
人事実務  2017 年 11 月号 ︱ 5150 ︱ 人事実務  2017 年 11 月号

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

連 載

文　採用コンサルタント 矢代貴史　協力　キャリアコンサルティング協議会　

s t o r y

　利益構造の急激な変化によっ
て、従来の企業文化は変革を阻害
する「ラスボス」となってしまい
ました。私たちの思考と行動をコ
ントロールしている「ラスボス」
の正体を知り、「ラスボス」を変
革のエンジンに変えるためのポイ
ズンピル (毒薬 )を用意して、社
員自身に、自らの文化を変えよう
とするレセプター(受容体 )を開
いてもらうことが必要です。
　レセプターを開くためのポイズ
ンピルは退職だけではありませ
ん。それらの多様なポイズンピル
に話を移す前に、今回は少し異
なった視点を紹介します。退職は
ポイズンピルとは別の、もう１つ

の強力な扉を開いてしまいます。
それは「ラスボス」と密接に関係
し、キャリア形成に大きな関連を
もっている「プライベート」とい
うブラックホールです。

それでも、人生は続く

　50歳 の「閉 じ 込 め ら れ た

人々」の様子はどうなったのか、

再び部屋に戻ってみましょう。

　退職するまでの残された時間の

こと、周囲の人々すべての時間は

限られたものであることについて

考えていたあなたは、「それでは、

70歳までの自分の人生がどうな

るのかを考えてみましょう。どん

な人生を送りますか？」という声

で我に返ります。

　周りの人々は「何をしたいか」

という個人の希望を気軽な調子で

話し始めました。「仕事を辞めた

らバイクで旅がしたい」といった

身近な夢。「60歳で何か起業して

みたい」と風呂敷を広げる人。な

かには「みんないろいろと考えて

いるようですね、私は本当に何も

考えていない」と呆然としている

人もいます。社会経験が長いわり

には、平凡な考えが多いことにあ

なたは少し安心するかもしれませ

ん。

　突然、「あらかじめ出されてい

Vol.8
プライベートは職場へと進撃する

2言い出しっぺは損をする

いま、こうやって
傍に温もりを感じながら、
懐かしい思い出に満ちた
街のざわめきに耳を傾けていると、
いつかまた、ここにたどり着くのだと
そんな満ち足りた気持ちになります。

なぜ、こんなにも近いところに
私たちが居合わせたのか、
それはついに明かされることのない
謎なのだろうけれど、

けれど最後には
「ありがとう」といいたい。
あなたにも。
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プライベートって、何？

