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連 載

　キャリアコンサルティングを活
用する前提として、「よりよい就
業環境とは何か」という問いに向
き合うために、１年にわたる思索
の歩みを続けてきました。私たち
の脳を強力に支配している利益構
造という「ラスボス」。その支配
から脱するための「レセプター」
を作り出す「ポイズンピル」。プ
ライベートの進撃、均質性から多
様性への転換の意味と苦しみ。逆
さまのピラミッド、組織の外にま
で広がるプロジェクトの鎖、局所
最適を生み出してしまう「裏ボ
ス」。そしてビジネス現場で悲鳴
をあげる「シェアとケア」。
　私たちが何と向き合っているの

かが、しだいにみえてきているは
ずです。

人への感謝を奪う、
経営という生活習慣病

　2017年 の 秋、突 然 の よ う に

「働き方株」が経済紙をにぎわせ

ました。「働き方」を就業環境の

側面からとらえて、改善に取り組

んでいる企業が業績を上げている

という話題でした。一方で、AI

の活用が「働き方」に関するソ

リューションとなり、利益を得て

いる IT 企業があるとも伝えられ

ました。かつて「健康経営」につ

いて言及されたことと類似の、あ

りふれた投資情報です。

　よりよい就業環境を作ることは

本当に企業の利益につながるので

しょうか。ここでもう一度、企業

の利益と就業環境について考えて

みたいと思います。

　数年前、従業員20人ほどの小

さなソフトウエアハウスの経営者

の話を聞いたことがあります。彼

は大手企業から独立して会社を作

り、ソフトウエア開発現場へ自社

のプログラマーを派遣する事業を

広げていきました。

　金策と営業に走り、派遣先を巡

回して社員を督励し、採用に駆回

りと大変な努力をして、ようやく

事業を軌道に乗せます。少し落ち

マネージメント。その、かくも長き不在
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それって、私がケアするんですか?3s t o r y
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幾千もの時を超えて
人は人に想いをつなぐ

私が見てきたものを
あなたに伝えることはできないけれど
あなたが見るであろうものを
私は見ることができる

あなたが抱くであろう胸の痛みを
私もまた、心に宿しているのだと
誇りを持って感じることができる

私はあなたに
すべてを託すことができる
私が託されているように
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が大きく影響しています。

