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近、新聞紙上やビジネス雑誌において、若手社員の自立的思考能力の低下が指摘され

ており、若手社員の育成は企業経営における喫緊の課題となっています。 

若手社員のレベルアップのためには、知識・技能の教育研修のみならず、そこから一歩

踏み込んだ「心のケア」が必要になってきています。そこで、本レポートでは、若手社員

への精神的なサポートに重きをおいた「メンタリング制度」について解説いたします。 

 

 

（１）中小企業における人材育成における課題 

 大企業に比べ総じて不利な状況にある中小企業において、人材の確保・育成は経営の存

続とともに重要な取り組みとなっています。 

 中小企業にとっては、人材こそ 大の経営資源（財産）といえますが、まだまだ人材育

成が十分に行われていないと感じている経営者は多くみられます。 

 今日の中小企業における人材育成の課題を整理すると以下のとおりです。 

 

■中小企業が人材育成において抱えている問題 

①社員の応募が少ない（大企業志向が強い） 

②若年層労働者の定着率が低く、組織内の年齢構成にひずみが出ている 

③団塊世代が退職期を迎え、技能の承継が十分に行われていない 

 総じていえることは、経営者が人材育成は重要であるということは認識しているものの、

具体的な対策を施している中小企業は少ないという現状です。 

 今後、中小企業が人材育成に力を入れることは、自社の発展、存続にとって 重要課題

となっており、下記のような取り組みを検討するべきです。 

 

■組織力強化のために行うべき人材育成の取り組み 

①経営者自身が全社員に自社の方針を明確に伝え、価値観を共有する 

②業務達成基準を明確にし、業務習得レベルを公正な評価で測定する 

③高い技能、ノウハウを有するベテラン社員が若手～中堅社員へ技術、ノウハウの伝承

を行う 

④若手社員には、一定レベルに達するまで先輩社員が仕事、プライベートの両面でサポ

ートする 

人材育成の課題とメンタリング制度の必要性 

１│中小企業における人材育成の課題と取り組みテーマ      
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 ①、②は、経営者・経営幹部が取り組まなければならないものですが、③、④は、現場

の社員同士によるＯＪＴによって育成を実現することが可能となります。 

 特に、中小企業は、規模が小さいがゆえにきめ細かな育成ができるのが強みであり、こ

れを活かすべきです。中堅～先輩社員が後輩社員に対して、積極的に指導に関わることに

よって、大企業が真似のできない人材育成が実現されます。 

 

（２）精神的なサポートを行うメンタリング制度 

 ＯＪＴ（職場内訓練）は実務能力を高め、組織としてのチーム体制を確立することにも

有効ですが、計画的に実施されているとは言い難いのが現状です。 

 また、職業キャリアを推進していくための基礎能力は、単にＯｆｆ－ＪＴ（職場外研修）

だけで身につくものではありません。 

 日常的な業務の幅広い経験とそれに根ざした思考・行動の蓄積が基礎能力の形成に大き

く寄与するものです。 

 こうした背景の下、人材育成を補完する役割、そして若手社員の精神的なサポート・モ

チベーション向上の仕組みとして「メンタリング制度」への関心が高まってきています。 

 

■人材育成とメンタリング制度の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メンターを一言で定義すれば、「相手をやる気にさせる人」といえます。メンターという

言葉は、ギリシャ神話に出てくる老賢人「メントール」がその語源であると言われていま

す。1980年代に不況のアメリカで、成長した企業家が自分を精神的にも支援してくれた方々

を、敬意を込めてメンター（Mentor）と呼ぶようになったことが、メンターという言葉が

広まるきっかけになりました。日本における一般的なメンターの役割は、以下のとおりで

す。 

２│「メンター」の役割      

メンタリング制度（精神的サポート） 

人材育成システム 

ＯＪＴ ＯＦＦ－ＪＴ モチベーション向上 
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■メンターの役割 

①新人、後輩社員を一人前の仕事人に成長させる 

②職務上の相談にとどまらず、人間関係、身の処し方など個人的な問題まで広く相談に

乗り、助言を与える 

③プライベート面にも積極的に関わる 

 

 