　人にとってプライベートとはそ

もそも何でしょうか。他者との関

係を絶対的無関係としてとらえる

考え方もあるでしょう。死ぬとき

は１人、という言葉のとおり、い

かなる者も他者に介入することは

不可能だという感覚です。

　絶対性の原則の先には、自我は

他者によってのみ形成される、と

いう相対性の原則に私たちはたど

り着きます。

　高校生のころ、授業で担任の若

い未婚の男性の先生が大学時代の

恋愛経験について話し出したこと

がありました。それは年に一度ほ

ど男女の生徒が分かれて行う授業

でした。1970年代初頭、性教育

といえば「生殖の仕組み」派と

「性行為」派に分かれて、きわめ

てまじめに、罵り合っているよう

な時代でした。

　多分そのとき、その先生は自身

の体験から、男女の恋愛感情が自

分や相手や周囲を傷つけていく過

程からこそ、他者を思いやる心を

成長させていけるのだ、といいた

かったのだと思います。

　ある生徒が手をあげて、先生は

恋人と関係したのか、という意味

の質問をしました。高校生ですか

ら当然といえば当然です。すると

先生はこんなことをいいました。

　だれが好きだとか、ときにはだ

れと付き合っているとかについて

仲間うちで話すことは決して悪い

い、私はパートナーがいない。さ

らに親の介護や自分自身の健康に

ついても話が出ました。皆、まる

でたき火を囲んで自分自身に語り

かけるように、探り探り話します。

　退職を想定して漠然と自分の希

望する生活を考えたときには、周

りのだれもが「自分は自分であり

たい」「自分らしく生きたい」と

望むことにあなたは気がつきま

す。もはや会社もなくなるのであ

れば、たとえどこかで働くとして

も、これは当然の願望だと感じま

す。ところが、お金や家族といっ

た具体的な生活の話題になると、

「自分だけの問題ではない」と突

然思考が止まってしまうように思

えます。

　「自分や周囲の人々の限られた

時間を大切にして仕事をしたい」

と考えていたあなたは、「残され

た人生を自分らしく生きたい」と

考え、次の瞬間「自分は自分では

ない」という現実に突き当たりま

す。

　若いころからいつもそうだっ

た、とあなたは感じます。「自分

は自分でありたい」という甘美な

焦燥と「どうしても、それは許さ

れない」という緩やかな苦いあき

らめとのはざまで、仕事や大切な

人々とともに生きてきたのだと、

あなたは考えます。そして、自分

たちがこれから何かに向き合わな

ければならないことに、周囲の

50歳の人々も、徐々に気づき始

めている、と感じます。

た課題に沿って、話してみてくだ

さい」と声が響きます。

　あなたはすっかり忘れていたの

ですが、「あらかじめ出されてい

た課題」とは、参加者に配付され

た表を完成させておくというもの

でした。それは50歳から70歳ま

での予定表で、自分の希望や自分

と家族に起こると予測される事柄

を年ごとに記入して、さらに60

歳の退職から70歳までの現金や

資産の状況を書き込むというもの

でした。

　表を完成させている人は周りに

はほとんどいませんでした。「お

金のことは自分だけではわからな

い」「家族と話す時間がなかっ

た」「まだ先の話だし、いきなり

家族とは話しづらい」と、自分の

希望を話していたときとはうって

かわって、一同はかなり静かに

なってしまいました。

　「ようするに、老後のお金のこ

とを自分たちで考えろということ

だよね」とだれかがささやきま

す。「お金の話だったら、日ごろ

話をしない家族とも話をするきっ

かけになるかもしれない」とだれ

かが自嘲気味に答えます。

　皆を勇気づけるように声が響き

ます。

　「表の記入内容についてなんで

も感じたことを話してください」

　だれともなく家族の話をし始め

ます。最初は子どもの話。子ども

が最近大学を卒業した、うちはま

だ小学生低学年。子どもはいな
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プライベートは 
「ラスボス」の影である

