今回のテーマは
OJT と OFF-JT

５分でマスター「経営課題の解決法」Ｑ＆Ａ
Ｑ：OJT と OFF-JT の実効的な取り組み方を知りたい！
Ａ：OJT はスキルマップが、OFF-JT は戦略・戦術の教育がカギ！

１．戦略の具現化のための教育制度の作り方・・・ＯＪＴ
（１）スキルマップの作成
ここでご紹介する教育制度の構成は、一般的ないわゆる教育の３本柱と同様です。
ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴと自己啓発です。しかしご提案する「成長企業を創るための」この教育制
度では、ＯＪＴに力点を置いています。

伸びる会社の教育の重点はＯＪＴ！
図表１

ＯＪＴ＝ク
ラフティン
グ力の指導
ＯＦＦ－
ＪＴ
＝教育研
修

と育成
教育の３本柱の中で
ＯＪＴに力点を！

自己啓発

このＯＪＴがうまく機能しない場合、成長する会社づくりはまず不可能です。なぜならこのＯＪ
Ｔで「クラフティング」が促進されるからです。ＯＪＴに無関心または力を入れないという企業
や部門の場合、戦略・戦術は本当に、絵に描いた餅に終わります。
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貴社のＯＪＴを次のように制度化して取り組まれることをお勧めします。
まず最初に貴社でＯＪＴを行う項目、担当者が培い高める戦闘上・クラフティング上の能力項目
を、実務に則して具体的に、誰が見ても分かるように、内容を極力細分化して設定してください。
下表はその事例です。精密機械メーカーの例です。スキルマップとして設定しています。

