連載

キャリアコンサルティングは
「役に立つ」
のか？

言葉が心をつくる。
言葉が心をいざなう。
言葉が心をくだく。
言葉に他者は宿る。
言葉に時が託される。
言葉のなかに世界は存在する。
言葉は謎のように問いかけ、
言葉は夢のようにねぎらい、
言葉は罠のように引き裂く。
残酷で、
そして美しい。
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「利益構造」を変えなければ「働き方」は変わらない
企業と社員とが対等に助け合
い、互いに成長する社会。個人の

進 み、
「リ ス ト ラ」や「肩 た た

リストラされるより、
リストラするほうがいい

き」という言葉がいまでいう「ブ

んな社会を、従来の「ラスボス」

1990年代に、ある取材で大手

れている彼に、
「他者の立場に立

＝利益構造は嫌悪し、抵抗の叫び

企業の総務の若手社員の話を聞い

つことの大切さ」というテーマで

をあげます。それは、かつて誰に

たときのことです。最初は硬かっ

彼の原稿をまとめることを了承し

対してもやさしかった利益構造

た表情も和らぎ、しだいに興が

てもらいました。

が、自らの運命を予感して牙をむ

乗ったのか、
「どうしてスタッフ

またこんな経験もあります。ま

いているようにもみえます。

職を志望したの？」という私の質

だバブルの余波が残っていた時

恐ろしい利益構造に鈴を付け、

問に対して彼は明るい声でこう答

代。あるメーカーの採用担当者と

よりよい就業環境を作るための

えました。
「だって、リストラさ

の打ち合わせの席で、工場跡地の

DNA を仕込んで修正するという

れるより、するほうがいいじゃな

再開発の担当から採用担当に回さ

勇気ある戦士は、いったいだれな

いですか」
。私の表情が変わった

れた若手社員が「うちの会社は不

のでしょうか。

のを察してか、彼も顔色を変えて

動産だけで100年生きていけるの

黙り込んでしまいました。

で、本業はなくてもいい」と言っ

個性や、個人から生まれるイノ
ベーションを大切にする社会、そ

当時は多くの企業で雇用調整が
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ラック」という言葉のように一般
化してきた時代でした。私はしお

