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連 載

　よりよい就業環境への変革を実
現するためには何が必要なのか。

「私たちはいずれ特異点に遭遇す
る」という組織への問いかけと

「他者の痛みの重要性を常に考え
てみよう」という私たち一人ひと
りの個人への問いかけという２つ
のメッセージをとおして、変革に
向き合うための前提を探ってきま
した。
　今回は、変革を実現するために
欠かせないことでありながら、と
ても難しいこと、「自分自身を知
る」方法について問いかけます。

ここはどこ？　
わたしはだれ？

　家族や友人、同僚など、親しい
人間関係であっても、時に対立が
生じることはあります。他者と対
立するとき、人はどんな状態に陥
るでしょうか。私は自分自身の経
験から１つの仮説をもつようにな
りました。
　人は対立する相手に対して論理
や行動の一貫性を求めます。「あ
のときあなたはこういった」「あ
のときこうした」というような、
相手の言動の一貫した構造を指摘
する主張です。ところが一方で、

自分自身については「ずっとこう
感じていた」「こう思っていた」
という感情の一貫性を主張しま
す。エスカレートすれば、相手に
は感情の存在を認めず、自分の立
場に都合のいい言動のみを選択的
に指摘する不寛容な行為となるこ
ともあります。このような行動様
式は問題を解決に導くことを阻害
するものであることは一目瞭然の
はずですが、人間の脳は往々にし
て「自分の正しさ」の誘惑に負け
てしまいます。もちろんこれは双
方に目立ったコミュニケーション
障害のない状況での仮説です。
　だれしも多かれ少なかれ、この
ようなことを他者に対して行って

自分は自分のことを知っているとだれもが思っている
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行きたい場所に
たどり着くことができないから
私たちは旅を続けたいと願う
歌いたい唄を
歌うことができないから
私たちは歌いたいと願う
話したい人と
話すことができないから
見つめたい風を
見つめることができないから
感じたい声を
感じることができないから
私たちはこうして
願いのなかに生きることができる

やりかたがわからん4s t o r y
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が得」「与えられた仕事でお金を
もらうことが仕事」「しょせん選
ばれたところに行くだけ」という
先人たちの潜在的思考に強く影響
され、先入観を頼りに就職活動に
のぞむことになります。
　一方で組織にとっては、志望動
機が薄い学生を採用することは危
険だとみなされることが一般的で
すので、就職活動を積極的に行う
学生にとって、「就活」は志望動
機形成ゲームとなります。
　そんなゲームのなかでも、「自
己分析」と並んで、「他己分析」
と呼ばれる手法で自分の志望その
ものを変えていく学生も存在しま
す。これは周囲の友人たちに自分
への評価を表現してもらう手法で
す。ここで彼らは自分と他者との
壁を、自分の新しい一面の発見と
いう形で受け入れることになりま
す。「自分は人見知りだと思って
いたのに、意思を通す性格だとい
われた」「独断専行してしまいが
ちだと思っていたのに調整型だと
いわれた」など、他者の目から自
分をみることで志望動機のストー
リーを変え、志望業界や志望職種
自体を変えていきます。
　この手法はおおむね学生の満足
度が高いため、現在では会社説明
会などでグループワークを行う際
の最後に、参加者間で行われるこ
とが多くなっています。
　もちろん、「他己分析」は特効
薬などではありません。「就活」
期に学生が経験するさまざまな出

識がないので、面接で志望動機を
アピールするための論理と方法が
必要になるわけです。
　自己分析をまじめにこなすタイ
プの学生たちは「自分はもともと
こういう志向をもっていて、学生
時代の体験からこんな気持ちに
なった、だから御社のこの事業に
惹かれた」というストーリーを組
み立てます。

ワタシって、 
こういうヒトだから

　急造した「やりたいこと」にこ
だわって採用数の少ない業界のみ
を志望し、さらに先入観に支配さ
れて志望動機を客観的に表現でき
ないことによって「いくら受けて
も落とされる」という状況に陥る
ことがあります。
　余談ですが、学生の知識不足は
彼らの怠慢が原因ではありませ
ん。問題は旧来の社会を生きてき
た大人たちにあります。大人たち
自身が日常生活のなかで、社会の
成立ちや企業の利益構造、他人の
業務についてほとんど関心も知識
ももつ必要がないまま生きている
ことが原因であり、当然ながら若
者にそのような複雑で常に変化し
ているメカニズムを伝えることな
ど困難です。これはどこかに「悪
者」がいるわけではなく、１つの