ＯＪＴでのスキルマップ
図表２
事例１－１：精密機械メーカーの開発部門のスキルマップ
区分

能力内容

設計技術
●仕様企画能力

詳細仕様検討でユーザーの使いやすさが推測できるか

●構想設計能力

仕様から回路ブロック図に展開できるか

●タイミング設計能力

制御に必要なタイミングチャートが作れるか

●ゲート回路設計能力

ＴＴＬなどのゲートを使用した制御回路が作れるか

●ＣＰＵ回路設計能力

ＣＰＵのデータシートを理解して、ＣＰＵボード設計がで
きるか

●高周波回路設計能力

高周波回路の設計ができるか

半田付け技術
●ＤＩＰ部品の交換

調整のためのＤＩＰ部品の交換ができるか

ボ

●ＱＦＰ部品の交換

調整のためのＱＦＰ部品の交換ができるか

丨

●チップ部品の交換

調整のためのチップ部品の交換ができるか

ド
設
計
技
術

部品基礎知識
●抵抗の種類と特徴

種類、精度、定格電力、選定方法を理解しているか

●ｺﾝﾃﾞﾝｻ種類と特徴

ｾﾗﾐｯｸ、ｱﾙﾐ電解、ﾀﾝﾀﾙ等の特性差異を理解しているか

●オペアンプ、ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ

データシートにより特性が理解できるか

●汎用ゲートＩＣ

種類と選定方法を理解しているか

●フォトカプラ

データシートにより特性の差異が理解できるか

バス規格
●ＩＳＡバス

ＩＳＡバス規格に関する知識があるか

●ＶＭＥバス

ＶＭＥバス規格に関する知識があるか

通信規格
●ＲＳ－２３２Ｃ

ＲＳ－２３２Ｃに関する知識があるか

●ＵＳＢ

ＵＳＢに関する知識があるか
・・･以下 省略・・

・・・これはこの会社の開発部門のスキルマップの２０分の１程度の抜粋です・・・
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（２）ＯＪＴプラン
このように整理した、ＯＪＴ項目、スキル項目は、部下のそれぞれの現状のレベルに合わせて、
修得項目とそのスケジュールを計画化していきます。年度計画立案時に、上司は部下一人一人の
「本年度のＯＪＴ教育項目」として上記の中から、本年度中に修得すべき項目をチョイスします。
そして修得のスケジューリングをします。下の図表３はその事例です。
そのスケジュールに合わせて教育を施します。教育の実施状況は人事考課の中で測定します。前
にご紹介した考課表の中の「部門メンバーの能力レベルを正しく把握し、スキルマップに則った
計画的なＯＪＴを実施していたか」という項目で評価します。
項目の中には、ＯＦＦ－ＪＴで学ばせるものもあります。自己啓発での修得が適切なものもあり
ます。それらを含めて、
「全社の教育制度」として、ＯＦＦ－ＪＴ、自己啓発を含めた教育計画を
作り実施していきます。
このレベル、つまり現場の作業レベルでの教育事項の整理と実施を通じて、戦略・戦術を具現化
させるクラフティングが促進されていきます。整理した項目はいわゆる「守破離」の「守」の
部分です。それを着実に修得させて「その企業らしいまたポジショニングを主張した」「破」へ、
そして「離」へとつなげて行きます。これが戦略と戦術を具現化させるクラフティングであり、
成長企業をつくる実務教育のあり方です。
ＯＪＴはその内容からすべて上司任せ、ＯＦＦ－ＪＴの社員教育は外部のセミナーで時々実施、
自己啓発は通信講座を終了したら半額補助、そのような企業が大半だと思います。それでは期す
る人材が期する時期に育つ可能性は極わずかです。
実務能力とスキルのＯＪＴはクラフティングの成否のカギです。ＯＪＴの量と質のいかんが成長
する会社創りを大きく左右させます。それをはっきりとご認識下さい。

クラフティングスキル

ＯＪＴプラン（例）
図表３

部門：開設計Ｃグループ
クラフティングスキル
タイミング設計能力

氏名：伊藤博
現ﾚﾍﾞﾙ

育成方法

OJT 担当

期末目標ﾚﾍﾞﾙ・状態目標

３

顧客○○の△△設

山本・石田

目標４：タイミングチャー

計を通じて
ＤＩＰ部品交換

４

発生時都度

トが独力で作成できる
山本

目標５：交換が１０分以内
にできる

同じ会社の営業部門のスキルマップです。同程度の抜粋です。
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ＯＪＴでのスキルマップ事例２
図表４
事例２：精密機械メーカーの営業部門のスキルマップ
区分
デバイスの営業手法
基本仕様の理解
機能比較
モーションコントローラーの理解
提案営業（ニーズ対応営業）

ニーズ創出営業の実践
営
業
手
法

デバイス営業でのクロージング①
デバイス営業でのクロージング②

動機を高める営業手法
顧客の購入動機を高める営業のス
キル①・・第一のテクニック
顧客の購入動機を高める営業のス
キル②・・第二のテクニック
顧客の購入動機を高める営業のス
キル③・・限定の訴求
顧客の購入動機を高める営業のス
キル④・・他の用途提案
顧客の購入動機を高める営業のス
キル⑤・・クロージングボキャブラ
リー
新規開拓
情報収集
ターゲット設定
新規開拓でのアポの取り方
新規開拓での商談の組み立て方
紹介営業

能力内容
ＰＣC／ＰＣF の基本仕様を理解しているか
ＰＣＬの特長（自社製品および他社製品）を理
解して機能比較ができるか
ＬT３５０シリーズの特長、顧客が採用したと
きのメリットを紹介および訴求できるか
検討しているテーマに適したデバイス商品を
提案できるか（デバイスの商品構成、主要アプ
リケーション、販売実績等の理解の上に）
様々な業界の顧客のそれぞれの使用用途を正
しくつかみ、適切なデバイスへのニーズを創る
ことができるか
クロージングに際して、選択提案法などのテク
ニックが使えるか
デバイス提案のクロージングに際して、得意な
かつ効果的なクロージングボキャブラリーを
複数持ち駆使できるか
今購入することのメリットと将来購入するこ
とのデメリットを巧く訴求できるか
現在の状況と購入した後の状況を比べ、購入す
ることのメリットを訴求できるか
当該商品の限定性＝今のみ、当社のみ、などを
上手に訴求できるか
他の用途を提案して、その用途への動機を高め
ることができるか
動機を高める営業のクロージングに際して、得
意なかつ効果的なクロージングボキャブラリ
ーを複数持ち駆使できるか