 メンタリングとは、指示や命令によらず、メンターと呼ばれる指導者が、対話による気

づきと助言による被育成者のメンティ本人の自発的・自律的な発達を促す手法です。 

 前述した定義を簡単にいいかえると、メンターとは「メンタリング行動をとる人」とい

うことになります。 

 メンタリング行動とは、その職場での職業経験のある社員のとれる行動の一つであり、

経験の浅い社員に対して、「必要な情報を提供すること」あるいは「情報のフィードバック

をすること」といえます。フィードバックする情報の内容は、仕事のやり方から人間関係

の築き方、職業人生そしてキャリア形成に関することまで多様です。 

 また、メンタリング行動は、メンターである先輩と受け手（メンティ）である若手との

間の直接の人間関係で繰り広げられる行動です。そして、情報の提供、フィードバックの

方法は多様で、教え、アドバイス、サポート、ときには叱責、積極的傾聴など、状況と相

手に合わせて色々あります。 

 

 

 真に強い組織というのは、上司と部下が師弟の関係になってこそできるものです。チー

ムワークが良い組織は必ずと言っていいほど、リーダーとメンバーが“育て・育てられた

関係”にあります。マーケットが成長期にあったときは、敷かれたレールの上をいかに速

く走るかが勝負でした。したがってトップダウン型で上が下を手足のように使うスタイル

がよしとされました。 

 しかし、マーケットが成熟して顧客の好みや需要も多様化してきて、多品種少量生産に

なってくると、主従関係のような組織では対応することができません。もちろん、会社人、

組織人としては、 低限のルールを守ることは必要ですが、あまりにもそればかりが優先

されるようになると「創造力の欠落」という現象が起こります。 

 一方、ボトムアップの場合、サポートタイプのリーダーが増えてくるため、社員１人ひ

とりが伸び伸びと仕事をする傾向が表れていきます。 

 その核になるのがメンターであり、今まさに現場の社員１人ひとりが自立し、柔軟にマ

ーケットに対応できる組織をつくるために、メンターを核にした師弟関係的な繋がりが必

要となっているのです。 

３│「メンタリング」の定義     

４│なぜ、いま「メンタリング制度」が必要なのか     
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 アメリカの臨床心理学者、フレデリック・ハーズバーグが提唱した職務満足、および職

務不満足を引き起こす要因として二要因理論というものがあります。 

 この理論は、人間の仕事における満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度が上

がり、不足すると満足度が下がるという理論です。 

 さらには、「満足」に関わる要因（動機付け要因）と「不満足」に関わる要因（衛生要因）

は別のものであると結論づけています。 

 この理論における「不満足」に関わる要因としては、例えば「出世すること」、「お金を

稼ぎぜいたくな暮らしをすること」、「有給休暇を 100％消化できること」などがあります

が、これらは、自分以外の人から見返りとして受け取れるものです。 

 この「不満足」に関わる要因は、見返りが得られるとモチベーションが上がりますが、

その見返りは約束されたものではなく、見返りが得られなくなるとモチベーションは低下

してしまいます。 

 一方、「満足」に関わる要因としては、例えば「自分のやりたいことが実現できる」、「自

分の仕事が社会に貢献できる」、「自分の仕事が周囲から認められる」などがありますが、

これらは、自分の内面の動機付けによってモチベーションが高まるものです。 

 この「満足」に関わる要因は「不満足」に関わる要因に比べると持続性があります。 

 したがって、社員のモチベーションを高め、これを持続させるためには、「満足」に関わ

る要因を引き起こすことができる組織づくりが求められます。 

 具体的には、３つの要素（達成動機、有能感、自己決定感）で示すことができます。 

１│社員の「満足」を引き出す組織をつくる     

人が“ヤル気”を出す仕組みを知る 
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■「満足」を引き起こす３つの要素と具体的方法 

①達成動機 

「目標を達成しよう」という意欲が持てること 

■具体的方法 

  ●与えた仕事の目的を明確に示す 

  ●個人の達成目標を明確に示す 

  ●目標が達成した場合のイメージを持たせる 

  ●目標が達成した場合の評価を伝える   など 

②有能感 

「うまくできた」という達成感を実感できること 

■具体的方法 

  ●達成できたことをほめる 

  ●達成できたら正当に評価する 

  ●報奨制度をつくる 

  ●新しい次の仕事を任せる   など 

③自己決定感 

自分で選んだり、決めることができること 

■具体的方法 

  ●一定の権限を与える 

  ●ゴールが明確になったらプロセスは任せる 

  ●一方的に指示ばかりしない 

  ●既成概念に捉われず新しいやり方も認める   など 

 

