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　高齢者再雇用に備えて、多くの
企業が「55歳研修」「50歳研
修」を開始し、さらに「40歳研
修」へと広がりをみせています。
前回では寓話に託して、50歳の
人々が自分自身の「残された時
間」について考え、周囲の人々の
「限られた時間」に思い至る様子
を紹介しました。再雇用という劇
薬に対するワクチン効果をねらっ
ていた研修が、ベテラン社員たち
が自らの心のなかにある会社への
依存心と向き合うチャンスとなる
ことを意味しています。
　今回は、セカンドキャリアとい
うポイズンピルを通じて、社員の
キャリア形成を実現する戦術につ

いて考えます。

なぜ言いたいことは
伝わらないのか

　人に動いてもらうことに難しさ

を感じたことがある人は多いで

しょう。簡単な指示であっても、

それを正確に実行してもらうよう

に伝えることは決して容易なこと

ではありません。

　若手社員への取材の際に、新入

社員のころにどんなことに困惑し

たか、という質問をすることがよ

くあります。就職をめざす学生に

とって、その会社で新人時代にど

のように成長できるのかを端的に

知ることができる情報だからで

す。とくにシステム開発系の仕事

では決まっていくつかの困惑があ

げられます。

　代表的なものは「何がわからな

いのかということ自体がわからな

い」という状態ですが、「質問し

ても、人によって答えが違う」と

いう状況に陥ってしまうことも多

いようです。新人たちは先輩や上

司たちがそれぞれ別の前提で話し

ていることに気がつきません。多

くの場合、前提の違いや上位概念

の存在に気がつくまで混乱は続き

ます。先輩や上司も同じような道

をたどってきたはずなのに、意外

に新人の立場に立てていないこと
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が推測される事例です。

　私は取材でこの話題が出るたび

に、ある経験を思い出します。

　かつて、自動車の運転免許を取

得することは、多かれ少なかれ不

愉快な目に遭うことを意味してい

ました。教習所で出会った教習生

たちが口々に不平を述べることも

無理はないと感じました。

　あるとき、数人の教習生が例に

よって教習所の悪口を話している

場面に出くわしました。

　教官から「道の真ん中を走れ」

と言われたのだが、他の教官のと

きには「道の真ん中を走るな」と

言われる。どうしろというつもり

なのか。

　この話を覚えているのは、私自

身もまったく同じ経験をしたから

です。何度か同じ経験をするうち

に、センターラインがある場合は

レーンの中央を走り、センターラ

インがない道では対向車を意識し

てやや左寄りに走れ、という意味

であると自分なりに結論づけまし

た。教習生は当然ながら運転経験

がないので、免許をもっている人

間にしてみれば自明のことが理解

できません。本来、ほんの短い指

示で解決できることが、伝えられ

る側の状況より伝える側の認識を

優先してしまって混乱を生んでい

た例だといえます。

　多くの人は「教官に状況を指摘

すれば即座に改善する」と感じる

でしょう。しかし、私が教習所に

通っていたはるか以前から何十年

もの間、本当にこのことにだれも

気がつかず、だれ１人として指摘

してこなかったのでしょうか。

　おそらく現在は、このようなこ

とはないでしょう。なぜ変わった

のかといえば、教官が状況を指摘

されたからではなく、教習所の経

営環境が変化したからです。

勉強しない子どもたち

　教習所の例は、教官と教習生の

問題ではなく、教習所の経営者と

教官との問題だといっていいで

しょう。当時の経営者と教官の脳

を支配していた恐ろしい「ラスボ

ス」にとって、自動車教習所は

サービス業ではなく、規制と市場

拡大に守られた不動産業でした。

教習生はわいて出てくるお金以上

の意味はありませんでした。

　一方で、経営側と教官が自らを

変えることは困難だったとして

も、経営側がマニュアルを少し変

化させれば、教官に伝わるべき指

示は伝わったはずだという考え方

もあるでしょう。内容さえ教官の

実情に合ったものであれば、利益

構造の変化や行動変容がなくても

変革は起こり得る、という考えで

す。他者に指示が伝わらない「笛

吹けど踊らず」という状況を考え

たとき、そこにはどんな問題が存

在しているのでしょうか。本当に

情報の内容の問題なのでしょうか。

　たとえば、小中学生の成績を上