新規開拓上の情報収集手法があるか
適切な開拓先を設定できるか
初回アポを上手に効率的に取れるか
初回商談での３０分トーク、６０分トークなど
の時間別商談の組み立て技法があるか
紹介営業での営業技法があるか
・・･以下 省略・・
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２．戦略の具現化のための教育制度の作り方・・ＯＦＦ－ＪＴ
これは参考程度となりますが、ＯＦＦ－ＪＴで修得すべき管理者層の研修テーマです。一覧を記
します。このテーマは成長プロセスのステップ３にある企業の管理者にとっては必須です。記載
したテーマの理解および修得、それに続く実践がない場合、ステップ３の維持とさらなる成長は
難しくなります。
管理者層がここにピックアップした項目を修得し、戦略・戦術能力を高め展開し、現場のクラフ
ティングを適切に指導し担当者が実践能力を高めていくとき、ステップ３の強い体制が確立され
ます。
参考：ＯＦＦ－ＪＴで修得していくテーマ

管
理
者
層

執
行
役
員
ク
ラ
ス

戦略・戦術論
●全社ビジョンの設定力
●全社戦略論・多角化戦略論
（ビジネスストック戦略）、●
その他新しい戦略論の理解と
立案
●グローバル戦略の展望と実
践

部
長
ク
ラ
ス

●事業ビジョンの設定力
●事業戦略論（ポジショニング
戦略）および各機能戦略論（財
務、人事、ＩＴ戦略など）の理
解と立案
●ポジショニング戦略の戦術
への落とし込みと展開

課
長
ク
ラ
ス

係
長
ク
ラ
ス

クラフティングと人材育成
●組織文化の高揚策（管理者お
よび社員のやる気作り）

●クラフティング（戦略の具現
化＝コア・コンピタンス作り）
の指導
●新しいリーダーシップ論
（Ｐ．コッター等）の理解と発
揮
●自己革新への意欲と取り組
み
●担当分野のポジショニング ●コーチングのスキル
戦術立案能力および戦術転換 ●部下との面接（フィードバッ
能力
ク面接、目標面接、その他）の
●戦術のＰＤＣＡ
スキル（傾聴法に基づく部下理
●今日的なマーケティング論 解）
（ワントゥーワンＭＫ、データ ●人事考課の基礎知識と正し
ベースＭＫ、ロックイン戦略 い考課の実践
等）の理解と実践
●部下の自己実現への動機付
けと啓発
●部下への共感的理解とやる
気作り
●交流分析等基礎的心理学の
理解と実践
●各種データベースの理解に ●ブレーンストーミング、グル
基づく一般的情報（各種調査、 ープインタビューなどの実践
基礎データおよび分析データ） スキル
の収集スキル
●オズボーン、JK 法などのア
●マーケティングの基礎理論 イディア発想スキル
（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの４Ｐ，商品ﾗｲﾌｻｲ ●リーダーシップの基礎理論
ｸﾙなど）の理解と実践
の理解と実践
●コーチングの基礎理論（後輩
指導のスキル）の理解と実践

図表５
マネジメント見識
●会計基準（財務）の今日的
な理解
●教育体系づくりと育成計画
の立案
●新しい経営技法（バラン
ス・スコア・カードなど）の
理解と実践力
●全社の組織構築
●新しいマネジメントシステ
ム論の理解
●部門間ジョブ・ローテーシ
ョンと生産性向上
●担当分野の業務システム改
革

●決算書の理解と経営分析と
課題設定力
●基礎的労働法の理解と労務
管理力
●組織論と基礎的マネジメン
トシステム論
●カウンセリング（悩みの相
談）スキル
●部門内ジョブ・ローテーシ
ョンと生産性向上と組織構築
●部門内業務の３Ｓ（標準化、
単純化、専門化）
●ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ上の労務管理の基
礎知識の理解
●Ｂ／Ｓ（貸借対照表）とＰ
／Ｌ（損益計算書）および原
価計算の理解
●基本を踏まえた、新しい仕
事の進め方＝ワークスキーム
の確立と実践
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管理者層のＯＦＦ―ＪＴ：解説
参考：ＯＦＦ－ＪＴで修得していくテーマ
執
行
役
員
ク
ラ
ス

