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「キャリアデザインが社員にも会社にも必要は本当の理由」 

～人と組織の可能性を最大化するキャリアデザイン～ 

冒頭、日本は世界一エンゲージ面が低い国であり、社員がやりがいを感じられていないという事実は、社会問題

と受け止める必要があるという問題提起から始まりました。この問題から脱却していくには、働く人たちのモチベーショ

ンをいかにして高めるかという意識からキャリアをどう充実させていくかという意識にシフトしていくことが必要です。つま

り、一人ひとりが自己主導型のキャリア意識を持ち、人事はそれを戦略的にサポートすることが求められるのです。 

それでは個々人がキャリアをデザインする上で必要なことは何なのでしょうか。それが下図の４つのステップです。 

 

どれも今我々が持っている常識とは違います。これまでの常識を手放し、新常識に移行することが変化の時代には求

められているのです。実際にキャリアを楽しく歩んでいるビジネスパーソンに話を聴くと、明確な将来の姿（＝ビジョン）は

描いておらず、持っていたのは目的に沿ったたくさんのやりたいこと。異口同音に話していたのは、やりたいことにまい進する

ことで、将来どんな自分になっているかが楽しみだ、という話。上記４つのステップを縦横無尽に行き来していたのです。 

一方で会社は何をすればよいのでしょうか。会社の人事部門は、山積する課題を抱えているのが実情で、そのうえ

個々人のキャリアをサポートする負担は相当なものです。しかし、キャリアの問題に取り組むことは、実は山積する課題の

根本にタッチすること。個々のキャリアの目的と組織の目的をつなげることは、会社のビジョンを育てることでもあり、職場が

イキイキすることでもあるのです。これからの人事部門は、キャリア開発をみんなでやる場としくみをつくり、組織目的につな

げていくことが大切になっていくのです。 
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【サマリー】 

問題提起（片岡）： 

今日ご参加の方は、セミナーに申し込まれた方々で

すので、基本的にキャリアデザインに興味がある皆さんと

思います。しかし、企業の人事部の方々とお話をすると

意外と否定されることが多いことが現状です。 

一つ目のパターンは、個人の問題でしょ、というスタン

スです。そりゃそうですけど、それを言ってはおしまいという

感じかなというふうに思っています。 

二つ目のパターンは、あまり考えさせると、離職につな

がってしまうのではないかという反応です。特に入社 3

年目とか 30代とか、少し離職率が上がる地点でキャリ

ア研修をしっかりやりましょうと話をすると、辞めることに背

中を押してしまうのではなういかと言われます。ここで浮

かぶ疑問は、キャリアについて考えて、辞めたくなるような

会社という根本的な問題をどう捉えるかということです。 

キャリアについて、しっかり考えることによってモチベーシ

ョンやエンゲージメントが高まるかもしれませんし、そこを

考えさせずにスルーさせることが多くの企業で別の課題を

生み出しているのです。それはミドル、ベテラン社員の問

題です。40代後半、50代の社員のモチベーションが

上がらない、パフォーマンスが十分でないという課題を頻

繁に耳にしますが、大事な時期にあんまり考えさせずに

スルーさせてきたからではないですか、というのが私の問

題意識です。 

また、数多くのキャリア研修させていただいています

が、受講生から以下のような質問を受けることもありま

す。 「考えても無駄じゃないですか。異動や昇格は会

社が決めるのに、自分で考えてもどうにもならないものを

考えてもしょうがなくないですか」。 残念ながら、まだま

だそんな反応もあるのが現状です。 

私たちはキャリアというテーマは、これこそ人事戦略の

最重要テーマになるべきと思っていますし、様々な人事

課題を解決する主たるアクションだと思っています。全社

員が当たり前のように自分のキャリアをきっちり描ける、

語れる、そんな会社にしていくことがとても重要だと思って

います。 

これらのお話をする前提として、日本で働く人って本

当に元気なのか、ということを考えたいと思います。 

少し古い調査が並んでしまいが、これはギャラップ社

が調査をした 2017年の熱意あふれる社員の調査とい

うものです。139 ヶ国中 132位で、熱意のある社員は

6%という悲しい現実です。 

国際比較の調査を見ると、どの調査をとっても日本は

ほぼ最下位に沈んでいきます。ヒューイット社の調査でも

世界平均のエンゲージメント 22%に対し、日本は

8%。タワーズワトソ社の調査では世界平均の半分ぐら

い。マーサ社のエンゲージメント調査では-23%というこ

とで、世界一モチベーションが低い、世界一仕事が嫌

い、そんなタイトルの本も出ている状況です。ではなぜこ

のような現状になっているのでしょうか。 

コロナ禍で働く人の感情について、ジェイフィールでも

緊急調査をしました。これ年代別に並んでいますけれど

も 20代でやりがいを強く感じている人は何と 0%です。

ある程度感じている人が 36%。つまり 6割近くの方は

やりがいは感じていない状況です。 

 

