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　はじめまして。グローバルナレッジネットワーク株

式会社の田中淳子と申します。人材育成に携わって

30 年になります。この連載では、「OJT 指導員」の制

度設計や運用について解説していきます。OJT につ

いて書くにあたり、まずは、簡単に自己紹介をします。

　新卒で勤務した外資系コンピュータメーカーでは教

育部に所属し、自社のコンピュータを使う顧客エンジ

ニア向けの技術教育に携わりました。入社４年目のと

き、コンピュータの技術者にも「コミュニケーション」

や「プレゼンテーション」といった、いわゆるヒュー

マンスキルが必要ではないかと思い、ヒューマンスキ

ル関連の研修をスタートさせました。

　1996 年に現在勤務する人材育成専門企業に籍を移

してからは、業界を問わず、広く「働く大人」に向け

て、ヒューマンスキルの研修を提供する「講師」の仕

事をしています。年間百数十日の研修を通じて、新入

社員から管理職まで、幅広い方々と日々接しています。

　2000 年ごろから、「若手を育てるにはどうしたら

いいか」、「OJT の仕組みを動かし始めているが、OJT

指導員に教えるノウハウがないので、アドバイスがほ

しい」といった相談がじわじわと飛び込んでくるよう

になりました。そこで、2003 年に企業の OJT 指導

員向けに「新人の育て方」を教える研修を開始するこ

とになりました。

　この研修を実施するために、各企業の OJT 指導員

やその制度の運用に携わる人事部・人材開発部（連載

では以後、人事部と統一します）の方と、密度の濃い

会話を交わす機会が増えました。どの企業も OJT 指

導員制度の仕組みづくりや運用に創意工夫をこらして

おり、多くの素晴らしい取り組みを目にする一方、各

社に共通する悩みがあることを知りました。ある企業

で実践していることが、他社で応用できるにもかかわ

らず、企業を超えて OJT に関する情報が共有されて

いないことも、少しずつわかってきました。

　そこで、2011 年に「OJT 茶話会」というコミュニ

ティを発足させることになりました。人事部の方々が
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年に数回集まり、各社の OJT 指導員制度の設計や運

