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連 載

　ストーリー１から３にかけて、
私たちを取り囲む状況を感じるた
めのいくつかのキーワードを提示
してきました。その過程で、組織
の利益構造と就業環境の改善との
関係について深く考えてきまし
た。そこで私たちは、数々の「施
策」や「取組み」にもかかわら
ず、組織の現場での行動の変革が
実現しにくいことに気づき始めて
います。この困難な状況のなかで
私たちはどう生きればいいので
しょうか。ストーリーファイナル
では、キーワードだけではなくい
くつかの「深く考えるためのメッ
セージ」を中心にキャリアコンサ
ルティングの意味と役割を考えて

いきます。

それでも、「特異点」は
やってくる

　就業環境の改善が利益につなが

る組織では、今後急速に人と組織

の関係が変化していきます。ただ

し、その変化は組織のなかで自然

に発生するものではありません。

変化はだれかが意図的に起こすも

のです。前例はありませんし、ま

だモデルらしきものも存在しませ

ん。何が正解かもわかりません。

その意味で、これは「実験」と

いってもいいでしょう。

　実験とは、仮説を立てて、それ

を証明する行為です。組織のなか

での人の行為に関する仮説は無数

に存在するでしょうし、その証明

方法も多様です。価値を生み出す

ことで利益を上げるビジネスで

は、このような実験はマーケティ

ングや技術の領域でごく日常的に

行われている業務でもあります。

　しかし、多くの組織では、いま

までみてきたように、人の行為に

関する実験は「行ってはいけない

こと」です。少なくとも利益構造

＝「ラスボス」を無視するような

行為は迷惑行為でしかありません。

　就業環境の改善に関する最初の

メッセージは「私たちはいずれ特

異点に遭遇する」という仮説です。
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悲しみを知った君に
星座はやさしくささやく
声をあげられない子どもたち
孤立する母親や老いたる者
大切なものを失った人々
そして、それらの人々を
自覚もなく
虐げてしまう人々の群れ
その誰もが
病み疲れた
弱き者なのだ
人間に強者などは
一人として
存在しない
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いくらいに高く、暗黒に見えま

