマットや
分かりやすく書くコツ、ビジネス的な言い回しな
どを覚えていった。しかし、今やメールでの軽易
な文書に徹底的に赤を入れるような上司は少数派
だろう。デジタルデータを切ったり貼ったりする
ことで、一見格好良く整った文書が効率的に作れ
てしまう。そこにひと工夫加えてもっと分かりや
すくするとか、切り貼りの積み重ねで整合性が失
われた部分を修正するなどの動機は生まれにくい。
　
「約9割が自己流」のメール作成
　こうして文書をじっくり見直したり、一から作
成するなどの経験が十分でないまま独り立ちして、
ビジネスコミュニケーションの手段として「電話
代わり」にメールを使い始める人たちは、ビジネ
ス文書のお作法をうまく使いこなすことができな
い。そこでメールボックス内には「文章が長くて
読みにくい」「何を言いたいのかが分からない」
「ぶっきらぼうで失礼」なメールがあふれることに
なる。電話であれば、その受け答えは周囲に伝わ
る。「今の敬語の使い方は間違っていた」とか、「別
の対応があったのではないか」など、指摘を受け
て学べる機会も多い。しかし、メールで顧客対応
する場合、自分と相手は1対 1で、その内容は誰
にも知られないこともある。もしここで、知らず
知らずのうちに相手に失礼なメールを送っていた
ら、個人の問題にとどまらず会社への信頼が揺ら
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ぐことになる。
　具合の悪いことに、メールは受信側の環境によっ
て発信側が作成した通りに表示されないといった
事態が頻繁に起こるため、ビジネス文書の作法に
則った書式でメールを作成することは意味を成さ
ないことが多い。つまり、文書マニュアルをそっ
くりそのままメールに準用することはできない。
ビジネス文書のルールを準用してシンプルな書き
方をしていれば大きな問題は起こらないはずだが、
逆に文書の「形式」にこだわるあまり、膨大な時
間をかけた挙げ句に相手にとっては読みにくい
メールを送っているケースもありうる。
　実はメールにはメール作成のルールがあるのだ
が、それがマニュアル化されていたり、新入社員
にあまねく教えられていたりする例は少ない。前
出の「実態調査」でも、メールの社員研修を「受
けたことがある」と回答したのは全体の1割強に
とどまる。ビジネスコミュニケーションの手段と
してこれほど広範に利用されているメールだが、
約9割の人は自己流で使っているということだ。
　
弊社のビジネスメール講座
　弊社ではビジネスで使うメールに特化した講座
を2016年から立ち上げた。東レやグループ内で
は、メールを含む電子情報の取り扱い、機密漏え
い防止に関わる規定や送受信上のマナー、エチケッ
トについての規定・教育資料は存在するものの、
メールの書式や作成ルールについてマニュアルは
まだない。だから取り扱う内容についてはできる
限り広く世の中に認知されたものであるよう気を
つけている。例を挙げれば次のようなものだ。
●結論から伝える
　メールを使って簡単な報告を行う機会は多くあ
るだろう。メールに限らないが、相手が求めてい
るのはコンパクトで分かりやすい報告だ。物語の
ように「起承転結」で伝えることは求められてい
ない。テーマをはっきり明示した上で、まず「結論」
から述べ、「理由」、必要によっては「具体例」を
記載し、最後にもう一度「結論」を示すとすっき

りして分かりやすい。
　電話と同じような感覚で報告文を書き出すと、
内容によってはついつい「言い訳」から入ってし
まったり、事実と意見・想像が交ざった「状況説明」
を長々と書いてしまいがちだ。しかし、対面での
報告と違い、メールを受け取った相手はとにかく
最初から読むしか選択肢がない。「で？　結論は何
なの？」と促すこともできないのだから、結論先
行をより強く意識する必要がある。
●社外向けのメールは、8つの項目を意識
　メールの基本スタイルは①タイトル（件名）、
②宛名、③挨拶、④名乗り、⑤要旨、⑥詳細、
⑦終わりの挨拶、⑧署名　の8項目で構成するの
が一般的だ。
　社内向けメールであれば、例えば効率重視で挨
拶は不要とか、署名も名字だけでよいなど、各社
暗黙のルールがあり、それにしたがっていれば問
題はない。しかし、社内向けメールと同様に社外
向けのメールを作成・発信すれば「ぶっきらぼう
で失礼な人だ」と受け止められても仕方ない。
　上記8項目を基本スタイルとして中身をはめ込
んでいけば仕事時間の短縮にもつながる。
●本文の見せ方にメールならではの工夫を
　文書の場合は1行の文字数はワードなどの文書
作成ソフトで設定した文字数に依存する。同じ段
落の中では語句の区切りなどに応じて見やすいよ
うに改行することはあるが、それ以外でむやみと
改行することはなく、1行あたりの文字数はおお
むね一定だ。
　メールの場合、どのようなパソコン環境でも読
みやすいよう、1行あたりの文字数は20～ 30文
字程度に収めることが推奨される。さらに文の区
切りの「、」や「。」の位置で改行するのが良い。
1行あたりの文字数を統一して、段落を四角いブ
ロックのように整えることに気を使う必要はな
い。さらに、2～ 3行の文の内容のまとまりごとに
改行し、行と行の間を空けることで、内容を一つ
のかたまりとして認識でき、より読みやすくなる。
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　ここに挙げたのは講座で取り上げている内容の
一例にすぎない。タイトル（件名）のつけ方、宛
先のルール、送信前確認の必要性、情報漏えいの
防止などについても丁寧に解説するし、ビジネス
文書でも教えるような効果的な書き方・伝え方に
ついても、実際に手を動かして演習に取り組んで
もらう。既にビジネス文書の書き方を習得して使
いこなしている人には、重複感があって物足りな
いかと懸念もしたが、メールならではのちょっと
した配慮や、相手の立場に立った書き方、効率的
に作成・処理する方法等を絡めながら解説するこ
とで、あらためて学ぶことの意義を感じていただ
けているようだ。また“社内でルールに反したメー
ルがまかり通っていることにあらためて気付いた、
そろそろメールもマニュアル化を進めた方が良い
のでは” などの意見を受講後のアンケートでもい
ただいている。

メール主体のビジネスコミュニケーション
教育を
　筆者個人としては、メールがここまでビジネス

コミュニケーションの主要手段となっているので
あれば、そろそろ新入社員教育等でもメールの書
式や作成をメインに教える方向に舵を切っても良
いのではないかと思っている。もちろん、正式な
ビジネス文書も書けるようにならないといけない
が、実態はそちらが応用動作となりつつある。ま
ずは正しくメールを使いこなしてコンパクトで失
礼のないビジネスコミュニケーションができるよ
うになり、その後に既に整備されたマニュアルに
沿って儀礼的な文書も書けるようになる、という
順番でも、問題ないのではないか。
　加えて、ビジネス文書を使いこなしていると自
負している方々にもぜひ、日常的に使うメールと
いうツールに則したルールの学び直しをお勧めし
たい。相手も自分も気持ちよくコミュニケーショ
ンが取れることが、仕事のしやすさやお互いの信
頼関係に結びつく。自分が送ったメールが相手に
分かりやすく届けば、相手からの返信も早い。相
手を思って書くメールが、結局、相手にも自分に
も利益をもたらしてくれるということだ。
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