用、ユニークな取組事例、成功している工夫、課題な

どを共有し、議論し、自社への取り組みに活かすとい

う会です。このコミュニティ活動は、開始からもう５

年になります。参加された方々は、各社のよい取り組

みや課題を学ぶことで、自社で行っていることに対し

て自信や確信を得たり、自社の制度の見直しを図った

りしています。

　この連載では、私が十数年にわたり各企業の OJT

指導員制度の設計や運用をお手伝いしながら得た知見

をご紹介していきます。具体的な事例を交えて書き進

めますので、人事部の方々の不安の払拭や課題解決の

一助になれば幸いです。

　まずは、OJT とは何かを再確認しましょう。「OJT」

とは、「On the Job Training」の頭文字をつなげた言

葉で、「仕事を通じて人を育てること」を指します。

職場の新規参入者に対して、仕事をさせながら、その

職場で必要となる知識やスキル、考え方、ふるまい方

などを、上司や先輩など周囲の人びとが教え、でき

るだけ早く自立できるように支援するのが OJT です。

とくに専任の担当者などいなくても、新規参入者にか

かわるさまざまな人がいろいろなことを教えたり、褒

めたり、叱ったりしていたのが、20 世紀の OJT の姿

でした。

　しかし 21 世紀になってからは、人事部が OJT を「制

度」として設計し、運用するように変わってきました

（図表１）。

　制度の詳細は後述しますが、いちばん大きな変化は、

「だれもが、組織への新規参入者の指導に自然にあたっ

ていた」状態から、「この人が OJT 指導員です」と専

任の担当者が明確に決められ、人事部は「どの新人に、

どの OJT 指導員がついているか」を把握し、人事部

主導で新人の育成を行うようになったことです。

　なぜ、このように変わってきたのでしょうか。「そ

れは、新人が育たなくなったからでしょう」、「ゆとり

世代が入ってくるようになったからでしょう」と、若

そもそもOJTとは何か

手の変化に起因すると思う方も多いようですが、ここ

で考えるべきことは、若手の変化ではなく、職場の環

境変化です。

　先日、55 歳くらいの人事部長から、こんなふうに

言われました。55 歳といえば、80 年代半ばに社会

人になった世代です。

　「田中さん、うちも『OJT 指導員制度』を運用して

いて、新人１人に OJT 指導員となる先輩１人をアサ

インし、３年目まで手厚く指導し、サポートしている

のですが、これってわれわれの時代にはなかったこと

ですよね。ボクなんか、だれも指導してくれなかった

し、配属されたらいきなり、『１人で客先に行ってこい』

と言われたりして。右も左もわからないのにと真っ青

になりましたけど、自分でなんとかするしかないと、

ものすごくがんばって勉強したものです。いまの若者

は、こんなに手をかけないと育たないものですかね」

　おそらく、40 代後半以上世代（いわゆる、バブル

世代以上）は、同じような疑問や感想をもつのではな

いかと思います。「自分が若いときは OJT 指導員制度

なんかなくて、だれも自分に張りついて指導などして

くれなかったから、一生懸命自分で調べるなど自助努

力をしながら、成長したものだ」。私もこういう疑問

が出てくる背景はなんとなく理解できます。

　この 20 年くらいで、職場の環境は大きく様変わり

しました。その環境変化こそが、若手が「自然には育ち

にくい」要因になっていることを忘れてはいけません。

　職場の環境変化を、図表２に表しました。いかに現

「育ちにくい」職場環境への変化

図表１　20世紀と21 世紀のOJTの違い

20世紀のOJT 21世紀のOJT

職場のだれもが、自然
に新入社員の育成にあ
たる。指導員という個
別の役割はなくても育
成が機能していた。

ほぼ１人の新人に、ほ
ぼ１人の先輩がOJT
指導員として正式にア
サインされ、意識的に
指導にあたる。
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　コンプライアンスなどの関係から、一人ひとりが「気

