
「不機嫌な職場」の割合は？

―ベストセラーになった『不機

嫌な職場』は，人事関係者の間

でも共感して読まれた人は少な

くなかったと思われます。現状

では「不機嫌な職場」というの

は全体のどれぐらいの割合なの

でしょう？

高橋克徳氏（以下，高橋）：2009年

9月から12年 3月の期間に行った

延べ1,273の職場診断の分析デー

タでは，「不機嫌な職場」に当て

はまる，職場として成り立ってい

ない壊れた職場というのは7％。

―ちょっと意外でした。もっと

高い数字なのかなと思っていま

した。

高橋：ただ，要注意職場というの

が37.4％もあり，それも含めると

大体，45％ぐらいの職場が，明ら

かに良くない状態にあります。さ

らに組織力の発揮できない，活力

のない職場というところまで入れ

て考えると約70％もの職場がそれ

に該当していました。

つまり，前向きで良い感情が出

ている「ご機嫌な職場」というの

は全体の約30％であるという分析

結果だったわけですが，おそらく

世の中の職場全体においてもそれ

に近い状態にあるのではないかと

推察しています。

業種によって「快適」格差

―産業別での，そうした職場の

傾向などはありますか？

高橋：サービス業は比較的，良い

感情のところが多く，70％ぐらい

が「快適な職場」なのです。それ

に対して製造業系はことごとく悪

い数字が出ていて，特に研究開発

部門，製作部門でその傾向が強く

出ています。

「ご機嫌な職場」であるほどイ

キイキ感情，あたたかい感情が高

い傾向にあります。さらにあたた

かい感情だけではなく，例えば緊

張感も高く，無理をしてでもやり

きらなければという責任感も，

「ご機嫌な職場」のほうが実は強い

のです。いわゆる良い職場ってい

うのは，みんなが頑張っていて，

お互いにやっていることがよく見

える。だから，自分も頑張らなけ

ればという気持ちが素直に持てる

ようになって，お互いに認め合う

関係になりやすいのです。

―好循環が生まれているので

すね。

高橋：それに対して良くない職場

というのは，たいてい，相手のや

っていることが見えない。お互い

に閉じこもっている。そうすると，

そこで働く人の中には，自分はし

っかりとイキイキ感情，あたたか

い感情を持っている，主体感もあ

り，周りを引っ張っていこうとい

う気持ちがあったとしても，相手

のことが見えないため，「周りの人

たちにはそれがない」という，批

判的な感情へと向かってしまう。
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そうした自分を正当化して周りを

