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キャリアコンサルティングは
「役に立つ」
のか？

星という言葉を知らなければ
あなたは星を知らなかったろうか
痛みという言葉を知らなければ
あなたは痛みを知らなかったろうか
見つめ合い
手を取り合うことの喜びを
言葉は言い表せるだろうか
そこにいるだけで
あなたは誰かのよろこびだ
愛という言葉を知らなければ
あなたは愛を知らなかったろうか
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なぜ人は沈黙するのか？
「閉じ込められた人々」として、

はとても難しいことです。

のリーダーたちが疲れた顔をして

退職に向かう周囲の社員たちの気

「あなた」は新しい部屋で、新

座っています。机の端にはその

持ちを体験した「あなた」は、だ

たな「閉じ込められた人々」とと

リーダーたちを束ねる１人のマ

れもが限られた時間を生きている

もに、その難しさを感じることに

ネージャーが立ち上がって話を始

ことを感じ、自分以外の人々こそ

なります。

めようとしています。

が自分を作ってくれていること
や、他者との関係のなかにこそ、
自らの生きる喜びがあることを感

話題はプロジェクト全体のスケ

憂うつな月曜日

じます。

ジュールに関することで、マネー
ジャーが話している間、リーダー
たちは黙って手元のスマホを見つ

どうやら、周囲の人々にどう動

毎週月曜日の朝にはプロジェク

めています。マネージャーのかた

いてもらうか、人々がもっている

トの進捗状況についての会議が開

わらでは若い女性が、時折マネー

それぞれの背景をどう活かすの

かれます。

ジャーに話のなかの言葉の意味を

か、を考えるためには、会社の利

「あなた」はいつものように、

尋ねながら、マネージャーの話の

益構造から生まれた行動様式や思

窓のない小さな会議室の居心地の

内容を必死になってノートに記録

考回路から離れて、自分自身や周

悪い椅子に腰掛けて、周囲を見回

しているようです。

囲の人々のなかに入っていくこと

しています。そこには同じプロ

「何か質問はありますか。なけ

が必要のようです。しかし、それ

ジェクトにかかわる複数のチーム

れば、各チームの進捗状況を報告
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してください。問題があれば併せ