「悲しい現実」なのです。
　結果的に、多くの若者が仕事を
成長のチャンスだとは認識でき
ず、「やりたいことをやったほう

しまうものであり、他者から同様
な対応を受けることもあるでしょ
う。これは非合理なことではあり
ません。自分には自分が認知する
世界しか存在せず、他者のなかに
入ることなどできません。自分と
他者には越え難い壁が存在します。
　このように多くの場合、人間の
脳は自分の世界の一貫性を強く意
識することで自らを守ろうとしま
すが、問題解決のためには他者と
の関係性のなかにこそ自分が存在
するという思考回路を取ったほう
が合理的であることも事実です。
　自分と他者の壁が如実に現れる
場面は対立に関してだけではあり
ません。
　だれもが、自分はこういう性格
の人間だ、というイメージをもっ
ているはずです。そのイメージは
往々にして強固なもので、周囲の
人々も自分のことをそう認識して
いるはずだと考えてしまいます。
ところが実際にはこのような「自
己イメージ」は他者からみたとき
の印象とはかなり異なっているこ
とがあります。
　就職活動をしている大学生に対
して、企業への志望動機を形成す
るために「自己分析」が1990年
代から一般化しています。元来ア
メリカで大学進学を控えた高校生
に対して意思決定を助けるために
行われる手法を、日本の大学生向
けにアレンジしたものだといわれ
ています。もともと学生は企業の
実態や仕組み、仕事についての知
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“自分の問題は何か”を相談する
必要があります」
　「相談をサポートする役割を人
工知能に担わせています」
　「相談によって問題が解決に向
かっていると思えなければ意味が
ないわけですから、“だれに”相
談することが最適なのかが重要に
なります。組織をみていると相談
されやすい人と相談されにくい人
がいることに気がつきます」
　「相談はチームで問題を解決す
るために欠かせない行動です。課
題がわかっていてだれに対して相
談したらいいかをわかっていて
も、“どうやって”表現するかに
は個性があります」
　ここで映像は終わり、周囲はま
た静寂に戻りました。
　突然、「あなた」の頭に、彼女
は人間ではなく人工知能なのでは
ないか、という考えが浮かびます。
　彼女は隣で「あなた」に向かっ
てやさしくささやきます。
　「人は互いに支え合うことがで
きます。支え合うために生きてい
ます」

「ラスボス」「裏ボス」 
「シェアとケア」

　人にとって仕事とは何でしょう
か。「あなたの仕事は」と問われ
れば多くの人は「会社員」「公務
員」と答えるか、医師や教師と
いった資格、または「自営業」

「自由業」などと個人情報に記入
する内容を答えるでしょう。それ

方のステージの方向を見つめる
と、大きなステージの上に縦型に
設置されている高さ10メートル
ほどの何枚ものスクリーンに、巨
大な彼女の姿が映し出されました。
　「映像のチェックに私の動画を
使っているんだそうです。ちょっ
と恥ずかしいですね」と彼女はさ
さやきました。
　映し出された彼女は話している
印象よりずっと意志が強そうに見
える、と「あなた」は感じます。
　スクリーンには彼女の上半身だ
けが正面から映っていましたが、
映像には映っていない周囲の人々
からの質問に答えています。
　そのなかの１人が彼女に向かっ
てこう言いました。
　「何をどう相談すればいいのか
わからないときが多いです」
　スクリーン上の彼女はにこやか
に笑ってこう言いました。
　「どんなときにそう思いますか」
　すると映像は早送りされたの
か、彼女の質問への答えではな
く、彼女自身が話しているシーン
へと飛びました。その後も彼女の
話の部分が切れ切れに映し出され
ます。
　「相談することはとても複雑な
ことです。“何を”“だれに”“ど
うやって”という３つの要素がそ
ろわなければ相談できません」
　「相談は問題解決のために行う
ことですので、もともと問題が何
なのかを自分で把握する必要があ
ります。それがわからない場合は