す。すぐ近くの一角には海に浮か

ぶ島のように機械が積まれ、多く

の人がうつむいて作業をしている

ように見えます。

　暗闇のなかからだれかがまっす

ぐに「あなた」に向かって歩いて

きます。10歳ほどの子どものよ

うでもあり、若い女性のようでも

あります。彼女はやさしい笑みを

浮かべながら、聡明そうな目で

「あなた」の顔をのぞき込むよう

に見つめて近づいてきます。「あ

なた」は見失った母親をみつけた

ときのような幼いころの安堵感に

似た感覚に浸って笑い返します。

　「今夜には１万8,000人の人た

ちがこのホールを埋め尽くしま

す。このアリーナは人の海になる

し、２階席もいっぱい。搬入もほ

ぼ終わって、これから通しリハで

す」

　彼女はチケットの転売に関する

対策や開場の手順、マニュピレー

ターの不具合、火薬や照明のトラ

ブル、搬出の連絡不徹底、スタッ

フの遅刻からバックヤードのケー

タリングの評価についてまで、

「あなた」に楽しそうに語ります。

　こんなコンサートを実現するた

めには強大な指導力が必要なので

はないか、と「あなた」は考えま

す。これから数カ月も続くツアー

を考えると、気の遠くなるような

プロジェクトに思えてきます。

　「人間って不思議ですよね。だ

れかが頭のなかで考えたことを多

りよいものへと再生するために、

粛々と仮説と証明方法を用意しな

ければなりません。

　かつて社会主義による計画経済

は20世紀の人類の壮大な実験と

いわれました。しかし、これから

日本社会のなかで世界に先がけて

行われる実験は、一定の方法論へ

のマッチングではなく、人と組織

に関してのあらゆるオプション

（選択肢）が提示される百家争鳴

となるはずです。前例もモデルも

研究も正解もない、現場でゼロか

ら１を作らなければならないクリ

エイティブな行為です。

　その多様な提示を行う当事者こ

そ、ほかならぬ私たちです。

　では、私たちの最大の問題は何

でしょうか。

　それは「やりかたがわからな

い」ということです。

　しかし、「やりかた」を論じる

前に、もう１つ大きな問いがあり

ます。それはそもそも就業環境の

改善という行為について、それを

なすにあたっての適性があるのだ

ろうか、あるとすれば何なのか、

という問いです。

「あなた」はどこに 
閉じ込められているのか

　「あなた」は薄暗くて、広い空

間に１人座っています。何もない

黒い床は四方に広がり、不規則な

轟音や人の機械的な声、楽器音の

断片が断続的に響き渡っていま

す。天井はあるかどうかわからな

　特異点というとき、現在では人

工知能が人間の能力を超える「シ

ンギュラリティ＝技術的特異点」

という言葉が有名ですが、ここで

いう特異点は理学用語から連想し

た「利益構造が適用できなくな

る」という状態を意味します。

　人口爆発期の文化が終焉して、

社会も利益構造も劇的に変化せざ

るを得ないとしたら、いずれ「ラ

スボス」による文化が適用不能な

状態、結果的に組織の体質が変わ

り、人の行動が変わる時点＝組織

にとっての「特異点」が訪れます。

　経営から「うちのキャリアはど

うなってるの？」と眉をひそめら

れ、周囲からは「言い出しっぺは

損をする」と笑われ、現場からは

「それって私がケアするんです

か」と突き上げられる立場だった

としても、それは世をしのぶ仮の

姿です。

　そのような状態では、特異点は

まだまだ訪れていないと考えるほ

うが妥当でしょう。次々に新しく

起こっている事象を「働き方」の

問題として旧来の利益構造にマッ

チングさせようと、大きな努力を

重ねているように見えます。

　それはまるで、特異点に向かっ

てばく進する列車のなかで、後ろ

の車両に向かって懸命に走ってい

るようにも思えます。私たちは、

そんな列車のなかで、いずれ訪れ

る瞬間、自分と周囲の人々の脳に

寄生している利益構造が破壊され

る瞬間に立ち会い、利益構造をよ
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悲しい現実

　1966年に初代のウルトラマン

がテレビ放映されたとき、子ども

だけではなく大人たちもその美し

さと、怪獣を倒していく強さに魅

了されました。

　ところが少しすると、子どもた

ちはゴジラやウルトラＱ以上にウ

ルトラマンが戦う怪獣の魅力に取

りつかれ始めました。なぜなら、

怪獣たちが強い個性と得体の知れ

ぬ陰影とをもっていたからです。

それは当時のシナリオライターた

ちの社会への想いでもあったよう

です。

　交通事故の犠牲になった子ども

の化身、自らの住む惑星を破壊し

てしまったさまよえる宇宙人、子

どもの夢が現実になってしまった

怪獣、いじめられるわが子を守る

母の化身、ただ重いだけの怪獣、

ただ自分の居場所に帰ることを願

う怪獣、宇宙から異形になって

帰ってきた宇宙飛行士などなど、

ウルトラマンが対峙した怪獣たち

は「悪」ではなく、皆「悲しい現

実」でした。

　初代ウルトラマンを体験した多

くの人々は、忘れてさえいなけれ

ば、「悲しい現実」と向かい合い、

人類のために倒し続けるという究

極の選択をせざるを得なかったウ

ルトラマンの悲しみと苦悩を、い

までも心のなかに刻んでいるはず

少ないことを知っていたからです。

　彼女は笑って同意してくれまし

た。２人は、響き渡る重低音とス

テージ上のダンス、大きなホール

を照らすエフェクトライトのなか

で子どものように笑い合いました。

　周りが突然静かになり、偶然ピ

ンスポットが彼女に当たりまし

た。彼女は頭を「あなた」に向け

てゆっくりと話しました。

　「ここには学ぶべき多くのこと

があります。私も最初は人々がそ

れぞれどんな役割を担っていて、

なぜ全体が成功に向かって動いて