30代になると仕事が少し面白くなるのか、強く感じて

いる人が 5%ぐらいになりますが、ポジティブな意見の総

計は 36.1%あまり変わりません。40代になると残念な

がら悪化に転じ、33.3%の人しかやりがいを感じられて

ないという結果になります。50代になるとさらに 1ポイン

ト下がるという結果になります。じゃあ、誰がやりがいを感

じているかというと、実はマネジャー、人事部の係長以

上、経営層、この辺りを抽出するとやりがいはかなり高く

なります。 

人事もしくは係長以上のようなポジションに就いてい

る人はやりがいを感じられていますが、その他の人はあま

り感じられていないということです。やる気と、やりがいとい
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ったテーマは多くの組織で個人の問題とされがちです。も

しくはその企業の問題という捉え方もあります。 

しかし、これだけ国際比較をして、総じて低いというこ

とは、これは社会の問題と捉えるべきではないかと思って

います。そして社会問題を解決していくには、社会的ム

ーブメントを起こさなければいけないと思っています。 

私はモチベーションからキャリアへ企業、個人の意識

が変わってく必要があると思っています。 

私達は組織運営において基本的に外発的動機シス

テムを中核においてマネジメントしています。これはとても

当たり前で自然のことです。管理職になると給与が上が

る。つまり外発的動機システムで仕事や組織を回してい

ます。しかし多くの科学実験、調査を通じて、外発的動

機付けはモチベーションを下げる要因にもなることが指

摘されています。一般社員のモチベーション下がること

も、当然の帰結になります。 

私の知っている外資系のトップ企業では、企業がモチ

ベーションを上げようとするなと言っています。やることはモ

チベーションを下げるようなことは決してしないこと。そして

企業側が無理に社員のモチベーションを上げようとすれ

ば、副反応として中長期では社員のモチベーションを下

げる結果となると言っています。これは科学的に極めて

正しいマネジメントです。 

少し具体的にイメージがつかないかもしれませんが、

評価と報酬、処遇で回す外発的な人事システムではな

く、キャリア開発主導の人事システムが私は必要と考え

ています。個々人がしっかりキャリアを考え、その実現を

サポートするということを、企業の人事の中核の取り組

み、仕組みにしていくことによって、日本企業は元気にな

り、日本社会も元気になると思っています。 

 

もう 1 つ。キャリア研修を取り組む会社も増えてきて

います。ただこれがメインの取り組みという意識がないの

か、本気度の問題なのか、もしくは研修に対する意識の

持ち方の問題なのか、キャリア研修へのコミットメント不

足という問題があります。 

例えばある会社では、キャリア研修を実施し 60%の

社員のモチベーションがアップしました。また上司評価で

は 7割近くがプラスになりました。またこの会社では副次

的効果として、メンタルリスク調査で、リスクが半減したと

おっしゃっていました。これは結果も素晴らしいですが、そ

ういう目的感を明確にして取り組んでいることが素晴ら

しいと思います。 

具体的にどのようにやっていったかと言うと、社内キャリ

アカウンセラーが、受講者全員がしっかりキャリアが描け

るまで、半年、1年伴走するということを徹底しました。

取り組みはシンプルですが、全社員に徹底して伴走す

るって実際はなかなかできていませんよね。どこかで自己

責任という言葉が浮かぶのではないでしょうか。でもこれ

がメインの取り組み、仕組みとなれば違ってくるのではな

いでしょうか。この事例は、しっかり伴走すれば、こんな

成果が出るのだということを私たちに教えてくれました。 

そんな取り組みがムーブメントとして広がっていけば、

10年先の日本の働く人の姿は大きく変わっているので

はないでしょうか。 

 

