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　拡大社会の終焉のなかで、多く
の組織の利益構造は劇的に変化し
ています。社会に、イノベーショ
ン＝よりよい価値　を提供するこ
とで存続するか、利権のなかで社
会の負担として生きながらえる
か、組織はその選択を迫られてい
ます。
　個人のキャリア形成を企業が支
援しなければならない理由は、イ
ノベーションが常にビジネス現場
の個人から創出され、現場のチー
ムによって実現するからです。
　よりよい就業環境やワークスタ
イルの実現は、企業の生き残りを
かけて取り組むべき、キャリア形
成支援の大きな要素です。

　それを阻む「ラスボス」は、実
は誰のだれの中にも必ず存在す
る、自分では気づくことのないパ
ラサイトなのです。

仕事は
頭の中の不協和音

　人は、「情報」とは何かと問わ

れると、「取得したり利用したり

することができる便利な道具」で

あると答えがちです。しかし逆

に、情報こそが意志をもち、存在

していて、人間は情報の周囲を動

いている影絵のようなものだ、と

いう興味深い考察もあり得るで

しょう。これはオカルトや心理学

の類ではなく、科学的なものの見

方の一例です。自分が情報を取捨

選択し、主体的に判断している、

と考えるより、自分の意識は脳が

見せる情報に従属し、動かされて

いる、さらには自己ではなく、情

報だけが存在していると考えるほ

うが、周囲との関係をはるかに合

理的に説明できる場合が多いと感

じます。

　職場の就業環境を考えるとき、

人間にとって仕事とは何かとい

う、かなり基本的な問題に立ち返

ることが必要です。なぜなら、日

常生活のなかで、仕事の意味や仕

組み、成り立ちが急激に変化して

いるからです。

Vol.4
「私の中に、何かがいる」

1うちのキャリアって、どうなってるの ?

誰の心の中にもあって
涙とぬくもりが宿る場所のことを
あなたは覚えているだろうか。

何かを変えることは、
満ち足りるためではない。
今日歩くことは、
明日のためではない。
いまさしのべる手は、
夢のためではない。

この悲しみに満ちた世界で
涙とぬくもりが宿る場所のことを
あなたとともに
思い出すためなのだ。
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　「情報」についてのコペルニク