 

 

 人の一生のうち、仕事に費やす時間を考えた場合、１日８時間で年間 250 日勤務とする

と、１年間で 2,000 時間、40 年間働くとすると 80,000 時間を仕事に費やすことになりま

す。この膨大な時間を単にお金を稼ぐためだけと思わせるような会社であるとすると、仕

事はただ苦しいものになってしまうかも知れません。 

 このような会社組織にならないために、社員一人ひとりがやりがいや面白さを実感でき

るサイクルをつくることが求められます。 

２│仕事が面白くなるサイクルをつくる     
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■仕事が面白くなるサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕事は、部下が主人公になれる場です。会社全体で、上記のような仕事が面白くなる組

織づくりを行い、社員一人ひとりのモチベーションが向上すれば、自社の業績向上につな

がっていきます。 

 よって、この考え方にもとづき「メンター」の役割は重要になってきます。人をやる気

にさせるメンターの存在が企業の生産性向上に寄与します。 

 次章では、そのメンタリング制度の導入方法について解説いたします。 

会社の方針・ビジョンが示され共感できる 

社員一人ひとりの役割、期待が明確に示される 

チャレンジできる機会が与えられる 

周囲（上司、同僚、会社）がサポートしてくれる 

仕事の成果が適正に評価される 

仕事が面白いと実感できる 

仕事に対してやってみたいという意欲が湧く 
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 本章では、メンタリング制度導入段階でおさえておくべきプロセスとして、人材育成課

題の整理、メンタリング目的の明確化、計画の立案、推進体制について解説します。 

 

 

 

（１）人材育成課題の整理 

 様々な人材育成方法がある中で、あえてメンタリングを導入する根拠、目的を明確にす

ることによって、運用においてカギを握る対象者や関係者に正しく理解をされ、真摯に取

り組んでもらうことが必要です。そのためには、まず、人材育成や組織活性化に関わる課

題は何か、というところからアプローチして、そこからメンタリングの目的を導き出すこ

とが有効です。このプロセスは、制度に関わることになる人々が問題意識を共有すること

にも繋がります。例えば、人材育成や組織活性化の課題には、次のようなものがあります。 

 

①新人の育成、職場適応 

②職種転換、管理職昇進に伴う適応 

③後継者の養成、技能伝承 

④チームワークの醸成（職場内、部門・職種間連携） 

⑤メンタルヘルス上の問題への対処 

⑥個人のキャリア開発支援など 

 

 貴社・貴部門にとっての人材育成・組織活性化課題を整理してみましょう。まず項目を

列挙し、目的を具体的に記し、すでに取り組んでいること（プログラム、ＯＪＴなど）現

状の問題点や今後の課題内容を記します。 

 

（２）メンタリングの目的を明確にする 

 メンタリング目的を明確にするには、整理された課題から人材育成の重点課題を２つか

３つ設定します。課題項目が一般的な言葉になっている場合は、より適する言葉に言い換

えます。 

 

 

１│「人材育成課題」の整理と「メンタリングの目的」を明確にする      

メンタリング制度の導入方法 
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①新人の組織適応を促し、確かな知識とスキルを習得させて即戦力化する 

②ベテラン技術者が保有する特殊な技能を協働の仕事を通じて、中堅社員に伝承する 

③女性社員のうち、管理職候補生への意識付けと課題対処を援助しながら、組織内では

数の少ない女性管理職を育成する（女性管理職の育成支援） 

 

 

 

 メンターは大事な役目である以上、適任条件があります。先輩社員という条件だけで若

手社員に任されているケースもみられますが、この人選は適切ではありません。一般的に

は、下記の条件がメンターの適任者といわれています。 

 

■メンターの適任者 

①ある程度の経験を持ち、日々発生する働く上での疑問や問題にアドバイスができる人

②自分の仕事がマネジメントできている人 

③何よりも「人」に関心を持てる人 

④新入社員に対するメンターの年齢は 30 歳前後 

⑤メンター自身に伸び代があること 

 

 

 

