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ポイント

グローバルナレッジネットワーク　人材教育コンサルタント

田中　淳子（たなか　じゅんこ）

1986 年ディジタルイクイップメント入社、1996 年より現職。人材育成に携わって約 30年。2003 年より各企業の
OJT 制度立ち上げや、OJTトレーナー研修などOJT 支援に力を注いでいる。産業カウンセラー。著書に『はじめての
後輩指導』（経団連出版）、『現場で実践！若手を育てる47のテクニック』（日経BP社）など多数。ブログ「田中淳
子の“大人の学び”支援隊 !」。

成果の出るOJT制度
制度化における工夫と運用のコツ

❶	 OJT 制度の設計では、制度の目的や育成したい人材像を定義することが重要。OJTトレーナーについても、
任命要件や役割を明確にしておくことが求められる。

❷	 OJTトレーナーに対しては、人材開発部門がハンドブックの作成や研修実施などの支援を行っていくことが大切。
❸	 OJTトレーナーだけでなく、上司や部署の社員にも新入社員育成の重要性を伝え、職場全体で育てる風土を
醸成していくことも、人材開発部門の重要な役割である。

　筆者は現在、主に IT 企業の人材育成を支援する、
グローバルナレッジネットワーク㈱で、主にコミュ
ニケーションやリーダーシップといった「ビジネス
スキル」分野の人材育成のお手伝いをしている。新
入社員指導員制度（以下、OJT 制度）の支援を始め
たのは 2003 年で、これまで 50 社ほどを支援してき
た。OJT トレーナーの育成は 1,000 人を超える。
　これまで 12 年以上にわたり、数々の OJT の現場
を見てきたなかから、業界、職種を問わず、OJT 制
度を進めるうえで押さえておきたいポイントを紹介
していきたい。なお本稿では、指導にあたる先輩社
員を「OJT トレーナー」、指導される新入社員を「ト
レーニー」と表現する。

若手を取り巻く環境変化

　「若手が育ちにくい」という声をよく聞くように
なった。「ゆとり世代だから育たないんですかね」と

いう人もいる。しかし、それは違うのではないかと
筆者は思っている。学校の教育制度は常に変化して
いて、どの世代も異なる教育を受けてきているはず。
新入社員が育ちにくくなっているのは、教育のせい
ではなく、働く私たちを取り巻く環境の大きな変化
に起因していると考えたほうがよい。
　現代は、電子メールなど電子的コミュニケーショ
ンが主流となり、職場の会話は激減した。他者の報
連相を垣間見る機会も少ないため、報告の仕方ひと
つでもなかなか自然には学べなくなっている。コン
プライアンスや個人情報など守るべきルールや気に
しなければならない事柄が増えたこともあり、新入
社員に「失敗経験」をさせることも難しい。「この部
屋は入れない」、「この情報は見られない」とセキュ
リティが厳しくなったことで、新入社員がアクセス
できる情報にも限界がある。そうしたことから、自
分が担当する仕事のことしかわからなくなり、「仕事
の全体感」をもちにくくなるのも当然のことだ。
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　こういう状況のなか、放っておいたら若手が育た
ないということに気づいた現場の人たちが、いま
OJT を見直している。
　新入社員の育成は、新入社員研修と OJT とで成
り立っている。業界や職種によって異なるものの、
新入社員研修で教えることといえば、「その企業で仕
事をするうえでの基礎知識（組織や製品サービス知
識など）」と「基本的なビジネスマナーやコミュニ
ケーションの仕方などビジネススキル」が中心であ
る。配属は早い企業で４月中旬、新入社員研修を長
期間行う企業では 12 月や翌年１月といったケース
もある。
　OJT は、新入社員が職場に配属されてから始まる。
「OJT」とは、On the Job Training の略で、「仕事
を通じての人材育成」を指す。従来は、現場に配属
されたら、あとは現場任せというタイプの「OJT」が
主流だった。育成に熱心な上司がいたり、育成を重
視している職場だったりすれば、配属された新入社員
はその風土のなかで順調に成長していけるが、上司も
先輩も育成に関心が薄く、全員が忙しすぎて新入社
員をみる余裕がないといった職場では、新入社員はた
だ「放置される」だけになることもあった。
　配属された職場によって成長度合いにばらつきが
出てしまうことを防ぎたいとの考えから、2000 年ご
ろから、「OJT トレーナー」を新入社員に１対１で
指名し、１～３年くらいを OJT 期間と定め、育成
に当たらせる企業が多くなってきた。これが「OJT
制度」である。
　職場任せではなく、人材開発部門が音頭をとって
運用していく OJT 制度では、まず全体の設計を人
材開発部門で行い、それを配属先の各事業部・各部
署に浸透させる。育成指導自体は各職場で行われる
が、OJT が順調に進んでいるか、問題が発生してい
ないかといったことを定期的に確認するのは人材開
発部門の役割だ。
　まず、OJT の制度設計についてみていこう。