クトで何人かベテランが脱落した

さらに他のリーダーがいままで

て話してください」

ことを聞いたと、はじめに力なく

の仕事もいったんチェックしてお

マネージャーが口を開きます。

いたほうがいいのではないかとい

マネージャーの言葉に応えて、
各リーダーが順に声をあげ、それ

するとあるリーダーは、今後も

う気がする、と言い出しました。

ぞれのチームの仕事が順調に進ん

し、そのプロジェクトで脱落者が

すると何人かはスケジュールの都

でいることを簡潔に報告します。

増えるようだと、プロジェクトは

合上、現状のメンバーで確認作業

問題については何もないようで、

相互に連携しているので、こちら

を行うことは難しいと反論します。

少しの間沈黙が訪れました。

のプロジェクトにも影響が出てき

マネージャーは背もたれに身を

マネージャーも満足したのか、

ます、とつぶやきます。すると若

預けて天井を見つめ「問題を整理

会議の終了を宣言します。何も問

い女性がそのプロジェクトの脱落

しなければいけないですね。この

題なく順調に仕事は進んでいまし

者の状況と、考えられる原因を皆

段階で問題が明らかになることは

た。こうして、先週と変わること

に報告しました。彼女は SNS を

いいことです。皆さんに感謝しま

なく、いつものように退屈な会議

利用してその場でそのプロジェク

す。やっぱり、沈黙は危険だっ

は終わります。

トにいる同僚と連絡を取って確認

た」と話しました。

たった１つ先週と違うことは、

したのです。

「あなた」は驚いています。よ

すると他のリーダーが、実は自

くない情報はこんなにも表面に出

分のチームでも先週から脱落者が

てこないものなのだということを

出口がないことで人々は混乱し

出ている、と口ごもりながら話し

初めて知ったからです。

ます。最初の騒ぎが静まると、一

ます。なんとか自分でカバーでき

若い女性は用意していたプロ

同は一斉にマネージャーのほうを

るはずなので報告の必要はないと

ジェクト全体についてのいくつか

見ました。こういうときはだれで

考えたのだが、他のプロジェクト

の資料を皆に配りました。よく見

もそうするものです。

で問題が拡大すればカバーしきれ

ると、若い女性に見えていた社員

なくなるかもしれない、とも話し

は少年のようでもありました。少

ました。

年は資料を渡しながら元気よく

その会議室には出口がなかったこ
とです。

マネージャーは遠くを見つめな
がら静かに言いました。
「また、これが始まった。何か

「あなた」はひやりとします。

が出ないと私たちはこの部屋から

「あなた」のチームでも現実に同

出られません。何かが起こってい

じことが起こっていたからです。

るはずです。どこかにヒントがあ

別のリーダーは、彼の経験か

るはずです」

ら、起こっている脱落について、

何かが出る、とはどういう意味

個人の問題というより、もともと

なのか、
「あなた」にはわかりま

の仕事のなかの特定の部分に原因

せんでした。

があるのではないかと独り言を言

皆、初めて見るように互いの顔
を見合わせました。
月曜日の沈黙は破られるのか
そういえば最近、他のプロジェ

「あなた」に言いました。
「皆さんのお役に立ちたくて」

多様性の罠
会議室ではちょっとした事件が
起こっているようです。

いました。マネージャーもその部

これからは少し「多様性」を話

分について懸念を感じていること

題にしてみたいと思います。この

を述懐します。すると若い女性が

話題は会議室での出来事にも大き

問題となっている部分の詳細な資

くかかわることでもあります。

料をスクリーンに映し出しました。

そもそも多様性は、自分の仕事
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に何か役に立ってくれるのでしょ

