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s t o r y

　現場の状況を把握することは簡
単なことでしょうか。もし、本当
に現状を把握したいと望んでいる
としたら、あらかじめ数字や記録
からイメージを作って現場に足を
踏み入れたとき、私たちは往々に
して予想もしていなかったことに
出会います。望んでいるような情
報は得られず、目に見えている状
況が本物なのか、作り物なのかさ
えわかりません。最後には、自分
が何を望んでいたのかさえも、わ
からなくなります。それは、状況
を把握するために最も大切なもの
が欠けているからです。
　それでも、方法は１つ。人に話
を聞くことだけなのです。

われわれはどうやって
「現場」にたどり着くのか

　人は何かを理解しようとしたと

きに、何をするでしょうか。

　ネットで検索し、資料を読み、

人に話を聞く。自分が納得できる

情報を得るまで続ける場合もあれ

ば、あきらめて心の片隅に“問題

意識”としてそっとおいておくこ

ともあるでしょう。

　かつて、ある大きな企業で財務

の社員の話を聞いたとき、彼の仕

事の大きな部分が現場の社員との

面談であることに驚いた経験があ

ります。当時私は財務の仕事内容

をよく知らなかったからです。

　また最近、内部統制に関係する

社員に話を聞いた際も、全国の支

社の現状を把握するための面談に

大きな力が払われていることを知

りました。

　もちろん全国を飛び回って面談

をしている人事担当者も数多くい

ます。かつては雇用調整やガス抜

きが目的だった面談も、いまや、

組織全体の変革のためのツールと

して意識されています。

　就業環境の課題や求められてい

る能力の変化を探ること、社内で

の適材適所の実現のための下地づ

くり、そして、人事制度に関する

想いの伝達。上司との面談だけで

Vol.3
「世界には“面談”しかない」

1うちのキャリアって、どうなってるの ?

幼い頃、
世界は発見に満ちていた。
周囲の風景と心を通わせ、
驚きと喜びで
自分自身を紡ぐことが生きている
確かな証だった。

声を聞き、
痛みを分かち、
ともに笑う。

いまでも変わらない。
いまでも、
何も変わらない。
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はなく、人事と面談することは