いるのか、よくわかりませんでし

た。ここに集まっている人々やこ

こに来る人々、周辺にいる多くの

人々は、互いに複雑に連絡を取り

合っています。そこにネットワー

クがあることは理解できました

が、連絡がプロジェクトの成否を

決めているわけではないように感

じます」

　彼女の声はかつて研修室にこだ

ました声でした、彼女の目は会議

室で「あなた」に話しかけた若い

社員の目でした。「あなた」は彼

女といることが楽しく、彼女の話

を聞くことで成長でき、彼女から

大切にされていると感じていまし

た。

　柔らかな光に照らされて彼女は

立ち上がり、「あなた」に秘密を

こっそり教えるようにささやきま

す。

　「人間は相談というやり取りで

つながっているんです」

くの人々が集まって現実にしてし

まうんです。その代り、決して考

えていないことも平然と行ってし

まう。私はそのカオスの仕組みが

まだわかりません」

　ここには偉大な指導者やレジェ

ンドを背負った社長はいない。ス

テージに登るアーティストでさ

え、このプロジェクトでは１つの

役割を背負ったメンバーだといえ

る、と彼女はいいます。ここに集

まっている人々や、これからここ

にやって来る人々、また決してこ

こには来ることのない人々がそれ

ぞれの方法でこのプロジェクトに

「息を吹きかけている」と彼女は

笑います。

　ここに強力な指導者がいないの

であれば、ものごとはどのように

進むのだろうか、と「あなた」は

いぶかしく感じます。

　「あなたは昔からそんなふうに

大きく目を見開いて周りを見つめ

ていましたね。一生懸命何かを聞

き取ろうとしていた。きっとどこ

かにある何かに息を吹きかけてい

たのね。それにあなたが不思議に

感じたときの口元の表情も変わら

ない」

　彼女は「あなた」の横に腰を下

ろして、リハーサルの様子を見つ

めています。「あなた」は聞こえ

てくる音楽が素晴らしいと感じ、

彼女にもそのことを控えめに伝え

てみます。なぜ控えめかといえ

ば、自分が好きなものを他人も好

きなことは確率的にいって極端に
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　「私たちはいずれ特異点に遭遇

する」という最初のメッセージに

続く第２のメッセージは「他者の

痛みの重要性を常に考えてみよ

う」といういささか情緒的な問い

かけです。これは今後の第３、第

４のメッセージにつながる大きな

流れの１つの断面でもあります。

　社会のなかで就業環境について

のあらゆる実験がおこなわれると

き、私たちもまた、それぞれの想

いをもって現実へと立ち向かって

いくことになります。組織の多様

性を維持するために「他者の痛み

を感じる」という要素の必要性と

重要性は、就業環境改善の推進者

たる私たちが常に自分自身に問い

かけ続けるべき問題です。

　さらに、次なるメッセージへの

問いかけ、「あなたは自分のこと

がわかりますか」に進みます。

　コンサート会場で出会った友人
が誘う「相談というやり取り」と
は何か。特異点以降の組織のマ
ネージメントを規定する第３の
メッセージとは。「ラスボス」「裏
ボス」「シェア・ケア」が織りな
す立方体があなたの会社を理解す
るカギになる？

（やしろ・たかし）

いことなど、これらの傾向も組織

のなかで十分尊重されるべき個性

であり、キャリア形成のなかで考

慮されるべき重要な傾向となるは

ずです。

　特異点の後に就業環境の改善を

考える場合は情報が組織のなかで

流れることが重要になります。そ

のためには多様性を重視する必要

があります。多様性を重視するた

めには、組織のどこかに他者の痛

みを感じる能力が必要になってし

まいます。他者を尊重しない傾向

がある人に支援の手を差し伸べな

ければ多様性は確保できないから

です。

　一方で、私は以前、職場で対人

関係に悩んでいたある人から「他

人が喜んでいたり悲しんだりして

いても何も感じない」という述懐

を受けて驚いたことがあります。

私が驚いた原因はその人が、いわ

ゆるコミュニケーション能力が低

くない人で、日ごろは周囲の人た

ちに問題なく接していたからで

す。ましてやその人の職業は他者

と濃密に接する対人支援だったの

です。私はその体験から「他者の

痛みを自分の痛みとして感じる」

ことが、どの程度重要なことなの

かを知りたいと考えるようになり

ました。

です。

　組織が特異点を迎えるときに備

えて仮説を立てる立場になる私た

ちもまた、半世紀以上のときを超

えてウルトラマンと同じ苦悩と闘

わなければなりません。

　もちろん、ウルトラマンのよう

に人類を守るために「悲しい現

実」を破壊する必要はありませ

ん。現実にある「悲しい現実」は

スペシウム光線で破壊することな

どできないし、そもそも破壊とい

う不寛容な姿勢では「悲しい現

実」を認識することすらできなく

なってしまいます。

　そもそも、「悲しい現実」と向

き合うことはだれにでもできる簡

単なことでしょうか。

　こうしたら就業環境の改善を組

織の利益に結びつけることができ

るという、人と組織の関係に関す

る仮説をもつには、周囲の人々が

抱えているつらさや痛みや無関心

を心に強く感じる必要があるはず

です。そのような適性をもってい

ないと、目の前にある現実を、乗

り越えるべき「悲しい現実」だと

認識することができないからです。

他者の痛みは重要か

　自分と他者を異なる者として認

識することが多様性だとすると、

多様性のなかでは広い範囲での価

値観が尊重されるべきでしょう。

他人に対して無関心であること、

他人に対して共感が難しいこと、

他者の痛みを感じることができな
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