たことをいまでも覚えています。

「本業」の営業担当者たちに聞か

ほど尊大で横柄でした。私はよく

言葉のなかに、不健全で愚劣な意

せたらどう思うだろうかと、情

「人当たりがいいから」などとお

味合いを当然のように感じてしま

だてられて友人の分まで職員との

うのはそのせいです。そのような

「リストラされるより、するほ

やり取りをしていたことを思い出

言葉に健康的で建設的な意味が

うがいい」という言葉はあまりに

します。彼らが横柄になる原因は

あってこそ幸福な社会であるにも

身勝手な考えに聞こえるでしょ

単純です。あらゆる場所でサボ

かかわらず、現実にはそうではな

う。単に１人の若手社員の失言と

タージュを行って社会不安を広げ

いのです。

片づけてもいいのですが、実はこ

ることで革命を遂行する、という

現在の企業の利益構造の多く

れこそがその会社らしい「ラスボ

冷戦下での利益構造はさておき、

は、拡大社会のなかで培われてき

ス」の叫びだと考えると、ふだん

要するに丁寧に対応したところで

ました。市場が拡大しているかぎ

は社員のなかにあって、決して見

組織にとって１円の利益にもなら

り、シニシズムは当事者にとっ

えないものが見えてくるようにも

ず、木で鼻をくくろうが１円の損

て、仲間の和を重んじ、関係する

感 じ ま す。
「本 業 は な く て も い

失にもならなかったからです。そ

最大多数が損をしないような、と

い」という言葉も、稚拙な勘違い

れこそが、まさに彼らの脳を乗っ

ても「やさしい居場所」でした。

としてとらえることもできます

取った「ラスボス」です。

年功序列やヒエラルキー組織との

けなくなった記憶があります。

が、その企業の文化を端的に表現

「自分がよければいい」
「わから

した「ラスボス」の叫びとも取る

なければかまわない」
「無関係な

誰もの頭の中にある「ラスボ

ことができます。

人間のことなど考えても一銭にも

ス」＝利益構造は、自分にとって

いままで利益を支えてきたよう

ならない」
「みんながやっている

は決して恐ろしい存在ではありま

に思っていた人の雇用や人材開発

からかまわない」
「自分たちの都

せん。新入社員から社長に至るま

も、生産、営業体制も、実はその

合を優先すればいい」
「面倒なも

で、
「ラスボス」はすべての社員

企業の利益構造にとって大して意

のは排除すればいい」という考え

に甘美な声でやさしくささやきか

味のないものだったのだ、という

方や行動原理は「シニシズム」や

けます。

１つの明確なサインです。

相性も抜群でした。

「偽悪主義」とも呼ばれるもので

「昨日までのやり方は間違って

自らの頭の中の「ラスボス」の

す。
「シニシズム」とは、本来「社

いない。それが皆の利益になる。

声を、周囲を眺めながら、注意深

会通念や常識、ひいては愛情や誠

仕方のないことだ。ほかに方法は

く聞かなければ、私たちはそれに

実さといった肯定的な価値に対し

ない。与えられた役割をこなせば

気づくことができません。しか

て、冷笑的で皮肉な態度を取るこ

いい。自分はとてもよくやってい

し、利益構造が変化を迫られてい

と」という意味をもっています。

る」

る現在、必ず従来の「ラスボス」

このような姿勢が高じれば、一般

ところが突然のように、このよ

はしっぽを現します。

的には不健全な社会悪と受け取ら

うなシニシズムは社会をむしばむ

れます。ところが実際には、拡大

がんであると、多くの人々が本気

社会のなかで、ビジネスや行動の

で感じる時代になりつつあります。

1960年代、70年代には学校や

基底を成す「本音」として社会に

個人の個性や、個人から生まれ

交通関係、公共機関の職員など、

広く受け入れられていることも事

るイノベーションを重視する利益

私の周囲の働いている見しらぬ大

実です。私たちが日ごろ、
「組織

構造と、シニシズムに立脚した従

人たちはいまでは想像もできない

の論理」や「会社の都合」という

来の利益構造とは根本的に異質な

シニシズムの叫び
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ものだからです。いまや社会は、

緒をまったくもっていない人もい

だけ脱すること、組織の現状を把

前者の利益構造こそがこれからの

ます。他者の立場に立つことが比

握すること、できるだけ他者に対

社会を支えるものだと理念的には

較的容易にできる人もいれば、到

して共感をもつこと、さらに、あ

信じ始めています。ところがそれ

底できない人もいます。ましてや

るべき姿の仮説をもって、
「ラス

を信じている人々の頭の中では従

他者が目の前にいるわけでもない

ボス」を修正するためのプログラ

来の「ラスボス」が玉座に座り続

のであれば、なおさら個人差が出

ムを考え、それを仕込んだポイズ

けています。

てしまいます。これは、いわば得

ンピル（＝毒薬）を制度のなかに

だれかが、自らの頭の中の「ラ

意と不得意、個性の問題だといえ

仕込むこと。そして社員のなかに

スボス」に近づいて、就業環境の

るでしょう。多様な個性が存在す

共感を広げること。これはとんで

不断の改善という DNA を仕込ん

ることは、これからの社会におい

もない厳しい道のりです。

で修正し、社員の共感の下に制度

ては、きわめて重要なことです。

一社員にすぎないあなたが、映

を運用することが必要です。社員

ただ、よりよい就業環境を作る

画「ターミネーター」のサラ・コ

は利益構造に従って行動するの

ために利益構造を修正するには、

ナーさながらの孤独な戦士に、

で、だれかが利益構造に修正を与

他者への共感力は欠かせない力で

いったいどうすればなれるので

えなければ、社会が夢想するよう

す。なぜなら、多様な個性と深く

しょうか。

な、よりよい就業環境は実現しま