 メンタリング制度を導入するということは、本来はベテラン人材と後輩人材との間に自

然発生する育成的人間関係を組織の中に制度的に構築するということです。メンタリング

を制度として有効に機能させるために導入計画を立てます。 

 実践フローは、メンタリング制度をどのように導入し、実践していくかについてのプロ

セスごとの流れを示すものです。およそどのようなプロセスで何をするのかを決定し、そ

れぞれのプロセスでの取り組みと予め計画しておきます。 

 

２│メンターの適任者      

３│メンタリング制度実践の具体的な流れ     
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■メンタリングの実践フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）推進チーム 

 メンタリング制度の導入プロセスをスムーズに遂行するためには、主幹する部門主導の

もとで、関係する人々を巻き込み、積極的に関与してもらう必要があります。推進チーム

は、メンタリング制度の導入と定着を図るための活動を行います。 

 

①主幹部門と推進担当者の人選 

 推進母体となるチームの中で主幹部門の担当者が担う役割は非常に重要です。 初の段

階では、主幹する部門から１～２名の担当者を決めます。１名はメンタリング制度を企画

した人物でリーダーとなります。もう１名はリーダーを補佐し、各部門との調整窓口をこ

なせる人があたるのが望ましいでしょう。 

 

②関連部署の役割と推進担当者の人選 

 推進チームに選定されるメンバーは主に３つの関わり方があります。 

 一つは、主幹部門の推進者同様に、職場でメンタリング制度の導入と定着にコミットし

てくれる方です。組織全体の体制に関わるようなプログラムの導入の場合は、推進メンバ

ーとなってもらい、コーディネートしてもらうことが必要になるでしょう。 

 もう一つは、受け入れる側は協力するがあくまでも窓口に徹するというものです。推進

チームに人を出すほどには職場に余力がないような場合には、 低限の協力を得るために

プログラムの理解と対応窓口になってもらえる人を選ぶことになります。 

 そして、部門からのメンバーと１人も募れないような場合は、メンターやメンティのい

る職場の長が定期的に説明会や報告会、オリエンテーションなどに参加することによって、

メンタリングを推進してもらう、という体制になります。

４│推進体制      

人材育成・組織活性化 

課題の整理 

準備とその評価 

対象者の選定 

計画づくりと 

体制整備 

メンティとメンターの 

ペアリング（組み合わせ）

オリエンテーション 

（メンティ、メンター、上司） 

調整（経験交換の促進） 

プロセスの評価 

メンタリング計画の 

デザイン 

メンタリングの 

実施 

メンタリングの 

終了 
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（２）キーパーソン 

①メンタリング対象者（メンティ）の上司の理解 

 メンタリング・プログラムが機能するためには、メンターとの関係がうまくいくだけで

なく、メンティの直属上司との調整がうまくいって初めて成果に結びつきます。導入段階

において、メンタリングの対象者の属する部門責任者、とりわけ直属上司の理解と協力を

得ることが必要不可欠です。 

 

②経営幹部の支援を引き出す 

 ある程度企画がまとまった時点で、人事部門のトップを通じて経営幹部に理解を求め、

役員会にて承認をもらっておくと、その後の導入がスムーズになります。全社戦略として

のプロジェクトという位置づけで、各部門は推進において役割上の責任を負います。 

 

（３）準備とそのチェックポイント 

 メンタリング・プログラムの導入と運用において、組織や職場の受け入れ体制がどの程

度整い、経営者、管理職、従業員など関わる人々の意識やスキルが成熟しているか、とい

った職場や実施主体の準備状態を知っておくことが有効です。 

 例えば、次の項目などは、準備状態をチェックする指標になります。 

 

項目 チェック 

組織の上層部、あるいは職場の管理者は、メンタリング・プログラムに限ら

ず、他の人材育成施策に理解があるか 
 

社員は、人材育成・支援策に意義を見出し、参加することによって負荷が増

えても積極的に推進しようという前向きな気持ちをもっているか 
 

人材育成・支援策を推進する事務局の使命感とモチベーションが高いか  

メンターの要件を満たす人材がどの層、どの職種にどの位いるか  

メンティの条件を満たす人がどの位いるか  

メンタリングの影響が及ぶ職場の上司や同僚がどの程度支援的か  



後輩・部下の心をつかみ成長につなげる メンタリング制度の実践法 

企業経営情報レポ－ト 11

 

 

 

 

 

 