ス的回転を行うことと同様に、

「仕事」についても、自分と仕事

との主従関係を逆転してみたらど

うなるでしょうか。人間が仕事に

就くのではなく、仕事が人間に入

り込むのです。

　大学生のころ、夢中になって読

んだ小説のなかに「パン屋にはパ

ン屋の、仕立て屋には仕立て屋の

考えがある」というような表現を

みつけたことを覚えています。バ

ルザックか、モーパッサンか、

ひょっとしたらゲーテが書きそう

なフレーズでもあります。もし、

ゲーテだとすれば、同時代の日本

には田沼意次を揶揄したとして有

名な「役人の　子はにぎにぎを　

よくおぼえ」という川柳がありま

す。

　当時は欧州も日本も職業選択の

自由は限られていました。職業が

違えば価値観が変わり、その行動

様式も変わります。

　私は、19世紀の文学を渉猟し

ながら、「仕事」はまるで寄生虫

のように人間の脳に入り込み、本

人の意志とは関係なく、人間の行

動や価値観を決定づける得体の知

れない怪物ではないかと感じるよ

うになりました。

　考えてみれば、生まれながらの

銀行員も、生まれながらの公務員

も存在しません。いまとは異なっ

て、いつも不機嫌で横柄な大学職

員や、新聞紙面をにぎわす企業社

会での子どもじみた愚劣な行動を

みながら、なぜ人間はこんなふう

に生きるようになってしまうのだ

ろうかと不思議な気持ちに陥りま

した。これは本当に個人の卑しさ

だけのせいなのだろうか、何かほ

かに隠された秘密がないのだろう

かと考えるようになりました。

　まだまだ「モーレツ社員」や

「滅私奉公」があたり前だった牧

歌的な時代です。

「そんな人間には、 
絶対になりません」

　私はその後社会人になり、多く

の企業の新卒採用のお手伝いをす

ることになりました。はじめは企

業に営業して、会社の概要や仕事

の内容を学生に紹介するためのパ

ンフレットを作り、1990年代末

になるとコンテンツだけではな

く、ホームページとデータベース

を利用した採用システム全般に関

して相談に乗る仕事を経験しまし

た。

　ちょうど90年代末は採用の IT

適用も進み、折からの金融企業の

破綻もあって、大手企業の中途採

用が盛んになっていた時期でし

た。ある大手企業から中途採用の

コンテンツの相談を受けて、中途

入社した数人のハイパフォーマー

の社員に取材をする機会がありま

した。ほとんどが「頂点大学」の

卒業者。前職も大手銀行、総合商

社、大手証券と綺羅星のごとく

で、前職でも高い評価を得ていた

人たちです。自分のキャリアの幅

を広げたいと、積極的な意志で転

職した人がほとんどでした。

　私はそのとき、「前職はどのよ

うな仕事だったのか」という問い

を一人ひとりに投げかけました。

すると、さすがに転職を経験した

人たちのせいか、実に明快な言葉

が返ってきました。

　総合商社は「安く買って高く売

る。何もかもが “ 利ザヤ ” にみえ

てくる仕事です」、都銀は「すべ

てがマニュアルどおり、自分で考

えてはいけない仕事」などなど。

一見前職を批判するような一面的

にも聞こえる言葉ですが、決して

そうではなく、実にポジティブに

仕事の面白さを語ってくれます。

　というのも、転職の理由や現職

との比較を聞きながらの質問だっ

たからかもしれません。彼らは一

様に「儲け方が違う」「それぞれ

に楽しい」「いまから考えれば昔

とはここが違う」とうれしそうに

話してくれます。

　このときの取材対象者のすべて

が前職からの積極的な転職者とい

うわけではありませんでした。こ

こからはしばらくの間、現実をオ

ブラートに包んだフィクションだ

と思ってください。

　なかには少し様子が異なる人も

いました。彼は「頂点大学」卒業

後に、何も考えず、人に勧められ

るまま大手企業に入社し、現場の

支店に配属になった数日後に会社

の破綻をニュースで知りました。

　慌てて職場に行ってみると路上



人事実務  2017 年 7 月号 ︱ 5352 ︱ 人事実務  2017 年 7 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