　彼の会社の業態はプログラマー

の派遣を主力とするソフトウエア

ハウスでした。人が戦力になり、

社員の力が利益になると考えても

不自然ではない業態です。もし彼

の会社の仕事が、法と行政に由来

して依存する仕事だったり、利益

共同体の一部にすぎなかったり、

資産が利益を生む仕事であれば、

感受性があったとしても、経営者

の存在が利益を生み出していると

いう感覚から脱することはなかっ

たでしょう。

　そのような業態では外部との業

務のつながりは希薄で、人間が生

み出す新しい価値が問題になるこ

とは少ないばかりか、個人の個性

や成長が業務のばらつきや組織内

の軋轢を生み、重大な問題を引き

起こしかねないからです。

　当然そのような組織では、社員

の個性や成長が重要だと主張する

ことは面倒な結果を生みます。就

業環境の改善は、福利厚生には

なっても、組織の利益にはつなが

らない、という認識になります。

　対外的な美辞麗句とは別に、実

は人が重要ではないという不都合

な真実に支配されている組織の就

業環境を変えていくためには、利

益構造や均質性を認識することだ

けでは足りません。さらに深い領

域にある何かを変えなければなら

ないはずです。いったいそれは何

でしょうか。

　ここまでは企業の経営者にしば

しば見受けられる、深くて感動的

な処世論です。

　ここでもう少しこのエピソード

を深く考えてみましょう。深く考

える、ということは表面に現れて

いる情報の奥に隠れている構造に

ついて推測する、ということを意

味しています。

人は利益を生まない、 
という不都合な真実　

　経営危機を体験した経営者のだ

れもが、周囲への感謝という行動

変容を起こすわけではありませ

ん。自らの姿を受け入れ、自分の

傲慢さに気づく感受性という「レ

セプター」があったからこそ、彼

は新しい道を歩むことができたと

いえます。しかし、感受性だけが

問題なのでしょうか。

　彼が行動変容を起こした契機

は、業務のつながりをもつ外部か

ら、利益構造についての端的な指

摘を受けたからだと考えられます。

　「自分は上に立つことが運命づ

けられた選ばれた人間であり、自

らが属している利益集団やコネ、

経営者としての権利と備わった

リーダーシップこそが利益を生み

出していて、社員は期待に応える

べき人員だ」という認識から、

「自分の存在は１つの役割にすぎ

ず、社員の個性とメンバーシップ

こそが利益を生み出している」と

いう認識へと転換したわけです。

この変容には彼の会社の利益構造

着いて、事業拡大に向けた次の一

手を打ったところで、信頼してい

た幹部社員たちが仕事をもって離

脱し、会社は突然経営危機に陥り

ます。彼が涙ながらに語ったの

は、その裏切りについてではあり

ませんでした。

　彼は派遣先の企業でこういわれ

たそうです「派遣してもらってい

る◯◯君に辞められたら困るか

ら、会社をつぶさないでくれ。で

きるだけの援助はする」

　それまで、自分が会社を作って

きたと思い込んでいた、と彼は語

ります。起業するような才覚と能

力と運を自分がもっていたからこ

そ事業を続けることができ、半人

前の社員を叱咤してなんとか動か

してきた、と思い込んでいた。と

ころが、自分よりはるかに低くみ

ていた社員たちに救われることに

なったとき、人生観が変わった、

と彼は話します。

　周囲の人間に対する感謝がな

かったから、周囲に無関心だっ

た。いつの間にか大切なものに気

がつかない人間になり、そのこと

が離反の原因にもなった。

　考え方を変えた彼は、その後、

事業を立て直し、離反した社員

も、希望者は再入社してもらい活

躍してもらっているそうです。彼

が常に心がけていることは「どう

したら社員にわかってもらえるよ

うに説明できるか、社員の気持ち

を聞き出すことができるか」とい

うことです。
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自分を含めたすべての社員、社外

の人たちにまで及ぶメンバーシッ

プの形成なのです。

　メンバーシップを形成する道を

探るために、リーダーたちが閉じ

込められた会議室に戻ってみま

しょう。

「シェア」と「ケア」に 
必要なもの

　会議室には、多くのメンバーた

ちの仕事の情報が１つの巨大な

ネットワークとして部屋いっぱい

に表示されています。それにはい

くつかの色分けがしてありまし

た。若い社員が話し出します。

　「この図表には仕事に関する３

つの質問項目に答えてもらった結

果を色で反映させています。項目

は“楽しい”“成長できる”“大切

にされている”です」

　３つの指標ごとに肯定から否定

までが段階的に色分けされて表示

されています。「あなた」は表示

されているその分布に一定の偏り

を感じました。

　若い社員は、この３つの指標の

相互の関係をどう考えるか、と

リーダーたちに問いかけました。

　はじめは何も答えなかったリー

ダーたちの１人が、自分のチーム

の状況の悪さに驚いている、と話

しました。また他のリーダーが、

「大切にされていない」という意

識が「成長できていない」ことの

大きな要因ではないかと思う、と

発言したことをきっかけに、各

いる人々は「経営はちゃんと考え

ているはずだ」と寄る辺ない不安

をつぶやきます。

　リーダーシップとは、人を動か

す魔法の力のことではなく、マ

ネージメントの不在を隠蔽するた

めの、単なる集団無責任にすぎな

いと考えたほうが、リーダーシッ

プによって問題が解決していない

現実をよく説明できるでしょう。

だれにも責任感が必要ないのです

から、最大多数が平和に暮らせ