キャリア形成支援のうえで重要な

要素だと認識されています。

　財務は事業計画の妥当性を判断

するために現場の状況を把握しよ

うと面談を行います。人事も、社

員の現状を把握するために未踏の

ジャングルに分け入るように面談

を続けます。

取材と傾聴

　私はかつて、人の話を聞くこと

はそれほど難しいことではない、

と考えていました。自分に問題意

識があるかぎり、それを「仮説」

として他者に投げかければ、何ら

かの答えが返ってくるものだから

です。私は多くの人に「取材」と

いう形で話を聞き、そこからコン

テンツを生み出してきました。

　たとえば「財務省は発注者で、

他の省庁は受注者の立場だ」とい

う仮説をそれとなくぶつければ、

国政にかかわる人々は自分の立場

によってさまざまな意見をいって

くれます。その意見のなかから仮

説がもつ問題点やまったく新しい

視点がみつかり、大きな学びとな

ります。

　他者に仮説をぶつける「取材」

は、ただ話を聞いているだけでは

わからない情報を引き出すための

重要な手段です。また、仮説をモ

デル化して具体的な原稿や企画へ

と結実させていくための欠かせな

い手段でもあります。

　ただ、仮説をブラッシュアップ

するために行う議論は、いつも情

報を引き出せるとは限りません。

欧米の技術者や研究者はだれ彼な

く議論をふっかけてくるので面倒

臭い、という声を企業の技術者か

らよく聞きます。多くの日本人は

彼らの仮説に「それは自分の専門

ではないからよくわからない」と

答えてしまい、彼らは「そうでは

なくて、君の専門からの視点の意

見が聞きたいのだ」と食い下がり

ます。

　このように、仮説に無関心な場

合は何も話が出てこないからです。

「人の話を聞くことは難しい」

　人に話を聞くことは難しいこと

ではない、と考えていた私が「人

の話を聞くことは難しい」という

言葉を聞いたのは、30年以上前、

ある看護師に仕事の話を聞いたと

きでした。彼女は大企業の、いわ

ば保健室のような場所で多くの社

員の健康管理とカウンセリングに

携わっていました。「本当に元気

になりました」と笑顔で帰った数

日後に自殺してしまった社員の話

をしたときに、彼女は小さくその

言葉をつぶやきました。

　彼女にとって、人の話を聞く、

ということは、人と人の絆を大切

にして、相手を受け入れ、想いを

吐き出してもらうことでした。何

かに気づき、心や行動が変化する

ためには、まず自分のなかにある

「声にならない声」を実際の声に

して表現することが大切だという

考えです。いまでこそ「傾聴」と

いう言葉は、新入社員研修でも紹

介される概念ですが、当時、私は

初めてそのような手法があること

を知りました。

　人が十分に受け入れられ、そこ

に他者の心からの共感があるこ

と、さらには、その人の視点に

立った何らかの出口が示されるこ

とは、だれにとってもとても大切

なことです。情報を出してもら

い、かつ心の充足感を得てもらう

ためには、このような「傾聴」は

とても大切な姿勢です。しかし、

残念ながら、それはだれにでもで

きる簡単なことではないでしょう。

　その後、現在に至るまで、多く

の経営者やマネージャーから「失

敗を経験するまで、自分は人の話

をまともに聞いていなかった」と

いう述懐を聞きました。もちろ

ん、私自身も、個人的に、「あな

たは人の話を聞いていない」と言

われたことが何度もあります。

　「いままで人の話を聞いていな

かった」という人々は口々に、自

分自身の他者に対する姿勢が適切

ではなかった、と語ります。自分

を強い者と感じて、弱い者の立場

に立てず、自己中心的な視点に立

ちすぎていた。他者のなかにある

大切なものを見逃していた。自分

にとってそれは大切ではないと考

えていた、と自らを省みます。失

敗をすることで自分自身が弱者に

なったとき、初めて周囲の人間の

立場に立ち、寛容な視点で相手の



人事実務  2017 年 6 月号 ︱ 5554 ︱ 人事実務  2017 年 6 月号

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィン
グ
は「
役
に
立
つ
」の
か
？

うちのキャリアって、どうなってるの ?
1s t o r y

　「今までどおりでいい」「会社に

都合のいい人間を作るつもりなの

か」「負担が増える」という社内

の評価でした。制度を変えても、

社員の心は変わらないという現実

に突き当たったわけです。

　制度では社員の心は変わらな

い。それではどうしたらいいのか。

　悩んだ彼女がたどり着いた答え

は、社員との面談でした。会社の

制度に対する不信感は、社員が抱

いている仕事に対する漠然とした

不安感のせいではないかと感じて

いたからです。その不安を解消す

るためには、社員と人事が共感す

ることが必要だと感じて、面談を

行うことを考えたのです。

　キャリアコンサルティングの

「傾聴」スキルを学んで、社員の

現状を把握するための面談を試み

ました。

　しかし、ここで新たな「敵キャ

ラ」が現れます。一部の社員に面

談をして、そこから課題を抽出し

て施策を提案したとしても、経営

陣からも現場の社員からもなかな

か納得が得られません。とくに幹

部社員や経営陣からは「人事の面

談など誤解を招くし、必要ない」

「課題として優先順位が低い」「効

果がない」、そして「自分を納得さ

せる材料を示せ」と抵抗されます。

彼女は経営陣と社員の心と行動を

変えるためには「エビデンス」が

必要であることを感じました。

　そこで、あることに挑戦しまし

た。それは「ギャップの見える

に、簡単なことではありません。

「敵キャラ」の出現

　ある中堅システムインテグレー

ター企業の人事の方が、画期的な

方法で現場の状況を把握するメ

ソッドを編み出しました。

　彼女は、SE を経て人事に移り、

入社以来30年以上にわたって、

変わりゆく会社のなかで「よりよ

い就業環境」の実現をめざして試

行錯誤を重ねました。