OJT制度の全体設計

①OJT制度の目的を明確にする

　何を始めるにしても、「目的」は重要だ。OJT 制
度についても同じである。「何のために制度化するの
か」をきちんと言葉で定義することが求められる。
たとえば、「新入社員の早期立ち上げと定着の促進」、
「OJT トレーナーの育成指導力向上」、「育成する職
場ムードの醸成」といったものだ。こういったこと
をきちんと言語化しておくことが重要である。また、
制度運用開始から１年～数年経つと、当初の目的と
現状がずれてくることもあるため、制度や運用の仕
方の見直しも適宜必要となる。
②人材像を定義する

　OJT 制度をスタートするときに欠かせないのが
「どういう人を育てるのか」というゴール設定だ。
やみくもに日々の指導を開始しても、どこに向かう
のかわからなければ、OJT トレーナーもトレーニー
も困惑してしまうため、「いつまでにどういう状態ま
で育てるか」を定義することは大事だ。OJT 制度の
期間が配属の翌年度末までだとすれば、「201× 年３
月末までに、こういう人材に育てたい」という人材
像をきちんと言葉にしておくのである。
　ある企業では、事業部ごとに異なる専門性を必要
とする業務を担当するため、事業部の部門長やその
部署の育成担当者が中心となって、「事業部ごと」の
人材像を明確に定義して運用している。
　人材像は、人材開発部門が定義してもよいし、こ
の例のように事業部ごとに作成するのでもよいだろう。
③OJTトレーナーの任命要件を決める

　OJT トレーナーの任命方針についても決めておく
とよい。「できるだけ同じ業務を行っている人」、「育
成に興味がある人」、「仕事において優秀で若手を安
心して任せられる人」、「上司の推奨がある人」など
といった要件を職場に示し、各配属先で担当者を決
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めてもらう。年齢・経験については、「入社２～３年
目の若手」にするのか、「入社４年目以上の中堅・ベ
テランにするのか」という問題がある。どちらも一
長一短だ（図表１）。
　短所をカバーするための工夫もある。ある企業で
は、直接の OJT トレーナーとしては、入社２～３
年目の先輩社員を指名するとともに、中堅・ベテラ
ンを OJT の相談役として任命し、何かあったらト
レーニー／OJT トレーナー双方を支援してもらって
いる。
　一般に OJT トレーナーは、トレーニーと同じ業
務についているほうが指導しやすい。物理的に同じ
職場、できれば席が近いとなおよい。OJT トレーナー
とトレーニーの職場が離れているとそれだけ接点が
少なくなり、困ったことに対する対応も遅れがちに
なる。互いに常に顔が見え、声を掛けあいやすい環
境づくりも重要だ。
④OJTトレーナーの役割

　OJT トレーナーの役割も定義しておく。何をして
ほしいのか、どこまでが担当範囲なのか、ある程度
のガイドラインがあったほうが、OJT トレーナーも
活動しやすい。たとえば技術者の場合、OJT トレー
ナーに任命されると、「技術だけ教えればよい」と考
えてしまうことがあるが、新入社員の育成では「技術」
を教えるだけではなく、「ビジネスパーソンとして育
てる」ことを期待されているはずである。ビジネス
マナーや仕事の進め方、取り組み方、他者との接し
方など、指導することは多岐にわたる。そういった
OJT トレーナーの指導範囲をあらかじめ決めておく
とよい。
　OJT トレーナーの役割としては、「新入社員が新
社会人として、組織に早くなじみ、ビジネスパーソ
ンとしての基本的知識やスキル、マナーを身につけ
られるよう支援する」、「新入社員のキャリア形成の
支援をする」といったものがある。
　なお、OJT トレーナーは、あくまでも「業務」の