 Ａ社では、2007 年より新卒社員を対象にメンタリング制度を導入したことで、新入社員

の離職率が導入前より１割低下したほか、中堅層による後輩を育成する組織風土が醸成さ

れました。 

 

（１）メンターとＯＪＴのダブルサポートで新入社員を支援 

 Ａ社は社員の９割以上が転職者であることから、ＯＪＴを行うことが難しい組織風土で

した。しかし、2004 年から定期的に新卒を採用し始めたことをきっかけに、教育研修制度

ならびに人材育成のあり方を見直す風潮が高まりました。 

 職場ではＯＪＴを推進しつつ、職場外では悩みや不安をメンターが受け止めるというダ

ブルサポートを開始しました。 

 また、社員の平均年齢が 30 歳をこえることから、優秀な女性社員が結婚や出産で退職す

ることを防ぐために就業規則など諸制度の改定を行いました。そして、先輩社員がメンタ

ーとして新卒社員に関わり模範を示しています。 

 メンタリング制度を行ったことで、職場の垣根を超えた女性同士のネットワークが強化

され、育休者の復職後の不安の解消やリーダー昇格者に占める女性割合の増加につながり

ました。 

 

（２）きめ細かなメンタリング制度の運用 

 メンティとのペアを決定後には、メンターとその上長にメンタリング制度の説明会を実

施し、上長には活動に対する理解を仰ぐようにしています。メンターには、メンティのメ

ンタルサポートだけでなく、自身の育成力を向上する機会とするように動機づけをし、メ

ンティにも取り組みの成果を左右するのは自らの積極性であることを伝えています。制度

のルールは、「週に１回はメール・面談・食事など接点を持つこと」と「月に１回メンター・

メンティ共に報告書を担当セクションに提出すること」の２つです。開始３ヶ月後にメン

ティへ進捗状況のインタビューを行い、メンターには活動情報の共有や他社事例などを研

究する懇談会を設けています。 

メンタリング導入企業の事例紹介 

１│Ａ社：メンターとＯＪＴで若年層の定着化と中堅層の育てる意識を醸成     
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 Ｂ社では、総合職新入社員の孤独感を軽減するため、メンタリング制度を導入しました。

チーム制によるメンタリング制度で、新入社員の成長の他、メンター自身の成長や若年層

のモチベーションアップ、さらには企業風土・文化等の明文化できないＤＮＡを引き継ぐ

効果も表れています。 

 

（１）公募制で自ら応募してきたメンターが熱意を持って参加 

 メンタリング制度には、積極的に参加しようという熱意が重要と考え、公募制で実施し

ています。公募によってモチベーションの高いメンターが集まることで、やらされ感がな

く、各メンターが自主的に工夫して活動に取り組んでいます。１年間真剣に新入社員と向

き合うことで、新入社員だけでなく、メンター自身の成長にも繋がっています。 

 

（２）メンターとメンターをフォローする「シニアメンター」でチーム制 

 マネージャー層からメンタリング制度に参加したいという声を受け、“メンターをフォロ

ーするメンター”として「シニアメンター」の公募を開始しました。また、シニアメンタ

ー・メンターを少人数のチームに分け、チーム毎に制度の企画・運営を行っています。 

 具体的には、７月の新入社員とメンター、シニアメンターによる合同屋外研修を始め、

新入社員向けメールマガジン、メンター文集、下期のメンター自身の研修等を企画・運営

します。その経験を翌年度以降のメンタリング制度に反映させ、メンター自身の声によっ

て、制度が進化していきます。 

 これらの取り組みにより、社内が活性化され、部署の垣根を超えた交流も盛んになりま

した。女性の参加者も年々増加しており、女性総合職に制度が確実に浸透し、女性間のネ

ットワーク作りにも貢献しています。メンタリング制度は人材育成制度の大きな柱として

発展しています。 

 

 

 

 メンタリング制度は、メンター、メンティといった当事者が、高い意識を持って制度へ

参加していくことが重要になります。 

 そして、それをサポートする組織、トップマネジメントのサポートも必要不可欠です。

その双方が有機的に機能すると、メンタリング制度を通じて、強固な組織体制および高業

績体質への変革に寄与することができます。 

 

 まとめ      

２│Ｂ社：メンターと「シニアメンター」のチームで総合職新入社員全員を支援    
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