る、とても楽な集団です。この幸

福な錯覚を支える社会構造はこれ

からも長く続いてくれるのでしょ

うか。こう考えてみたらどうで

しょうか。

　現在では、組織の継続可能性と

利益とは既得権益ではなく、社員

の成長からしか生まれない時代に

突入しつつある。

　組織はすでに逆さまのピラミッ

ドになっていて、そのなかで必要

とされているものはリーダーシッ

プではなく、全員のメンバーシッ

プだ、と。

　この仮定を、リーダーシップと

メンバーシップという単なる言葉

の言換えではなく、意味のあるも

のにするためには、組織のなかで

メンバーシップなるものを作り出

すための具体的な方策を示す必要

があります。

　過酷な体験によって人生観が変

わった企業の経営者が、日々向き

合っているはずの課題は、自らの

リーダーシップの発揮ではなく、

さよなら、
「白馬の王子さま」

　ダイバーシティやワークライフ

バランスなどの言葉を経営課題と

して取り上げる際に、その解決は

「リーダーシップ」と「社員の意

識向上」というパッケージに鍵が

あると結論づけられる場合があり

ます。一見理解しやすい話ではあ

ります。しかし、少し深く考えて

みましょう。

　近代産業社会が始まって以来、

リーダーシップの伝説は問題を解

決してくれる魔法の杖としてもて

はやされてきました。まるで白馬

の王子さまさながらの人気です。

　頂点が美しい王子さまであれば

輝かしい無敵のピラミッド組織が

でき上がるに違いない。そんな強

固な信仰から、逆にリーダーはカ

ルト的な伝説をもった超人だとい

う都合のいい錯覚までもが生まれ

ます。これはリーダーとメンバー

との不健康な共依存関係です。

　私自身も多くの大企業で、ふだ

んは周囲に傲慢で横柄な態度を

とっているような取巻きの社員た

ちが、経営者を前にして、現人神

か教祖かアイドルを見るように喜

悦に目を輝かせるのを目の当たり

にして、気味の悪い違和感を味

わったことが何度もあります。

　いまやリーダーとその取巻きは

「自分の思いが下々に伝わらな

い」と嘆き、ピラミッドのなかに
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　適切な問いかけを続ける力こそ

が必要なのだ。

　若い社員は「あなた」にささや

きます。

　「コーチングは相手が主体的に

考えて行動することが基本だそう

です。だからこんなふうに投げか

けてみました。それにベテランに

は、若い未経験者のほうが、威圧

感がなくて軋轢が少ないみたいで

すね。でも、肩書きがないと内容

が同じでも無視されることもあり

ますね。人間って、変わっていて

面白いですね」

　その声はいたずらっぽい子ども

のようでした。

　「君 は だ れ？人 間 じゃな い

の？」と「あなた」は若い社員に

尋ねます。

　「あなたと同じですよ。さあ、

次に進みましょう、いよいよファ

イナルです」

　人の成長が利益を生む。それを
信じることができるように企業を
体質改善するためには何が必要な
のか。次回からはいよいよ「ス
トーリーファイナル」に突入しま
す。

（やしろ・たかし）

その意見に関する問いかけを行っ

ていることに気がつきます。

　「たしかにそうだ」という共感

と「でも自分は」という差異認識

とによって情報を表に引き出すだ

けではなく、問いかけを繰り返す

ことによって、相手のなかにある

問題認識を、自発的に新しい発想

や行動に変えていこうとしている

のではないかと「あなた」は考え

ます。リーダーたちの課題認識

は、ミーティングが始まった時点

とは明らかに変化していました。

　会議室のドアは開いていました。

　リーダーたちは資料データを端

末に入れ、まずは自分のチームで

３つのパラメーターに関するいく

つかの問いかけをメンバーに行っ

て、チーム間で共有することにし

ました。

　「あなた」はこう感じます。

　マネージメントとは、指示を出

すことではなく、

　“楽しい”

　“成長できる”

　“大切にされている”

　という個人の心と向き合って、

それが実現するための方法を一人

ひとりに問いかけ続けることなの

ではないか。顧客にも、株主にも、

金融機関にも、社会にもその問い

かけをし続けることではないか。

リーダーたちが意見を話し始めま

した。

　「“楽しい”に目をつけたことは

面白い視点だとは思う。しかし、

この３つは一体的なものではない

か」

　「図上では少し差が出ているの

で、この差の意味が大切ではない

か」

　「３つのパラメーターがあるの

だから、それぞれに何か施策を

打ってみれば、３つの関係性をあ

ぶり出せるのではないか」

　「この図の奥には、チームワー

クという人間関係と、業務のなか

にあるテーマの面白さ、それに仕

事以外の個人的な事情というよう

な要素も隠れていると思う。さら

にこの情報が必要だ」

　「私自身、あまり楽しくないし、

大切にされているという感じも低

い。この問題を私が解決するべき

ことだとは思っていなかった」

　「メンバーの離脱が起こってい

るチームとの関連性にも興味があ

る」

　意見が出てくると、若い社員は

新しい情報を図上に表示し、それ

ぞれの考えを深めるような問いか

けを行います。

　「これはメンバー本人が求めら

れていると認識していることと上

司が求めていることとのギャップ

の大きさを図示したものです」

　「あなた」は若い社員が何も意

図を話さず、淡々と情報を示し

て、リーダーたちの意見を聞き、

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