管
理
者
層

部
長
ク
ラ
ス

課
長
ク
ラ
ス

係
長
ク
ラ
ス

表Ⅶ―１０

戦略・戦術論
●全社ビジョンの設定力
●全社戦略論・多角化戦略論
（ビジネスストック戦略）、
●その他新しい戦略論の理
解と立案
●グローバル戦略の展望と
実践

クラフティングと人材育成
マネジメント見識 「ビジ
執行役員クラスにははっきりと
●組織文化の高揚策（管理者 ●会計基準（財務）の今日的
ネスストック戦略」
を求め教育してい
および社員のやる気作り）
な理解
●教育体系づくりと育成計
きます。また中小・中堅企業でもグロ
画の立案
ーバル戦略の視点を教育します。
●新しい経営技法（バラン海外
ス・スコア・カードなど）の
へ出向き情報が一番入るのはこの執
理解と実践力
行役員クラスです。
●全社の組織構築
●事業ビジョンの設定力
●クラフティング（戦略の具 ●新しいマネジメントシス
●事業戦略論（ポジショニン 現化＝コア・コンピタンス作 テム論の理解
グ戦略）および各機能戦略論 り）の指導
●部門間ジョブ・ローテーシ
（財務、人事、ＩＴ戦略など） ● 新し いリー ダーシ ップ論 ョンと生産性向上
の理解と立案
（Ｐ．コッター等）の理解と ●担当分野の業務システム
●ポジショニング戦略の戦 発揮
改革
術への落とし込みと展開
●自己革新への意欲と取り組
課長クラスが担う戦略→戦術←戦
み
●担当分野のポジショニン ●コーチングのスキル
●決算書の理解と経営分析
闘の、戦術の重要性は再三述べてき
グ戦術立案能力および戦術 ●部下との面接（フィードバ と課題設定力
転換能力
ック面接、目標面接、その他）
ました。その戦術展開は意欲ある戦
●基礎的労働法の理解と労
●戦術のＰＤＣＡ
のスキル（傾聴法に基づく部 務管理力
闘活動があって可能となります。
●今日的なマーケティング 下理解）
●組織論と基礎的マネジメ
論（ワントゥーワンＭＫ、デ ●人事考課の基礎知識と正し
ントシステム論
担当者のやる気づくりにつながる
ータベースＭＫ、ロックイン い考課の実践
●カウンセリング（悩みの相
コーチング、面接、共感的理解など
戦略等）の理解と実践
●部下の自己実現への動機付
談）スキル
けと啓発
●部門内ジョブ・ローテーシ
のスキルは十分に教育していきま
●部下への共感的理解とやる ョンと生産性向上と組織構
す。 築
気作り
●交流分析等基礎的心理学の ●部門内業務の３Ｓ（標準
理解と実践
化、単純化、専門化）
●各種データベースの理解 ●ブレーンストーミング、グ ●ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ上の労務管理の基
に基づく一般的情報（各種調 ループインタビューなどの実 礎知識の理解
査、基礎データおよび分析デ 践スキル
●Ｂ／Ｓ（貸借対照表）とＰ
係長クラスは戦術補佐役であり戦
ータ）の収集スキル
●オズボーン、JK 法などの ／Ｌ（損益計算書）および原
●マーケティングの基礎理 アイディア発想スキル 闘リーダーとなります。戦術補佐
価計算の理解
論（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの４Ｐ，商品ﾗｲ ●リーダーシップの基礎理論 ●基本を踏まえた、新しい仕
役にはマーケティングの見識が必
ﾌｻｲｸﾙなど）の理解と実践
の理解と実践
事の進め方＝ワークスキー
●コーチングの基礎理論（後
ムの確立と実践
要です。そして戦闘リーダーには
輩指導のスキル）の理解と実
ブレーンストーミングなどの発想
践

法の技術も必要です。
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