　実は利益構造は「給与の出どこ

ろ」ではありません。だれかがお

金を払ってくれるから儲けている

のだ。とだれもが思い込んでいま

す。価値を認めているから、必要

だから、だれかの都合がいいか

ら、それが利益の源泉だと考えて

います。

　たとえば、「やさしい先輩」や

「尊敬できる支店長」がいた破綻

した企業の社員は、破綻の前なら

「社員が一丸となって顧客の資産

運用と資金を求める企業への融資

をして儲けている」と考えていた

でしょう。ところがシビアな状況

におかれた際に顧客や社員に対す

るすべての当事者能力を失ったと

いう事実からすると、彼らの利益

構造に「顧客」「社員」は関係が

なかったことが類推されます。

　法律と行政に由来して利益を上

げることが彼らの利益構造だった

とすれば、その構造が破綻したと

しても、顧客にも社員にもなんら

関係のないことです。おそらく先

輩も支店長も、突然の破綻によっ

て極度に混乱したり、人が変わっ

たりしたのではなく、会社のなか

で終始一貫した文化を身に付けて

いただけなのだと考えたほうが合

理的ではないでしょうか。すでに

会社が破綻していた状況で、新入

社員に対応を命じたという事実

は、顧客も人材育成もチームワー

クも、その会社にとって、ただの

飾り物で、もともと無意味な概念

であったことを表しています。

たときに破綻が起こっていたのな

ら、ひょっとしたら「やさしい先

輩」と同じ行動をしたのではない

か、さらに何十年後に支店長に

なったときであれば、その支店長

と同じ行動をしたとは思えない

か、と聞いてみました。これは私

なりの彼へのエールでもありまし

た。

　彼は少し考えて、穏やかに答え

ました。

　「そんな人間には、絶対になり

ません。いまの仕事では」

「利益構造」が人を操る

　すべての組織には当然ながら

「利益構造」が存在しています。

それは自分の給与がどこから出て

くるのかを考えれば、おおよその

見当はつくでしょう。しかし、そ

れが真実とは限りません。

　利益構造は人間の頭の中に入り

込み、考え方と行動を支配しま

す。なぜなら利益構造に、より適

応する人は評価が高くなり、その

組織の人間はおおむね利益構造に

適応するための行動を取るように

なるからです。

　それは間違いだ。そんな単純な

要素で価値観や行動は決まらな

い、という指摘もあるでしょう。

　その指摘はとても重要な指摘で

す。たしかに、高い給与を取って

いる顔ぶれを見てみると、おのず

と疑問もわいてきます。

は黒山の人だかり。彼が遠くで呆

然としていると１人の先輩社員に

腕をつかまれて路地に引き込まれ

ます。そこには同期入社の２人も

真っ青な顔をして立っていまし

た。「支店長も課長も来ない。君

たちは新入社員だから角が立たな

い。だから少しの間なんとか客の

相手をしてくれ。あとは任せた」

といって走るように去って行きま

した。

　「先輩はやさしい人だからきっ

と戻ってきてくれる。お客さまも

丁寧にご説明すればわかってくれ

る」と話し合って、彼らは人混み

をかき分け、身を寄せ合い、震え

ながら支店の前に立ちます。

　結局「やさしい先輩」も「尊敬

できる支店長」も、来ることはあ

りませんでした。

　新入社員と駆けつけた女子職員

だけが何時間も頭を下げ続け、よ

うやく群衆はらちが明かないこと

を悟ったのか、怒号を残して散っ

て行きました。その後、先輩とも

支店長とも二度と会うことはな

かったそうです。

　「だらしない会社にいると、だ

らしない人間だといわれることが

よくわかりました」と彼は吐き捨

てるように言いました。

　名誉のために書きますが、少な

くとも、これは某証券会社の話で

はありません。

　私は彼に、もし、あなたが入社

して数年後、リクルーターや新入

社員を指導する先輩の立場になっ
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の感覚にこそ行動へのヒントがあ

るはずです。それはその人の頭の

中の利益構造の叫びだからです。

以前、“ できない理由 ” としてご

紹介した「経営者の意識が違う」

「業態が違う」「規模が違う」とい

う３つの “ 違う ” も利益構造をか

いま見る貴重な要素です。

　しかし、巧妙に身を隠す「ラス

ボス」の実態を知ることも簡単で

はない状況のなかで、たった１人

の社員にいったい何ができるので

しょうか。

　いや、悲観することはやめま

しょう。

　「ラスボス」を弱らせ、変質さ

せる「ポイズンピル（毒薬）」が、

きっとあるはずです。

　職場環境の改善やキャリア形成
への支援を阻む「ラスボス」を弱
らせる「ポイズンピル」とは何か。
　次回からは、実際のキャリアコ
ンサルティングをめぐるケース
ワークから「ポイズンピル」を探
る、ストーリー２「言い出しっぺ
は損をする」がスタートします。
読者の皆さんとともに「ラスボ
ス」の正体の見極めと、戦うため
の武器について学んでいきたいと
思います。
� （やしろ・たかし）

　その成功を「おとぎ話」だと感

じた人にとって、その感覚はとて

も重要なものだと思います。なぜ

ならその感覚のなかにこそ、その

人が属する組織の「ラスボス」が

一瞬姿を現しているからです。

　真の利益構造にとって人材育成

もチームワークも就業環境の改善

も、実は何の影響もないことであ

れば、その「ラスボス」はキャリ

ア形成を嫌悪し、イノベーション

をヘイトします。

　現場の状況を知り、社員のキャ

リア形成を支援することに意味が

ない組織は多数存在します。とこ

ろが、そのような組織は鉄橋が落

ちた谷底に向かって驀進する列車

のようなものです。拡大社会では

繁栄できた利益構造も、いまや社

会の負担になりつつあります。も

しそれが自分の属する組織であっ

た場合、いったんこの事実を認め

て受け入れなければなりません。

　就業環境の改善とキャリア形成

支援の実現は、実は自らの利益構

造を見つめ直して、就業環境や

キャリア形成支援を利益構造に組

み入れ、利益構造を「ラスボス」

からイノベーションのためのエン

ジンに変身させる作業です。

　そんな遠大なテーマは経営者の

仕事だ、と考えるのであれば、そ

　このように、シビアなアクシデ

ントや外からのうがった視点がな

ければ「利益構造」がその姿を現

すことはまれです。それほど「利

益構造」は社長から現場の社員ま

で全員をだましています。あなた

の頭の中にも、すべての社員の頭

の中にも、この「利益構造」は厳

然として存在しています。

利益構造という「ラスボス」

　前回、中堅システムインテグ

レーターの人事が開発した、面談

を利用した就業環境の改善につい

て紹介しました。これはシステム

インテグレーターにとって社員個

人のキャリア形成が利益構造の中

心課題になっていることを表して

います。もちろんシステムインテ

グレーターがばら色の業界という

わけではありません。変化を作る

ことでしか利益を上げられないこ

とは確かですが、「系列会社」「技

術者派遣会社」「営業会社」と

いった、利益構造が利己的な局所

最適をもくろむ強力な「ラスボ

ス」に変身しやすい要素を多く抱

えています。

　ただプロジェクト型の仕事であ

るがゆえに、個人やチームの目標

を設定しやすく、スペシャリスト

への階梯をみつけ出すことが不可

能ではないことが幸いして、面談

による現状把握を行うことが可能

になったと考えられます。「ラス

ボス」をとりあえずは味方キャラ

に変えることができたわけです。

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。
また、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