一環として担当させることをお勧めする。目標管理
制度があるのなら、OJT トレーナーを担うことによ
る重みづけもしておくとよい。筆者の経験では、評
価の上乗せを 10～15％くらいに設定する企業が多い
ようだ。

OJTトレーナーに対する支援

　OJT トレーナーを任命しただけでは OJT 制度は
成功しない。基本的に、「どうやって育てればよいの
か」というノウハウをもたない OJT トレーナーは、
どうしても自分が受けてきた指導方法を再現してし
まいがちである。それが功を奏する場合もあれば、
まったくうまくいかないこともある。そのため、
OJT トレーナーが活動しやすくするための支援も人
材開発部門の役目である。
①OJT制度のハンドブックを作成する

　「OJT 制度ハンドブック」といった冊子を作るこ
とはおススメだ。その際、あまり詳細に書きすぎず、
OJT トレーナーに最低限知っておいてほしい心構え
やコミュニケーション上のヒントを書いておくぐら
いにとどめた、せいぜい 20 頁程度のものがよいだ
ろう。それ以上多いと読まれないし、読まれたとし
ても「ここに書いてあること以外はしなくてよい」
と勘違いされることがあるからだ。ハンドブックに
は最低ラインを書いているだけであって、すべきこ

図表１　年齢別のOJTトレーナー

メリット デメリット

２
～
３
年
目

年齢が近いぶん、気持ちを
理解しやすいし、トレー
ニーも身近な先輩というこ
とで相談しやすい

自分もまだまだ発展途上の
ため、教えられることに限
界があり、教えたことが正
しいかどうかの自信ももて
ない

４
年
目
以
上

ベテランであるほど、教え
る知識やスキルは確固たる
ものがあり、安心して任せ
られる。キャリア観も育っ
ているので、キャリアに関
するアドバイスもできる

年齢が離れるほど、精神的
距離感が大きくなり、ト
レーナー側も自分が若手
だったころの悩みなど理解
できなくなってしまう
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とを必要十分に網羅しているわけではない旨を伝え
ることも大事だ。また、「ハンドブック」は作って配
布するだけでは機能しない。説明会などを設け、口
頭で伝えると理解を得られやすい。
　ハンドブックには、以下のようなことを記載しておく。
・OJT 制度の目的
・OJT トレーナーの役割
・OJT トレーナーが気をつけるべきこと
・OJT トレーナーの会話の仕方・ノウハウ　など
　OJT 制度を運用し続ければ、毎年現場から情報が
集まってくるので、それをまたハンドブックに反映
していく。OJT トレーナー経験者から集めた「これ
はよかった」、「これは気をつけたほうがよい」といっ
た現場の実践例は、新任の OJT トレーナーにとっ
ては役立つ情報となる。こうやって実践例を受け継
いでいくことが、「人を育てる風土」づくりにも役立
つはずである。
②OJTトレーナー向け研修を実施する

　OJT トレーナー向けの研修もぜひ実施してほし
い。研修では、「OJT 制度や OJT トレーナーに期待
すること」の説明を行い、「イマドキの若手の育て方」
や話の聴き方、褒め方、叱り方、仕事の教え方、悩
みの聴き方、アドバイスの仕方、文章の指導方法など、
さまざまな知識とスキルを学べるようにしておくと
よいだろう。
　このような研修は、知識スキルを学ぶだけではな
く、OJT トレーナーの「横のつながり」（人脈）づ
くりにも役立つ。研修でつながりができていれば、
いざというとき、OJT トレーナー同士で連絡をとり
あって、助け合うといったことも可能になる。また、
研修では、OJT トレーナーの動機づけも欠かせない。
「人を育てることは、結果的に自分自身の成長に大
きく役立つ」というメッセージを伝えることも大切
である。
　OJT トレーナーだけではなく、配属先の上司に説
明会や研修を行うことも有効だ。本来、部下の育成