にすべきこと」も増えました。失敗にも不寛容です。

新人１人の失敗でも、場合によってはとてつもなく大

きな範囲に影響が及ぶため、失敗すらさせられないと

いう話も聞きます。

　あるメーカーに勤務する 40 代の男性は、「私が入

社したときは、『どんどん試作品を作って、成功して

も失敗してもいいから勉強しろ』と言われていたもの

ですが、いまは上司が『新人に失敗させるな』と言い

ます。『コストがかかるから、もったいない』という

理由なんです。失敗から学ぶことのほうが多いのに、

コスト削減などの関係から失敗させられないという

……。新人がかわいそうです」と嘆いていました。

　また、ある IT エンジニアは、こんな話をしてくれ

ました。「システム開発プロジェクトに OJT の一環で

新人を入れようと思ったのです。新人の育成を目的と

しているので、このぶんの工数はもちろん見積りに入

れていません。それでも、顧客から『プロジェクトに

新人を入れないでくれ』と言われてしまうことがあり

ます。存在しているだけでコストだから、というので

す。世知辛い世の中です。どうやって新人に経験を積

ませればいいんでしょう。悩みます」

　こういった例は、枚挙にいとまがありません。新人

を育てる場がない、新人に経験させる機会がない、新

代の職場が若手にとっては成長し

づらい環境になっているかを理解

しておくことは重要です。

　「コミュニケーションの電子化」

とは、たとえば電子メールなどの

やりとりにより、口頭での会話が

減ったことを指します。仕事は効

率的になったかもしれませんが、

若手を育てるという意味では、こ

れは逆に作用します。新人が「報

連相」を見たことも聞いたことも

ないといった事象が起きているの

です。電話のやりとりがメールに

置き換わっていくと、上司や先輩

が電話で顧客とどう会話している

かを耳にする機会もなくなります。

　「セキュリティの強化」、「ペーパーレス化」、「フリー

アドレス化」、「クリーンデスク化」なども同様に、若

手が「情報を得る」機会を減らします。

　これらが進んでいなかった時代は、コピー機周辺や

先輩の机の上などあちこちに、契約書や見積書、提案

書、議事録などが置かれていることもあり、後輩がそ

れらの資料を見ては、「こうやって提案書って作るの

かぁ」、「こんなふうに議事録は書くものなのだな」な

どと学んでいたものでした。まさに、「門前の小僧、

習わぬ経を読む」です。

　しかし、セキュリティが強化され、ペーパーレス化

も進み、フリーアドレスが広がり、クリーンデスクの

ルールが徹底されてくると、若手の目や耳に入ってく

る情報が激減します。なんとなく見ていた、なんとな

く聞こえてきていた情報は減り、自然に何かを学ぶと

いう機会はほとんどなくなってしまいました。

　新人に任せられる仕事も減っています。仕事が細分

化され、「ここから先はアウトソーシングしている」、

「これは派遣社員が担当する」など棲み分けが明確に

なると、プロパー社員は高度な仕事しか割りあてられ

なくなります。とはいえ、新人にはそう高度なことを

任せられないため、「新人にさせる仕事がない」とい

う事態に陥るケースも出てきます。

セキュリティの強化

ペーパーレス化
フリーアドレス化
クリーンデスク化

業務の細分化
アウトソース化

コンプライアンス
の制約

コミュニケーション
の電子化

失敗を許容しない社会
不寛容な社会 プレイヤー化したマネージャ

多忙な先輩

図表２　若手を育てにくい「職場の環境変化」
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人に担当させる仕事がない。成功も失敗も含め、たく

さんの経験が人を育てることを多くの人が知っている

のに、なかなかそういう機会をつくれないと、多くの

人が悩んでいます。

　マネジャーはプレーヤーを兼任していますし、周囲

の人たちも大量の業務を抱え、新人の面倒をみる余裕

がないことも、新人の成長の阻害要因です。コスト削

減やワークライフバランスなどの関係や残業規制もあ

り、遅くまで残って後輩の面倒をみることもできません。

　職場は、この 20 年ほどでこんなふうに変わってし

まいました。「放っておいても人は自然に育つことが

ない」。新人自身の気質や気概だけで育ちにくくなっ

ているのではありません。新人が成長機会を得にくい

環境になったころから、計画的に仕組みとして成長を

支援しなければならない時代になったということを理

解したうえで、接していかなければなりません。

　「どうも新入社員が育ちにくいな」ということに各

企業が気づき始めたのは、2000 年ごろのことです。

「育ちにくい」だけではなく、早期離職（入社３年目

までの離職率が七五三といわれることは、人事部の方

ならご存知でしょう）や、メンタル不全による休職も

問題となってきました。

　「現場任せの OJT」ではいけない、人事部が指揮を

取り、OJT を制度として運営しなければならない、と

いま必要なOJT指導員制度

多くの企業が動き出しています。これを、「OJT の制

度化」といいます。

　OJT の制度化とは、入社後一定期間、若手に対し

て専任の OJT 指導員をアサインし、その人が中心と

なって新人の成長を支援する仕組みのことです。人事

部は、だれがどの新人の担当になっているか把握し、

毎月の面談や月次報告などの仕組みも作り、運用して

います。

　一度始めた OJT 指導員制度を途中で廃止するケー

スを、私はほとんどみたことがありません。それは、

「OJT 指導員制度」があることで、新入社員は確実に

早く成長し、メンタル不全の問題も離職も減るという

ことを、各企業が実感するからです。それだけでな

く、OJT 指導員になった先輩社員の成長にもつながり、

新人を迎えた組織の育成風土の醸成にも役立つことま

で、メリットとして認識されるようにもなってきました。

　OJT 指導員制度は、「新人の早期立ち上げ」をめざ

して導入される制度ですが、その組織で働く人すべて

に有効だとわかってきたことにより、最近では、キャ

リア採用者や異動者、育休などからの復職者にも OJT

指導員をつけようとしている企業もあるほどです。

＊

　次号では、「OJT 指導員制度の設計」について解説

します。人事部がどのように制度を設計し、社内に周

知させればよいか、具体的な例とともに説明していく

予定です。

　OJTの Tは Training です。日本語では教える、
指導する、という意味合いを強く感じさせる言葉です。
しかし、OJT指導員は名前こそ「指導員」だとしても、
実際には、「成長」を「支援する」という役割にある
と考えたほうがよいと思っています。「教える」とい
うとOJT指導員側が主体に思えてしまいますが、あ
くまでも主人公は新人です。新人を主体ととらえれば、
周囲は彼ら・彼女らが「成長する」ことを「支援する」
立場になるのです。
　言葉遊びのように思われるかもしれませんが、この

考え方はとても大事です。OJT指導員制度が充実す
ればするほど、新人は「お客さま化」してしまうケー
スがあります。「OJT指導員制度があるんですね。先
輩は何を自分たちにしてくれるのですか」といったこ
とを言う新人もいると聞きます。OJTでは、あくま
でも主体は「成長すべき新人である」ということを、
人事部の方が理解するとともに、新人自身にも指導員
や上司の皆さんにも伝えていくことが重要です。
　この連載では、便宜上、「OJT指導員制度」という
表現を使いますが、OJTの主人公は、新人です。

Column「OJTの主人公はだれ？」