本書のキーメソッドの紹介／ 

限界突破の４つのステップ（阿由葉） 

私の方からは、未来に向けての新しいキャリアデザイ

ンのメソッドとして限界突破の 4 つのステップについてお

話ししていきたいと思います。 

皆さんも何か明確なものを目指して手に入れても、

何か充実感が得られないということありませんか。1 つの

目標に向かって頑張ることで、ポジション確保に繋がって

安定につながると思っていませんか。でも実はその思考

が、変化の激しい時代では不安定な状態を作り出して

しまっているかもしれないということなのです。 
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変化の激しい時代に、転職しても異動して、苦労し

て手に入れた環境でもすぐ変わってしまうということは良く

起こりますよね。せっかく手に入れたけど、会社に大きな

変化があったとか、環境に大きな変化があったとか。 

そうなってくると「先のことまで考えたくない」、「先のこと

を考えてもムダ」という感情が起こり、考えることを諦めて

しまい、今のままでいいと自分に限界をつくってしまってい

る人が沢山います。今、常識とされている、キャリアの考

え方、方法論が、この変化の時代に適応できていない

のではないかと言うのが我々の問題意識でした。 

 

充実したキャリアを楽しんで歩んでいる人は、変化・

不確実を楽しめる、追い風にしているということが大きな

ポイントになっています。更にそういった方々にインタビュ

ーを繰り返すことで見えてきたのは、共通する 4 つのステ

ップが存在するということです。 

まず 1 つ目。キャリアの目的、パーパスを育てるという

ことです。新常識は「目的は明確に決めるではなく育て

る」ということが非常に大事です。 

なぜ今動けないかというと、多分皆様の目的、目標

はまず「はっきりしなさい」とか、「はっきりすべきだ」とか、

「夢は明確に持たなきゃいけない」、「夢に向かって突き

進め」、そんなふうに言われてきたし、周囲もそう求めて

いると思います。しかし、目的を描き切れない、夢が持

てない状態で良かったんです。まずは未熟でいいので、

小さな種となるものを作り、それを育てていくということを

念頭に置いていただきたいなと思っています。 

実際に、変化の時代でキャリアを楽しく切り開いてい

る人は、人に役に立てる存在になりたいとか、自分の言

葉で人に影響を与えられる存在になりたいとか、本当に

漠然としたイメージを持って、誰かに言われるのではなく

て自分に問いかけながら行動につなげているのです。 

2 つ目の体質改善に取り組むでは、2 つお話したいと

思っています。まず 1 つ目が成長体質です。「成長体

質」を強化して変化を楽しめる自分にするということで

す。新常識として効率的に学ぼうとしないです。 

当たり前の常識で、仕事に関連することだけとか、今

の自分の仕事を熟練させていくだけのためとかで、効率

よく努力をしようと思いますよね。そうではなくて、無駄な

ことでもいいからそこから吸収するというようなことを意識

できることが重要です。 

キャリアを楽しく切り開いている人たちは、常に自分が

初心者として新鮮に学べる異世界に飛び込むことが新

しい自分を作り出すきっかけになるという感覚を持ってい

ます。 

もう 1 つの体質改善は、「ネットワーカー体質」を強

化し、仲間の力を借りるということで、自分のキャリアを

自分だけで考えないという新常識を挙げています。 

これも皆さんびっくりされるかもしれませんが、自分のキ

ャリアは「自分で考えろ」と言われてきたし、そうだと思っ

てきていますよね。「プロティアン・キャリア」という言葉をご

存じでしょうか。変幻自在のキャリアということでダグラス・

ティム・ホール教授が掲げている理論です。この中で、

「今日のような複雑で混沌とした社会において、ビジネ

ス界で起こる事象を完全に理解することはもはや個人

の能力を超えており、社会に蓄積された知性をもってす

るしかない」という一節があります。つまり、1人の情報

量や知識だけでは、キャリアについて正しい判断をするこ

とが、もう限界を超えているのです。これからのキャリアは

徹底的に周囲の力を借りましょうということがポイントな

のです。 

次にステップ 3です。目標をたくさんつくるですけども、

この新常識としては 1 つの目標に絞って努力をしないと

いうことです。「目標の束」を作って結合することで個性

を浮かび上がらせる、ということです。 

明確な目標を立てて、それを達成するまで努力しろ

というのが今までの常識ですよね。しかし、1 つの目標に

固執すること、それは実はリスクが高いことなんじゃない

かということです。仕事以外のいろんなことに目を向ける

必要があります。例えば諦めていた夢とか、本当にやり
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たかったことを思い出してみるとか、そういった新しい目標