　若き SE 時代にチームのマネー

ジメントを任された際に、彼女は

メンバーから「あなたはリーダー

の仕事をしていない」と言われま

した。何が原因なのか、どうすれ

ばいいのかと悩むなかで、自分は

いままで他者に興味がなかったの

ではないかと思い始めます。改め

て周囲を見回して、自分と他者と

があまりにも異なることに戸惑い

ながらも、しだいに「人を動か

す」のではなく「人に動いてもら

う」ことが自分の仕事なのだと学

んでいきます。その後、プロジェ

クト管理手順や品質管理手法の整

備などの仕事を経て、人事として

会社をよくしていくことができな

いかと努力を重ねました。時間を

か け て 研 修 制 度 を 整 え、CDP

（Career Development Program）

を整備しました。

　ところが、ここで思わぬ「敵

キャラ」が現れます。

話す内容を受け入れることができ

た。そして、周囲ではなく、自分

こそが問題を抱えていたことがわ

かった、と語ります。これらの述

懐は、自分が何をしたいのか、何

を望んでいるのか、また何を望ん

でいないのか、という聞く側の姿

勢が、人の話を聞くかどうかの決

定的な要因となっていることを示

しています。

　また、「あなたは人のいうことを

聞いていない」という身近な人間

からの言葉は、傾聴が、情報のや

り取りではなく、人と人との共感の

問題であることを示唆しています。

　現場の状況が把握できなくなっ

ているとき、必要なことは情報を

集めることではありません。なぜ

なら現場のだれもが、余計な労力

を払って情報を出そうとは思わな

いからです。

　ビジネス現場の現状を把握しな

ければならない理由は、逆さまな

ピラミッドのなかで、感動と喜び

と痛みが縦と横に伝わるチームと

組織を作らなければならないから

です。共感が存在する組織でなけ

れば、情報は伝わらず、キャリア

形成のチャンスは失われ、イノ

ベーションが生み出されないから

です。

　そのような組織を作るための手

段は面談しかありません。「取

材」に よって モ デ ル 化 し、「傾

聴」によって共感の回路を作るこ

としか、組織を変える方法はない

でしょう。しかし、それはたしか
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　面談が社員と組織を変えること

ができるのか、と問われれば、私

は「決して簡単ではない」と告白

しなければならないでしょう。な

ぜならそこには、「敵キャラ」が

存在するだけではなく、「ラスボ

ス」ともいえる強固な存在が行く

手を阻むからです。

　面談も共感も、キャリア形成も

イノベーションも必要はない、と

高らかに世界の中心で叫ぶ「ラス

ボス」とは、一体何なのでしょうか。

　現状を把握することは、現場の
情報を得ようとすることではな
く、現場と共感することから始ま
ります。共感を実現する手段は面
談しかありません。
　次回Vol.４では、ストーリー
１「うちのキャリアって、どう
なってるの？」の最終回として、
「面談による共感」を阻む「ラス
ボス」について考察します。さら
に、ストーリー２からは、「定着」
「セカンドキャリア」「健康経営」
「採用」などの、個別のテーマと
キャリアコンサルティングの可能
性と課題について考えます。
� （やしろ・たかし）

出始めた瞬間でした。経営陣から

も現場の社員からも、就業環境の

改善が大きな目標として共有され

ていきました。「敵キャラ」を味

方につけることができたのです。

「敵キャラ」から 
「ラスボス」へ

　以上は現実に起こった実話で

す。「敵キャラ」を貴重な味方と

し、経営者の本音にまで入り込む

ことができるケースワークとし

て、幾つかの重要な示唆を含んで

います。

　しかし、“まるでおとぎ話だ”

と感じる方もいるでしょう。

　実際に多くの方が「敵キャラ」

を前に戦闘意欲をなくし、撤退を

繰り返したと思います。「規模が

違う」「業態が違う」「経営者の意

識が違う」という３つの“違う”

を、痛いほど感じさせる「敵キャ

ラ」はうようよと存在します。ま

た、いったん実現したとしても、

経営環境の変化に追いついていけ

ずに頓挫してしまった方もいるで

しょう。

　なぜ彼女にできて、あなたには

できないのでしょうか。

化」です。

　現場に起こっている問題の多く

が、上司と部下の間の認識の違い

にあると仮説を立てました。そこ

で、社員に対して面談を行う際に

「上司から求められているもの＝

MUST」「いまの自分ができるこ

と＝ CAN」「自分がめざしている

もの＝ WANT」という社員の心

のなかにある３つの要素を傾聴

し、同時にそれぞれ自分が感じて

いる心のなかの大きさを、円の大

きさで示してもらうことにしまし

た。大変シンプルな方法で、すで

に実施している方がいるかもしれ

ません。

　しかし、少し違うことは、その

面談を利用して、もう１つの面談

へとつなげることです。それは

「上司への報告」という面談です。

　あらかじめ本人から公開の許可

を得た３つの項目の内容と、３つ

の円の相対的な大きさの比較で、

状態を「見える化」し、それを上

司に報告することで、上司の認識

とのギャップを傾聴します。もち

ろん、上司への報告はそれ自体が

面談になっていて、部下と同じ円

を描いてもらい、さらにその上司

への「報告」を行います。最終的

に「報告」は社長に及び、現場か

ら社長に至るまでの間にある認識

のギャップがとりあえず可視化さ

れます。「認識のギャップ」とい

う仮説の下で、それぞれの立場か

ら多くの意見が提示されるように

なりました。ようやく情報が表に

キャリア・コンサルティング協議会は
国家資格「キャリアコンサルタント」登録試験機関
国家資格「キャリアコンサルタント」指定登録機関
「キャリアコンサルティング技能検定」の指定試験機関
です。
上記の機関であるとともに、キャリアコンサルタントの資質向上とキャリアコンサ
ルティングの普及啓発活動を行っています。

キャリア・コンサルティング協議会について