会いの１つにすぎません。
　自己イメージが肯定的に破壊さ
れることは、時に大きな喜びの瞬
間になります。それは古来「悟
り」「カタルシス」といわれるよ
うな、自己変革の瞬間ともいえる
でしょう。たとえ否定的に破壊さ
れたとしても、中小企業の経営者
が社員への感謝を獲得したよう
に、大きな学びの機会となる可能
性があります。
　このような事例から感じられる
ことは、自分の社会的な特徴や行
動の傾向を自覚することは難しい
ことだ、ということです。外から
の視点があって初めて周囲への適
応の必要性に気づくことができる
と考えたほうがよさそうです。
　自分について、自分自身が誤解
をしているとしたら、自分が属す
る組織についても誤解していない
でしょうか。なぜこんな問いかけ
をするのかといえば、自己イメー
ジに縛られることで問題の解決が
遅れる可能性があるからです。

何を知れば、
自分とは何かを
知ることができるのか

　まるで巨大な体育館のようなコ
ンサートホールのアリーナで、

「あなた」の隣で優しく話してい
た女性はゆっくりと立ち上がり、
スマホを取り出してだれかと何か
を話しているようでした。
　話を終えて彼女がまっすぐに前
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いう視点からさまざまなチャレン
ジが生まれるはずです。
　社会や学生に対しても、自分た
ちが何者であるかを的確に表現す
る基準になるはずです。多くの若
者にとって「成長できず」「成長
を考える余裕もなく」「成長が何
かがわからない」企業に就職する
ことは、これからの社会では、避
けなければならない選択だといえ
るでしょう。
　私たちがよりよい就業環境づく
りへと進むためには、さらに、こ
の３つのインデックスによって組
織を理解した後に向き合う世界に
ついて語る必要があります。
　それは私たちの長い旅の終着
点。キャリアコンサルティングが
私たちにとって役に立つものであ
るかどうかを判断するための、組
織の成立ち、経営とマネージメン
トと OJT、人の成長の「正体」
に迫る場所にたどり着くことにな
ります。

　「自分自身を知ることは難し
い」という第３のメッセージか
ら、組織を知るための３つのイン
デックスへ、そしてマネージメン
トの正体とは。さらに相談につい
ての人工知能のサポートとは。

（やしろ・たかし）

を理解しなければならない」とい
う難問を企業に突きつけています。
　この命題に応えるために、私た
ちはすでに多くのエピソードとと
もに表層の奥に隠れている、情報
が流れない就業環境の実相を旅し
てきました。
　脳内に寄生してなかなか姿を現
さない組織の利益構造「ラスボ
ス」。局所最適を生み出してしま
う社外へのつながり「裏ボス」。
プライベートの進撃と均質性の崩
壊によって破綻を来す「シェアと
ケア」。
　あなたの「ラスボス」の実態。
たとえば、自分の会社は法律やギ
ルドに守られていて、人の成長が
関係しない利益構造をもっている。
　あなたと「裏ボス」との関係。
たとえば、受注先や親会社から振
り回されて、人の成長を考える余
裕はない。
　あなたの「シェアとケア」の現
実。たとえば、だれがどうやって
ケアしていいのかわからない状態
で、そもそも人の成長とは何を指
すのかがわからない。
　この３つのインデックスこそ
が、組織を知る鍵になるという仮
説に立ってみたらどうでしょう
か。このインデックスを変化させ
るためにはどうしたらいいか、と

以上は煩雑な解説が必要で、大概
は説明しても相手は興味を失うだ
けだからです。
　多くの人にとって仕事とは自分
が携わっている日常のルーティン
業務を指します。同じ場所で働い
ていてもシェアリングされる業務
は異なるので、他者の業務を理解
しなくても全体の企業活動が推進
されることがあたり前のこととな
ります。
　1990年代から企業のなかで急
速にIT適応が始まり、コンピュー
タを利用した従来業務の効率化、
省力化が広く進められました。こ
の過程で起こった混乱について、
私は情報システムを開発する側、
つまり企業の外側、から多くのエ
ピソードを聞くことができまし
た。混乱の原因の多くは、会社の
なかで仕組みづくりを担当する部
署が現場の実態を十分に理解して
いないことや、部署間で情報を出
し合う回路がないことから生じて
いました。それらの理由で、現場
では旧来の業務プロセスに対して
IT 化した際の負担感が増し、効
率が落ち、その結果新しい仕組み
が利用されないという現象が起こ
りました。IT 適応が、自分たち
の業務のことを当事者は理解して
いるわけではないことを明らかに
したのです。
　個人の成長を利益に結びつけ
る、という「成長適応」ともいえ
る組織の体質改善が、かつての
IT 適応と同じように、「自分自身
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