を作り出すことが必要になってきます。 

実際に今キャリアを楽しんでいる人たちは、いろんな

目標を立ててトライしてみると、自分がやりたいことばかり

なのですごい楽しくなってくると。楽しんでやっているから、

周囲も喜んで応援してくれる、そんな感覚を持っていま

す。 

最後のステップ 4 です。これはキャリアを楽しく実験す

るということで、決めた目標、新常識として決めた目標

は最後まで頑張ってやり遂げないということです。「成功

か、失敗か」ではなく「新しい発見」を積み重ねるというこ

とです。 

これも皆さんびっくりしたかもしれませんが、決めた目

標は最後までやりきるのが当たり前と思っていましたよ

ね。そしてできない自分を責めたりしていませんか。 

でも、新しい時代ですから誰もロールモデルがいない

時代なのです。今までの正解が正解でなくなってきます

し、自分のキャリアを作らなければいけない。そんな中で

は、うまくいったかどうかなんて誰にもわからないですよ

ね、正解がわからないですから。 

だから、正解がわからないのであれば、駄目なら後戻

りしてやめれば良いのです。それぐらいの気持ちでキャリア

を楽しく作っていきましょうということです。 

実際にキャリアを楽しんでいる人たちは、失敗がなくて

発見しかない人生と考えて動いています。自分の可能

性は無限大に広がっていくと希望を持って前に進んでい

ます。普通の人には失敗と思うことも、楽しそうに語って

くれるんです。自分はこんなことをして、こんなふうに怒ら

れましたみたいなこと、すごく楽しそうに語るのが印象的

です。まさに自分は失敗ではなく、気づきをもらっている

とか発見をしているという感覚でした。 

ま変化の時代に重要なのは、新たな常識のもとで、

キャリアデザインの常識も塗り替えていくことです。一言で

言うと、絞って明確なものに向けて努力するって考え方

から、広げて楽しむという考え方に転換することが、必要

なんです。 

 

キャリアの目的と目標の違い（阿由葉） 

目的と目標の違いは、柔軟であるというのは目的。

目標というのはある程度客観的な要素があり、定量的

で固定的だというような捉え方ができます。 

皆さん今日は、ぜひ目的の種を一緒に描いていただ

きたいなと思っています。本当にぼんやりとしたものでも

構いませんし、大きなものでなくて小さなものでも構いま

せん。身近なものでも構いませんので、一緒に描いてみ

ましょう。（よろしければ、みなさんもお考えください） 

 

企業の実践導入編（北村） 

私からは、組織の中でどう実践していくかをお話でき

ればと思っています。 

人事って本当に課題が山積していますよね。離職率

の上昇、新卒・中途採用による人員確保、働き方改

革、それに、テレワークが進む中で企業と社員の関係を

どう作っていくのかも考えないといけない。もう何から考え

てよいか分からない状態ではないでしょうか。 

でも、根幹のところって、実はキャリアというところを見

つめていくと解が見えてくるのではないかと思っています。 

個のキャリアデザインを人事がサポートしていくと何が

起こるか。私はこんなキャリアビジョンを持っていますよっ

て言うと、関連する情報をみんなが提供しあい、助け合

いが生まれてくる。そうすると一人ひとりのキャリアビジョン

が実現しやすくなるので、自分の仕事と自分のキャリアビ

ジョンのつながりが見えてきたりします。 

もう 1 つは、個のキャリアビジョンが、組織のビジョンに

もいい影響を与えていくという捉え方もできるようになって

きます。 
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一方で、自分のキャリアの目的みたいのがしっかり見

えてくると、今の会社でいいのかなという疑問が出てきて

離職する人も出てきます。でも、中長期的に見ると、会

社のビジョンに共感した人たちが集まってくるようになり、

会社を離れる人もより充実した人生に向かっていくわけ

で、袂を分かつっていうのもお互いにとってWin-Win で

あるとっていう風に考えていくべきではないでしょうか。 

では、キャリア開発を、どうやって社内に入れていったら

いいのかということを考えていきたいと思います。大事な

ポイントは、「みんなでやる」、「助けを借りる」しくみを用

意すること。同僚や上司、キャリアサポート室など、みん

なが関わるしくみ。さらには社外の人たちとの交流を促

進するようなしくみも導入して、個々のキャリアビジョンを

広げ、組織ビジョンも進化させていく仕組みをつくるという

ことです。 

そして、人事において大切なポイントがもう一つありま

す。それは、一人ひとりが変化の軌道に乗るまでしっかり

関わり続けるということです。 

 