げるというミッションを考えてみ

ましょう。

　私は大学と大学院の時代に数年

間学習塾で講師のアルバイトを経

験しました。ちょうど団塊ジュニ

アが中学生のころで、親たちが少

年ジャンプを買うために毎週タバ

コ屋の前に並んでいた時代です。

　私が働いていた塾は進学塾では

なく地域密着型の補習塾でした。

600人近くの小中学生たちにとっ

て、塾は学校が終わった後の社交

場のようなものでした。

　私はそこで子どもたちの興味深

い現実の一端を体験することがで

きました。

　中学に入学した当初には楽しげ

に塾に通ってきていた生徒たちで

すが、中学１年生の夏休みが終

わって２学期が始まると、途端に

学習への意欲が低下します。低下

というより集中力がゼロになって

しまう生徒も多数出現します。

20人ほどのクラスで教師と生徒

のコミュニケーションがうまくい

かなくなります。講師として働い

た最初の年には、いったいいつま

でこんな状態が続くのかと目の前

が真っ暗になりました。自分の力

に自信をなくして先輩の専任講師

の人々に聞くと「１年の辛抱だ

よ」と言ってくれました。たしか

に同時期の３年生の授業の際には

授業に集中している生徒が多く、

集中できない生徒に対してもコ

ミュニケーションは円滑に取れて

いました。私は、これは学年ごと

の個性なのではないかと感じてい

たのです。



人事実務  2017 年 10 月号 ︱ 5352 ︱ 人事実務  2017 年 10 月号

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

言い出しっぺは損をする
2s t o r y

自然にわき上がってくるかといえ

ば、甚だ疑問です。

　ではなぜ、前回の寓話のなかの

「あなた」は周囲の人々の時間ま

でもが大切なものだと考えるに

至ったのでしょうか。

　教習所の教官の仕事がサービス

業に変化したことは、経営が危機

に直面して、利益構造を変えざる

を得なくなり、社員が自らの脳の

なかに徐々に会社の経営情報に関

するレセプターをもち始めた結果

ではないか。中学生たちが勉強し

始めたことも、高校進学への不安

が頭のなかに内申点増加へのレセ

プターを作り出した結果ではない

か。それが正しいのであれば、教

習所の教官や中学生の行動を変え

るためには、行動変容の指示を出

す前に、まずレセプターを出現さ

せなければならないことになりま

す。

　人間の脳は周囲から入ってくる

視覚や聴覚の刺激から必要なもの

を選択して意識を作る、という考

え方が一般化しています。そうし

ないと膨大な刺激に埋もれて周囲

の状況を統合的に理解することが

できなくなってしまうからです。

自分は明確な意味をもった情報を

発信しているつもりでも、受け手

の脳にとっては刺激の塊にすぎま

せん。受け手が刺激から意味を作

り出し、発信する側の意図に沿っ

た理解を再構築するためには、受

け手のなかにレセプターが存在し

なければなりません。脳内に実際

（受容体）が開いたのだと表現し

たことを覚えています。

レセプターが開かなければ
情報は伝わらない

　自分自身がいつか会社から離れ

ることを考えるとき、人は何を思

うのでしょうか。

　悠々自適の生活への期待。一方

で若干の不安や寄る辺なさを感じ

ることもあるでしょう。仕事のこ

となど一刻も早く忘れ去りたいと

思うかもしれません。

　セカンドキャリアの研修を受け

る人々の多くは、それまで自らと

会社の関係の終焉について真剣に

考えることはなかったでしょう。

ベテラン社員として現場でマネジ

メントの手腕を発揮している人も

多いはずです。だからこそ自分と

会社との関係を「残された時間」

という基準で考えなければならな

いことに一抹の寂しさを抱く人も

多いようです。

　しかし、好むと好まざるとにか

かわらず、自分にとって「残され

た時間」が存在することは十分に

合理的なことで、受け入れること

のできる事実です。

　「閉じ込められた人々」が自ら

の限られた時間を大切に思うこと

は自然なことでしょう。しかし、

部下やその他の社員といった周囲

の人々の時間までをも、自分と同

じように限られた大切なものなの

だという聖人君子のような認識が

　変化が現れたのは、まさに１年

後、集中力を喪失していた１年生

たちが中学２年生になり、夏休み

が明けたときでした。一部の生徒

が授業に集中し始め、しだいに周

囲の生徒も落ち着いてきます。こ

うなると教える側の手数も増え

て、集中できない生徒のケアに力