向き合わなければならないからで

せん。

す。

「いま、ここ」のデトックス

では、だれがそれを行うので

「ラスボス」は往々にして均一

最近、臨床心理士の方に取材を

しょうか。経営者でしょうか、立

な価値をもった仲間内でのステレ

した際に興味深い視点を知りまし

法や行政でしょうか、IT でしょ

オタイプな上下関係を好み、部外

た。

うか。いえ、それができるのは自

者だと認識する人々の立場に立つ

臨床心理士は文部科学省が後援

らの利益構造を客観的に観察し

ことを嫌います。一方で「ダイ

する民間資格で、心理学の修士号

て、その影響力が薄まった社員で

バーシティ」や「ワークライフバ

取得を前提とした資格です。心理

あり、制度を運用する立場にある

ランス」や「健康経営」という社

の専門家として、主にカウンセ

社員。そんな面倒な立場に立たさ

会に流布しているトレンドは、

ラーとして活躍しています。彼は

れているのは、ある意味残念なが

「ラスボス」の存在を一挙に飛び

臨床心理士とともにキャリアコン

越え、ただでさえ個人差が激しい

サルタントの国家資格も取得して

これからの物語は、あなたとと

「他者への共感力」を高度に要求

おり、私はそれぞれの資格の視点

もに考え、行動するための物語で

して、広大な範囲で他者の立場に

の差に興味を惹かれて取材をしま

す。

立てと、社員に、なかんずく制度

した。

ら、あなたなのです。

サラ・コナーの苦悩

と共感を作り出すことが期待され

彼は「臨床心理士のスキルでは

ているあなたに、強いているとも

相談者の“いま”の気分をみて問

いえます。

題を認識しようとします。これは

よりよい就業環境を実現するた

医療や心理にかかわる多くの職種

他人が泣いているのを見ると、

めには近道はないように感じま

に共通した文化だと思います。

ついもらい泣きしてしまうことが

す。あなたがまず、自分自身の

キャリアコンサルティングは“仕

あります。ところがそのような情

「ラスボス」の影響力からできる

事”という独特の視点で人間をみ
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ます。その人のいままでの経験、

れません。

いう利点はありますが、よりよい

長いスパンでの心や意欲の変化と

いずれにしても、１人の人間が

就業環境を作るためのモデル化に

いった、人生の流れという視点で

たどる１つの長い物語として仕事

はなかなか結びつかないと感じま

人をみようとします。実はそのよ

をとらえることはあたり前のこと

す。もしあなたが、
「いま、ここ」

うな視点はキャリアコンサルティ

で、
「いま、ここ」に現れている

が問題だと漠然と感じていたとし

ングにしかない珍しいものです」

業務内容や人間関係だけをみて、

たら、その視点を個人の「リニア

と話したのです。

仕事を理解することは難しいと考

な物語」へと変えてみることで、

えてきました。

他者への共感の新しい回路が生ま

この言葉はキャリアコンサル
ティングへの称揚ではなく、彼か

しかし、臨床心理士の方の話

れるはずです。

ら臨床心理士への問題提起から生

は、1990年代末からの「キャリ

それでは「リニアな物語」とは

まれたもので、彼の率直な感想で

アデベロップメントプラン」や

何なのか。それを実感するため

した。また、
「いま、ここ」に対

「キャリアパス」といった思想や

に、１つの世界をご紹介したいと

する固執は、実際にはキャリアコ

制度から近年の「ストレスチェッ

思います。この世界は、実は人事

ンサルタントが陥りやすい誘惑で

ク」
「働き方改革」に至る「キャ

の方々にはきわめてなじみの深い

もあります。

リア」に関する一連の動きのなか

世界です。ここで私たちはいよい

彼の指摘は私にとって興味深い

で、
「キャリア」という言葉につ

よ「最初のポイズンピル」を目撃

ものでした。私は長年、企業の新

い て、個 人 の「リ ニ ア（１本 の

することになります。

卒採用のお手伝いをしてきました

線）な物語」としてみる文化さえ

が、学生に会社の仕事を紹介する

も実は多くの企業のなかでは育っ

自分を理解すること、他者を理

ためには、
「どんな価値を重要に

ていなかったのではないか、とい

解することは、簡単なことではあ

考える仕事なのか」を紹介するこ

う想いを私に抱かせました。

りません。多くの場合、そうする

とが必要だと考えて、多くの人々

たしかに「いま、ここ」という

必要自体が存在しないからです。

の話を聞きました。そのなかで、

座標は評価や教育や現状把握をす

よりよい就業環境づくりにかかわ

会社ごとに典型的な仕事の「節

るうえで大切な視点です。しか

ることは、そのようなほかでは体

目」があり、利益構造という強固

し、
「いま、ここ」だけしか視界

験できない経験と向き合うことで

な価値観に支配されながらも、経

に入れなければ、多様な個性を

もあります。次回は「高齢者再雇

験を重ねながら、その会社らしく

もった他者への共感は一断面にと

用」の現場での、人々の想いの物

成長していくものだと感じていま

どまってしまいます。共感が少な

語をともに旅します。

した。また同時に、意外にも個人

くても個人の問題に向き合えると

個人はそのような自らの節目や成
長に気がついていないことが多い
ことも感じました。会社に入って
しまえば他業界の人間と仕事や価
値観を比較できるチャンスはな
く、ましてや社内でさえ隣の課の
仕事内容もよくわからないことが
多いなかでは、当然のことかもし

（やしろ・たかし）

キャリアコンサルティング協議会について
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。
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