ここでは 3 つ役割が書いてあります。人事の方々が

担うのは緑のところです。オレンジのところが先ほど出てき

た上司とかキャリアサポート室の方、青が同僚です。そし

て、流れとして 4 つ書いています。まずはキャリアを描くと

いうところからら始まり、それを育て、コミュニティ化していく

イメージですね。 
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Q&A（片岡＆阿由葉＆北村）

ℚ 上司の関わりという点で、マネジャーのサポートがマイナスに働く危険性もある気がしますが、そのあたりはどのよ

うに留意していけばいいでしょうか？ 

（片岡） そもそも今、前向きになれないのはマネジャーのせいっていうケースもあるので悩ましいですね。 

先ほどの事例も、マネジャーとは別に北村が社外コーチとして関わっていました。ただ、マネジャーがうまく

関われるようにしていくのは、中長期ではとても大事なことです。またキャリア開発主導の人事システム

では、マネジャーが評価をすることと同義かそれ以上に、マネジャーが部下のキャリア開発に取り組むこと

になることです。そういう意味では危険性を理解しつつも、やっていく必要はあるかなと思っています。 

ただ、それだけだと閉塞感が出る部署もでるので、上司だけではなくて、社外のコーチとかキャリアサポー

ト室とか、3 つぐらいの相談できる場所を持てるような仕組みを作ることが必要と思っています。 

（北村） 逆に人生まで含めてキャリアを考えてもらうので、いったん上司は絡ませない形にしているっていう会社も

ありましたね。上司だって考えたことないので、そこにメンバーの面談をしろと言ってもなかなか難しいよね

ということで、社内にコーチを養成して対応していた会社さんもありました。 

ℚ 組織の業務が個人に依存し、個人商店のような集団になっている場合、多様性を生かすようなキャリアデザイン

をどうすればうまくやっていけるでしょうか。 

（阿由葉） やっぱりここも目的が 1 つキーになるかなと思います。皆さんがそれぞれの目的を突き合わせていくと、も

しかしたら自分がやっていることは、ほかの人とは違うけど、目的はもしかしたら一緒かもしれないとか。共

通点をまず見いだして、対話をする機会を作ることが非常に重要かもしれないと思いますね。 

（北村） 個人商店になっている背景がすごく気になりますね。そもそも切り分けてしまっていることが気になるの

で、少し重なりを作るような仕事の設計も含めながら、この先どう生きたいのかを話し合っていくと、仕事

の仕方自体も変わっていくんじゃないかなというふうにも思いますね。 

 

ℚ キャリアデザインの捉え方がシフトするという観点から、今後の人事評価のあり方はどうなっていくのでしょうか。 

（北村） 人事評価のあり方は変わっていくのかなと思っています。今はそれこそ目標を設定して、そこに向けて成

果を出していくことになりがちです。ただ、その目標の作り方自体が、上から降りてくることが今は多い。キ

ャリアデザインをやっていくと、自分はどうしたいというのが必ず出てくるので、その自発的なものに目標設

定を合わせていく。それを会社とどうすり合わせていくかがすごく大事になってくるかなと思います。個人の

目標が組織ビジョンの外にある場合に、それを組織ビジョンを広げていくものとしてプラスに捉えていくこと

がすごく大事になるかなと思います 

（阿由葉） 成果を何と捉えるかというのもあると思います。やっぱり当然成果主義だと利益ってなってしまうので、数

字とお金の話になってしまいます。しかし、やっぱりそれだけじゃない成果があるよねっていう話に発展さ

せていくことが必要です。そうすると、並立できる気がするんです。お互いの目的、何をなすべきなのかと

いうことが共通して集まっている仲間だよねっていうことに進化できていくといいなと思っています。 



 

8 |  

 

（片岡） まさに今のジョブ型の人事制度の議論と合わせられるところがあると思います。ジョブに給与をつけて全

ポストが明確になっていて、キャリアを考えて自分で手を挙げて選んでいくみたいな、すごく合理的な市

場主義型にしていくっていう考えも一つかなというふうに思います。一方で日本のすり合わせ文化の良

いところも残しながら、成果とは何かを深堀って企業経営ができることが良いと思っています。今の人事

評価のあり方がひょっとしたらそのままでもよいのかも知れません。ただ、結果主義になっていたりとか、人

を見るって言いながら相対式で並べて評価しているとか、そういうところから離れて、本質的な目的に戻

ればいいものになるのではないでしょうか。 

一同 

本日はありがとうございました。 