　長い間、プライベートは仕事の

反対語として語られてきました。

滅私奉公、モーレツ社員から新人

類、ゆとりに至るまで、オンとオ

フは峻厳に区別され、個人の事情

を仕事に持ち込むことは厳しく避

けられてきました。

　社員の頭のなかにある「自分の

プライベート」とは一体何だった

のでしょうか。「ラスボス」はプ

ライベートをあたかも社員個人の

サンクチュアリ ( 聖域 ) のように

会社とは無関係なものとして扱

い、相互不可侵を装いながら、実

際には自分に不必要な要素を排除

するためのツールとして機能させ

てきたともいえます。

　会社はプライベートに盛んに介

入しました。異動や転勤で間接的

にプライベート環境にコミット

し、社員を依存させるシステムを

つくると同時に、結果的に異質な

因子を排除しました。均質な文化

と単純な市場拡大を前提とした利

益構造であれば、それはむしろ効

率的であり、社員からも社会から

も歓迎される行為でした。だから

こそ働く女性は男女の役割分担と

いう従来の均質性からの逸脱とし

て仕事の価値に負のバイアスがか

けられ、社員の健康や家族の問題

が業務を阻害するようであれば、

退職は当然の結果でした。

　会社において社員のプライベー

す。

　「子どもはいずれ大人になりま

すから、大人同士の関係を作らな

ければいけないと思います」だれ

かがそんなことをつぶやきました。

　たしかに子どもはいつまでも幼

いわけではありません。同じよう

に、親も昔の親とは違うでしょ

う。パートナーとの関係も変わっ

ていくのかもしれません。一番変

わってほしくないはずのものが、

いつの間にか変わっていくのであ

れば、それを否定しても何も生ま

れないのかもしれない、とあなた

は考えます。

　親や子どもと、大人同士の関係

を結ぶことは簡単なことだろう

か。相互の寛容さや相手とのマッ

チングという、大人同士ではあた

り前の距離感を、家族のなかで作

り出すことなどできるのだろう

か。あなたも周囲の人々も、自分

が何か大切なものを遠くに置き忘

れてきたような、胸がうずくよう

な感覚にとらわれているようです。

　「もう出口はみつかりましたか。

70歳までの人生はみえてきまし

たか」と声が響きます。

　ずっと大切なものだったはずな

のであれば、いまもこれからも大

切なもののはずだ、とあなたは考

えてみます。

　あなたは、自分が自分ではない

ことこそが、むしろ自分が生きて

いることの本当の意味だったので

はないか、と感じ始めます。

ことではない。でももし、そんな

話でだれかが傷つくことがあった

としたら、それはいったものの責

任になる。プライベートなことを

人に話すべきではないことがある

ことも知ってほしい。

　私はこのとき、プライベートと

は個人の趣味嗜好や隠しておきた

い秘密のことではなく、他者に対

する社会的な責任のことなのだと

感じました。

　プライベートとは城壁によって

隔てられている自分の世界のこと

ではなく、思いやりや慈しみに立

脚した、他者とのかかわりである

という、相対性の原則を、頭の片

隅においておくべきだと思います。

　この絶対性と相対性というプラ

イベートの原則を胸の奥にもちな

がら、いよいよ会社とプライベー

トとの関係をみてみたいと思いま

す。

　いま「ラスボス」は社員のプラ

イベートと、「働き方」という熾

烈な闘争を繰り広げているからで

す。

アップデートは
お済みですか？

　閉じ込められた部屋の中で、あ

なたは自分と家族との関係につい

て考えてみます。そもそも自分は

家族のことを理解しているのだろ

うかといぶかしみます。手元の表

のなかでいろいろな顔が浮かんで

は消えていくような錯覚に陥りま
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　社員のプライベートはもともと

「ラスボス」の都合によって規定

されたものだったと考えれば、急

速に勃興している「プライベート

＝個人の社会的責任」の会社への

進撃は「ラスボス」にとって対応

が困難なウィークポイントである

ことが理解できます。導入された

はずの多くのパッケージが組織や

ビジネスの現場で不協和音を生み

出し、往々にして困難な運用を強

いられているのはそのためです。

　いまや私たちは「高齢者再雇

用」「出 産」「育 児」「病 気」「介

護」を 皮 切 り に し て「健 康」

「心」「人間関係」「生き方」とい

う社員のプライベートを社内に取

り入れることを、イノベーション

の実現に繋げ、新しい価値の創造

につなげなければならない立場に

立たされています。

　次々と噴出する問題に、私たち
は翻弄されます。従来排除できた
ものを取り込まなければならず、
問題の所在や解決法も分かりませ
ん。
　次回は「プライベートの進撃」の
裏にある「仕事の変化」と、「シェ
ア」と「ケア」の重要性に進みます。

（やしろ・たかし）

ベートという「社員が個人として

負っている社会的な責任」「社員

の奥にある何か」と向き合わざる

をえなくなっています。

　これは壮大な社会的実験ともい

えるでしょう。

　高齢者再雇用のセカンドキャリ

ア研修で「70歳までの人生」を

考えさせることは、元来は退職後

の人生を主体的に想起させること

で、再雇用に伴う組織の負担を軽

減するためのワクチン効果を狙っ

たものです。

　しかし図らずも、「ラスボス」

を喪失するという事実がレセプ

ターを開かせることになり、局所

最適やシニシズムを脱して、自分

だけではなく社員全体のキャリア

形成に関心を払うという行動変容

を起こす可能性があります。

　ところが一方で、「70歳までの

人生」が、決して自分だけの問題

として完結するものではないとい

う事実を気づかせることにもなり

ます。自分一人では決して完結し

ない、貧困、孤立、疾病、障害、

介護という多くの不安要因とどう

向き合うのか。社員は、これまで

「ラスボス」に依存していたプラ

イベート環境と、いきなり向き合

わなければなりません。

トとは、ひょっとしたら、「ラス

ボス」によって「排除すべきも

の」としてつくりあげられた幻影

だったのかもしれません。

　ところがいま、事態は逆転しよ

うとしています。それまでプライ

ベートという名のもとに異質な因

子を排除できた「ラスボス」は、

この30年間で「出産」「育児」と

いう排除要素を、はじめはゆっく

りと、現在では急速に、いわば

パッケージ化して内部に取り入れ

ざるをえなくなりました。

　休職、時短から評価、配属、さ

らに意識改革、生活サポートに至

る均質性を破壊する総合的なパッ

ケージです。さらにつづいて「長

時間労働の回避」「高齢者再雇

用」「健康」を、そして遠からず

「介護」という巨大なパッケージ

を続々と受け入れざるを得なく

なっています。

　この変化は「ラスボス」のプラ

イベートに対する支配の強化では

なく、「ラスボス」の崩壊の兆し

だと類推されます。なぜなら、少

なくとも拡大を続けるパッケージ

は、「ラスボス」にとって重要で

あるというより、社員個人にとっ

てプライベート環境の重大な曲が

り角として、親子やパートナーと

の関係を強制的に変化させる瞬間

として重要なものだからです。

　個人の事情が仕事に介入し、急

激に会社の内部に進撃を始めてい

ます。会社は、従来排除してきた

がゆえに得体の知れないプライ

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