を割くこともできます。

　当時、まだ「中２病」という言

葉はありませんでしたが、思春期

の変化は中学２年生から、という

自分自身の経験を基にした先入観

があったせいで、予想より半年も

早く訪れた生徒たちの変化に戸

惑った１年間でした。

　生徒たちの変化の原因が何だっ

たかは明確にはわかりません。公

立の高校に進学することが彼らに

とっての目標になりますが、意欲

低下の１年間に個人対応でいくら

目標共有を試みても、勉強すれば

成績は上がると訴えかけても、ま

さに「のれんに腕押し」でした。

しかし、進学への不安感が徐々に

彼らの行動を変容させたことは間

違いないでしょう。

　学習意欲が発達段階とリンクす

るようなエピソードですが、もち

ろんこの傾向とは異なった個性も

あります。あくまでも当時の体験

から私のなかに生まれた全体的な

印象にすぎません。

　私は当時流行していたノルアド

レナリンやドーパミンといった脳

内伝達物質の研究になぞらえて、

生徒たちの脳のなかでレセプター
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を促し、マネジメント力を主体的

に向上させるポイズンピルとなり

ます。

　そして同時に、セカンドキャリ

アは「残された時間」とは異なっ

た、もう１つの深淵につながる扉

を開きます。それは社員の人生か

ら会社が消えた後に残る巨大な深

淵。「ラスボス」が「プライベー

ト」と名付けて徹底的に矮小化

し、排除してきた、社員の家族の

物語です。この点を避けて通るこ

とはできません。もはや会社は社

員の「プライベート」を受け入れ

なければならない時代が近づきつ

つあるからです。

　社員にレセプターを出現させる
セカンドキャリアは、よりよい就
業環境を実現するための大きな
チャンスになります。一方で、セ
カンドキャリアは社員にとって困
難なもう１つの扉を開きます。次
回は再び「閉じ込められた人々」
の運命をたどりながら「会社が社
員のプライベートといかに向き合
うのか」について考えます。

（やしろ・たかし）

ターが出現して、次にそのレセプ

ターに受容されて具体的な行動を

起こすためのメッセージが集中的

に投入されることが必要です。

　レセプターが開いたとしても、

生徒たちの学習意欲や社員の仕事

に対する意欲が向上していくため

には、彼らに「役に立つ」情報を

注ぎ込む必要があります。レセプ

ターがあれば彼らはあなたの発信

する情報に耳を傾けるようになり

ますが、その情報が彼らの心を動

かすかどうかは別問題です。

　「残された時間を周囲の人々の

キャリア形成に費やすべきだ、と

会社は願っている」というメッ

セージを発信して、具体的な手法

と評価、選択肢を開示すれば、彼

らは「ラスボス」と徐々に距離を

おき始め、意欲的に「最後の仕

事」に邁進するはずです。社員に

メッセージを発信しても馬耳東風

になるのは、社員の資質に問題が

あるのではなく、レセプターが存

在していないからです。

　かくして、セカンドキャリアは

ベテラン社員のなかにレセプター

を出現させ、彼らのキャリア自立

にそのような実体があるかどうか

は別として、相手に動いてもらう

ための戦術的手法として、レセプ

ターという考え方には意味がある

はずです。

「退職」というレセプター

　会社で仕事をすれば確実に寄生

されてしまう「ラスボス」を変質

させるためには、それに匹敵する

ほどの強力なレセプターを脳内に

出現させることが必要です。「退

職」はまさにうってつけのレセプ

ターとなります。退職に伴って

「ラスボス」は意味を失います。

退職をリアルに想定するだけで会

社の存在は相対化されてしまい、

「自分のことは自分で考えなけれ

ばならない」という意識が発生し

ます。この意識こそがレセプター

となります。

　レセプターができた中学生たち

は、塾の講師と自分の将来につい

て話したがります。それは将来へ

の希望というより、現在の不安や

劣等感です。家族と話すことに抵

抗を感じることでも、だれかに理

解してほしいと欲するようになる

からです。この状態こそ、彼らに

メッセージを発信して、彼らの主

体性や学ぶ意欲を作り出す絶好の

チャンスです。

　同様に退職を意識することに

よってレセプターが出現すれば、

それは、会社全体を「ラスボス」

の支配から抜け出させる大きな

チャンスになります。まずレセプ

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