もつのかを、できるだけ正確に見

に、同じ大学出身の先輩を次々に

うか。

極めることです。多様性が必要な

会わせて、会うたびにその先輩か

プライベートが仕事に進撃すれ

のか否かによって、あなたがより

ら「うちの会社にはいろいろな人

ば、
「時間管理」
「出産」
「育児」

よい就業環境づくりのために取る

間がいる」と言わせ、さらに人事

「介護」
「疾病」
「障害」
「異文化」

べき戦術は大きく変わるからです。

担当者が「先輩と会ってみると実

をパッケージとして職場は受け入

その見極めは、多様性の対義語

にいろいろな人がいることに驚い

が均質性だと考えたときに、ある

ただろう」と、繰り返し、繰り返

程度イメージできるかもしれませ

し、何度も話します。元来、その

ん。

会社は高い均質性が要求される利

れなければなりません。
そのようなパッケージの運用は
複雑になり、会社にとって大きな
コストとなってしまうと考える人

会社には均質性は必ず存在する

益構造と業務をもっていて、社員

もいるでしょう。人の事情を認め

もので、
「経営者の強いリーダー

に対する一般的なイメージも「金

ることは自分の事情を認めてもら

シップ」や「社員一人ひとりの意

太郎飴」だったために、それを逆

えるということだとポジティブに

識向上」によって均質性と多様性

手に取った戦術でした。実際、内

感じる人もいるでしょうし、反対

とを適切に両立させるべきだと考

定した学生に会ってみると、入社

に不公平や対立の種になると考え

える人もいるようです。しかし、

の決め手は「予想と違っていろい

る人もいるでしょう。もともと問

単純に考えて、均質性を重要視し

ろな先輩がいたので、自分にも居

題は物理的な人手不足なのだと考

ながら多様性を受け入れることは

場所があるだろうと思いました」

えている人もいると思います。

困難です。均質性を重視する組織

と皆が証言したことには、正直驚

また、多様性はこれからの社会

では、なるべく均質になるように

きました。

には必要不可欠なものだという人

多様性をばらばらに分解して、十

個人差というあたり前の蓋然的

もいます。多様な経験、感じ方、

分に無毒化してから「受け入れた

ともいえる多様性と、就業環境の

考え方がないとクリエイティブな

ことにする」以外に手段はありま

なかで利益の源泉となる多様性と

ビジネスやイノベーションが実現

せん。なぜなら均質性と多様性を

は、当然ながらまったく別個のも

できないという意見は、たしかに

両立させようとしても、多様性を

のです。その意味のずれを活用し

チャーミングな思想です。さら

排除するからこそ均質になれると

た「多様性の罠」ともいえるよう

に、一見依存心が強い人や、意欲

いうパラドックスが存在するから

なマインドコントロールでした。

が低いようにみえる多様な人たち

です。

私が驚いたのは、学生がコント

でも、適材適所によって必ず力を
発揮してくれるはずだという人も

「いろいろな人間がいる」
多様性という価値観が、仕事を

います。
世間的には「多様性など必要な

進めるうえで実際には重要視され

い」とはなかなかいいづらい雰囲

ないことを、私は長い期間にわ

気となっています。

たって経験してきました。

ロールされたからではなく、社員
自らも自己暗示のように、いつの
間にか「多様性の罠」に陥ってい
るようにみえたからでした。
「悪いのは私たちじゃない」

しかし重要なことは、あなたの

1990年代のはじめに、ある大

さらに採用時だけではなく、入

会社で多様性が必要とされている

企業で人事担当者が「頂点大学の

社後に多くの社員が均質性の原則

かどうか、あなたの会社の利益構

学生を採用する方法」を教えてく

の下、精神的にも物理的にも排除

造にとって多様性が本当に意味を

れました。ターゲットとなる学生

されていく現場を見てきました。
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とくに拡大社会の真っただ中で

変化に伴って形を変えている現在

質性の文化にとって、多様性は利

は、会社が異質なものを排除する

においてもなお、このような均質

益構造に寄与しない価値観です。

ことは当然でした。問題が起これ

性を重視する組織文化は多くの業

そんな価値観に対しては「重要

ば会社を辞めてもらえばいい。そ

界で根強く生き残っています。こ

視しているふり」をしているだけ

れでも会社は成長を続け、なんら

の強力な「ラスボス」は既得権益

で十分で、本気で向き合う必然性

困ることなどなかったからです。

や参入規制に守られた強固な利益

はありません。

これはあくまで昔話ですが、

構造に由来しています。多くは階

もし、あなた自身の会社がこの

1980年代のある日、私は某大手

層的職制の下で、
「仕事」そのも

ような文化をもっていることに気

企業の社屋の中庭に大きなネット

のを「示された目標を実現するオ

がついてしまったら、あなたはど

が張られている光景を見て、人事

ペレーション作業」へと洗練させ

うすればいいのでしょうか。

担当者に、このネットは鳥避けか

ています。役割分担と自己完結と

多様性が仕事には必要だ、とい

何かですか、と尋ねたことがあり

で、指示が暴走しないかぎりは、

う「意識の高い優等生」は、この

ました。するとその人は「自殺防

皆が依存し合って、上を見ていれ

世の中のいったいどこに存在する

止ネットです」と答えてくれまし

ばいいだけの、とても居心地のい

のでしょうか。そして、彼らはど

た。
「自殺するくらいなら会社を

い環境でもあります。一人ひとり

うして多様性が必要だと心から感

辞めればいいと思うんですけど

の個別性の伸長ではなく、全体的

じることができるのでしょうか。

ね」と彼は続けました。この言葉

なスキルの向上と意識の向上とが

そ れ を 知 る こ と が、
「多 様 性 の

は、決して苦しんでいる社員に対

「人材育成」になります。この場

罠」から脱するための１つの道な

する思いやりのない言葉ではあり

合の意識の向上とは、均質性の向

ませんでした。なぜなら、その人

上を意味します。

のではないでしょうか。

事担当者自身も自殺をする社員の

自殺や過労死が社会問題とな

均質性を叫ぶ「ラスボス」の支

気持ちが痛いほどよくわかってい

り、
「ブラック踏み絵」による企

配から、社員のレセプターを開い

たからです。この会社の場合、社

業批判がかまびすしくなっている

て脱出させるとしても、そもそも

員の自殺は過重労働が原因ではな

現在でも、均質性に支配されてい

多様性を望まない職場の文化に向

く、
「競争に敗れる」というクラ

る人々はつい「一部の社員の事情

き合うためにはどうすればいいの

イシスによって起こるものでし

で組織全体を判断しないでほし

でしょうか。さらに市場の変化で

た。その人事担当者自身も競争に

い」という感慨に陥ってしまうも

「ラスボス」が弱まっている組織

敗れていたのです。

のです。それほど均質性を重視す

のなかに現れる「裏ボス」の正体

その後その会社は特定のキャリ

る文化は、変化を嫌い、問題を覆

とは。

アへの評価が偏重してしまう文化

い隠し、多様性を否定します。均

（やしろ・たかし）

を是正して、複線的なキャリアパ
スを作る努力を重ねているようで
すが、それでも、最近の市場環境

キャリアコンサルティング協議会について

の激変に直面するまで、なかなか

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

文化を変革する機会はなかったよ
うです。
多くの会社の利益構造が市場の

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。
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