指導は、上司の役割のはず。OJT トレーナーは、上
司の代行として活動しているのであり、育成の最終
責任は上司にある。「どんな心構えで若手を育てるの
か」、「上司としてどう若手にかかわればよいのか」を
意識してもらうことは大事だ。そうしないと、OJT
トレーナーが１人ですべてを抱え込み、孤立無援で
負荷に耐えなければならなくなってしまう。
　OJT トレーナーの上司には、OJT トレーナーと
トレーニー、両方を見守る役目を負うということを
しっかり伝えておく必要がある。

OJT制度の進行

　新人が配属されてからは、職場での OJT が始ま
る。そのなかで OJT 制度をスムーズに行うために
人材開発部門が行う支援を述べたい（図表２）。
①OJT制度の計画を立てる

　人材開発部門で「指導計画書」の書式を定めておき、
OJT トレーナーに作成を促す。指導計画書は、OJT
期間中に新入社員に何を教えるのか、何を経験させ
るのかといった予定と実績を書き込み、成長支援の
過程がみえるようにするためのものだ。企業によっ
ては、毎月１回、指導計画書の提出を求めているケー
スもある。人材開発部門は、指導計画書の予定と実

図表２　OJT制度を進めるうえでのツール
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績とコメント欄を眺めて、育成が順調かどうかを判
断することができる。
②職場でのキックオフミーティング

　OJT 制度開始時に、職場ごとに「キックオフミー
ティング」を開催することも全員の意識合わせに有
効だ。部門メンバーで集まった際に、キックオフと
称して、以下のような内容を共有しておく。これに
より、職場での OJT 制度がスムーズにスタートで
きるだろう。
【キックオフミーティングで共有する内容】

・OJT の目的と期待する人材像
・指導計画
・OJT の体制　など
　このとき、上司は OJT トレーナーだけでなく「職
場全員で育てる」ことを、部署全体に伝えてほしい。
大事なことは、OJT トレーナー任せにせず、組織を
あげて「よってたかって」新入社員の成長支援にあ
たることである。
③OJT期間中の支援策

　OJT 期間が長いほど、OJT トレーナーは孤独に
陥りがちになるため、人材開発部門が定期的なミー
ティングやヒアリングを行うことがある。ある企業
では、２カ月に１回、人事部が全 OJT トレーナー
を会議室やセミナールームに集めて、「現在うまく
いっていること」や「現時点で困っていること」な
どを共有する OJT トレーナーミーティングを開催
している。これは、OJT トレーナーが自信をもつきっ
かけになったり、問題の解決策をみつけられたりす
るメリットがある。
　また、人材開発部門が OJT トレーナーと新入社
員、それぞれと個別面談を行う企業もある。面談で
は以下のようなことをたずねている。
【新入社員用】

１．OJT で役立ったことは何か？
２．OJT でもっとこうしてほしいと思ったことは？
３．OJT で困惑したことは？

４．次世代 OJT トレーナーに引き継ぎたいことは？
【OJTトレーナー用】

１．新入社員は順調に育っているか？
２．役立ったと思う指導法はどのようなものか？
３．困ったことは何か？
４．自分自身にとって役立ったことは？
５．周囲にもっと協力してほしいことはあるか？
６．人材開発部門に求めることは？
　こうしたアンケートを集計し、毎年社内全体に公
開しているケースもある。こういうデータを全社で
共有することで、OJT 制度に対する理解が得やすく
なるというメリットもあるだろう。

おわりに

　一度始めた OJT 制度をやめたという話はまず聞
かない。OJT 制度を通じて、「人を育てることが、
じつは自分のため、組織のためにもなっている」こ
とに多くの人が気づくからだろう。
　ある企業で OJT 制度が発足したとき、初年度に
OJT トレーナーに任命された社員たちは、口々に「や
りたくない」、「自分の業務外にやることが増えた」
と不満を口にしていた。しかし、半年後、「OJT の
成果を共有するための研修」で再会したときは、驚
くことに全員が、「よかった」、「ためになった」、「制
度は継続したほうがよい」と言っていたそうだ。
　ピーター・ドラッカーは、「人に教えることほど自
らの勉強になることはない」、「人の成長に手を貸す
ことなく自らが成長することはありえない」※と述べ
ているが、まさにそのとおりだと思う。ただ、現場は、
人材育成のプロではないため、人材開発部門が、現
場で OJT が有効に機能するようノウハウを提供し
たり、現場の課題を吸い上げて制度に反映させたり
といった支援をすることが重要だ。
　最後に、OJT 制度について筆者が人材開発部門の
担当者からよく受ける質問と、それに対する回答を
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　　　　OJT制度を導入しようとしたら、現場から反対
や懐疑的な意見が相次ぎました。どう対処すれ

ばよいでしょうか。
　　　　一般に制度導入の初年度は現場からの不満があ

がるものです。「どうしてこんな制度を導入す
るのか」、「新入社員に甘すぎるのではないか」といった
声が噴出し、「負荷が高くなる」、「日常業務に加えて新人
の育成もするなんて大変だ」、「育成計画書を書くのは面
倒だ」など不満は多岐にわたります。ここで人材開発担
当者がひるんではなりません。育成に対する信念をもち、
現場からの不満や疑問には真摯に応えていきます。企業
によっては、社内報を活用し、OJTのレポートや人事担
当役員からのメッセージを掲載するなどし、社内全体の
啓蒙に努めた例もあります。一度導入したら３年は制度
を継続することです。そうするうちにOJT制度で育て
られた人がOJTトレーナーになる世代となり、「育てる
ことは大事だ」という空気が職場に浸透します。

　　　　OJTトレーナーとメンターを指名しています。
役割分担はどうすればよいでしょうか。

　　　　ラインでOJTトレーナーを指名し、実業務と
ビジネスパーソンとしての基本を指導するのは

OJTトレーナーとし、その他の悩み相談など、利害関係
が薄い間柄でこそ話せる内容はメンターが主に担当する
というように、役割分担をする場合があります。

　　　　全員で育てることの大切さは理解できますが、
実際には、OJTトレーナーが中心になってし

まいます。周囲を巻き込むための工夫にはどんなものが
ありますか。
　　　　まずは、とにかく「声がけ」をすることです。

OJTトレーナーだけでなく、大勢がしょっちゅ

う声をかけていると、自然と人間関係も育まれ、トレー
ニーも質問しやすくなるため、早く問題を解決すること
も可能になります。
　トレーニーの日報のチェックを、部門内でもち回りに
しているという例はよく聞きます。OJTトレーナーが毎
日みていると他の先輩たちは新入社員の成長に興味を
失ってしまうため、日替わりで日報チェック担当者を決
めるのです。先輩たちも新入社員に興味関心をもつよう
になりますし、さまざまな人の目が入ることで、新入社
員は多様な指導を受けることができます。
　新入社員向けに上司や先輩社員たちから、それぞれの
専門分野・得意分野について30分限定で話してもらう
「30分講話」の時間を設けているという企業もあります。
互いの名前と顔が一致するだけではなく、上司や先輩た
ちの仕事内容や仕事に対する考え方、想いを学ぶことが
できます。副産物として、講話する側の先輩たちも新入
社員に話す機会が得られることでモチベーションが上が
るようです。

　　　　「経験学習」という言葉をよく耳にします。経験
から学ばせる場合、どのような点に気をつけた

ほうがよいでしょうか。
　　　　人が自分自身の直接経験から学ぶ割合は70％

だといわれています。ただ、経験すれば学び成
長するわけではなく、経験から学ぶ力が必要です。その
ためには、「経験したこと」をきちんと振り返ることです。
上司やOJTトレーナーは、トレーニーが経験を振り返
るための支援をするとよいでしょう。「どう感じた？」、「自
分ではどう思う？」…こう問いかけ、本人の気づきを引
き出します。上司やOJTトレーナーがフィードバック
したい場合も、トレーニーの振り返りを聞いてからのほ
うが効果的です。
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提示したい。これらが読者の方々の OJT 制度のさ
らなる充実に役立てば幸いである。

※） 「マネジメント　課題、責任、実践（中）」P.F. ドラッカー著、上田惇生訳、ダ
イヤモンド社　P. 66-67 
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