批判するという感情が，人を閉じ

込め，それこそ本当にお互いに関

わり合いたくないという感情をつ

くっていってしまうわけです。

―悪いほう，悪いほうへと引っ

張られてしまう，と。

「成果を上げても無駄」な職場

高橋：良くない職場というのは結

局，お互いがよく見えないので，

お互いに対して何も伝え合ってい

ない。相互不信感を持っている。

そうした関係では相手から自分に

良いものは返って来ないと思いが

ちで，結局，成果を上げても無駄

であるという気持ちがすごく出る

ようになってしまうわけです。

そして，そういう人が次にどう

いう行動をとるのかというと，自

分を守ろうとする行動に出ます。

成果を上げても無駄な職場では，

余計なことをやって失敗をしたく

ない。周りから急に何かを頼まれ

ても，「それはできません」と拒

否をする。そして自分のテリトリ

ーからは踏み出さず，テリトリー

の中だけで成果をきちんと出して

いこうという行動に出るわけで

す。もちろん上司から言われたこ

とはきちんとやり，目先の目標も

しっかりと達成はする。でもそれ

以上のことを自分からはやろうと

しない。しかもお互いに閉じこも

っているため，周りからの良いフ

ィードバックも返って来ない。そ

うして不機嫌な職場の状態がつく

られていく。特に2000年に入った

あたりからその傾向が強まりまし

たね。

第4のマネジメント・スキーム

―高橋さんはそうした「一人で

抱え込んでも知恵は出ないし，組

織の力も発揮できない」という

スタンスから，「ご機嫌な職場づ

くり運動」などを通して，職場内

でお互いが支援し合える関係づく

りに注力されています。著書の

『人が「つながる」マネジメント』

の中では，そのための処方箋とし

て，マネジメント改革の必要性

を指摘されていますね。

高橋：今までのマネジメントとい

うのは，大きく分けると職務主義

なのか？集団主義なのか？それと

も個人主義なのか？という3つの

手法で考えられてきました。

職務主義というのはある意味で

明確な役割構造がはっきりしてい

て，その業務設計をきちんとやっ

てそこに人を当て込むことで生産

性を上げていくという発想です。

これも一つのマネジメントの型で

はあります。

集団主義は皆が一つの目標に向

かって一致団結し，状況をシェア

しながら一緒にやっていく。個々

の役割は曖昧であるものの，ベン

チャー企業などの小さな組織では

今でもそれなりに成り立つ発想で

す。

3つ目の個人主義は一人ひとり

の役割を明確にして，決められた

目標を達成することに最もドライ

ブをかけていくという発想です。

また，達成した人に対して報いる

ことに重点が置かれたモデルです。

しかし，私はその 3つのマネジ

メント・スキームでは「不機嫌な職

場」は変えるのは難しいと考えて

います。むしろそれらとは違う，

第4のマネジメントの発想が必要

なのではないか，と思ったわけで

す。

関係志向のマネジメント

― 同著の中で，「間人主義」に

そのヒントがあると書かれてい

ますね。

高橋：大学院時代に影響を受けた

社会学者の濱口惠俊氏が，『日本

型信頼社会の復権』という本を書

かれていて，そこで濱口氏は日本
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人が大切にしてきたのは間人（か

んじん）主義であり，人と人の間

をすごく大事にする社会であると

説かれています。

人に何か良いことをされたら，

必ずお返しをする。信頼してくれ

た相手にはそれ以上の感謝の思い

で応えようとする。日本人はそう

した互恵性，つまりお互いに対し

て恵みを与えるということを何よ

りも大切にしてきた民族である

と。そうした助け合いの関係が，

厳しい自然環境の中で生きていく

力，知恵になったのではないかと

いう考え方です。

目の前の人たちと良い関係をつ

くり，それに対してしっかりと応

えていくということを何よりも大

切にする組織原理というものが，

「不機嫌な職場」を「ご機嫌な職

場」に変えるための，核になるべ

きもう一つのマネジメントではな

いかと私は思っているのです。

―そうした人と人との良い関係

があって，相互作用が生まれる

ことで，また何か新しいことが

生まれてくる。「関係志向のマネ

ジメント」ですね。

「何の仕事」よりも「誰と働くか」

高橋：未来に何か良いことが生ま

れる。それは人と人との間に本当

に良い関係があったからではない

かと，私は思っているのです。

私自身も，良い仲間と働くとい

うことを，何よりも大事にしてい

ます。何の仕事をするかという以

上に，誰と働くかということ。そ

れが私にとっては一番大事なこと

です。良い仲間と働けるから，自

然な自分が出せるし，素直に周り

からもたくさんの刺激を受けて，

もっと頑張ろうと思える自分でい

られるからです。

―何をやるかよりも，誰と仕事

をするか。それを職場に置き換

えた場合でも，やはり「ご機嫌

な職場」での相互作用の好循環

でこそ，実感できるものなので

しょうね。

高橋：今はいろんな仕事が細分化

し，スピードも求められます。個

人で判断しなければならないこと

の多い時代です。しかし，それを

自分だけではやらず，ちょっとし

たことでも周りの人に見てもら

い，アドバイスを受ける。知恵を

借りる。それが当たり前のように

できる職場の状態をいかにつくり

出すかということを，もしかした

ら日本人らしい組織のあり方とし

てもっと追求すべきではないかと

思っています。

―日本古来の「和を尊ぶ」の精

神。東日本大震災以降，そうし

たアイデンティティを再評価し，

取り戻そうという流れは感じま

す。

高橋：そうですね。本当に困って

いる人に対して自発的な行動を起

こす力などを見ると，そうした取

り戻すという視点はとても大切だ

と思います。

グローバルに活きるリーダー力

高橋：そして，もう一つの視点と

して，これからのグローバル社会

においては，そうした力こそが，

本当のリーダーとしての力になっ

ていくと思うのです。

海外の人たちとも一緒に仕事を

すること，あるいは自分たちが自

信の持てる良い商品やサービスな

ら世界へ発信して，世界中のお客

にそうした良いものを届けるとい

うのが当たり前な世の中になった

とき，とても大切だと思うのは，

世界中のいろんな人たちと一緒に

働くことが楽しい，面白いと思え

る人たちが増えていくことです。

―「不機嫌な職場」のように，お

互いに関わり合いたくないとい

う相互不信感の職場では，確か
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にそうした「リーダーとしての

力」はなかなか育まれにくいで

しょうね。グローバル社会に生

きる日本，日本人の未来という

観点からも，高橋さんの「ご機

嫌な職場づくり運動」の意義は

とても大きいと感じます。

今後問われる「3つの力」

高橋：私はこれからの世の中です

ごく大事になっていく要素は3つ

あると思っています。1つは社会

的に意味のあるものをきちんと

生み出す力です。成熟社会にあ

って，世の中の人たちが本当の意

味で必要だと思わないものは，極

力なくしていくべきだと思います

し，仮にそうしたものを生み出し

たとしても，結果的に消費者が本

当にそれは必要かどうかの選別を

せざるをえない時代が来るのでは

ないかと思っています。

そうすると自分たちがやってい

ることの社会における意味を，き

ちんと追求していくことができる

力が，まずは大事になると思うか

らです。

2つ目はいろんな人たちと躊躇
た め ら

いなくつながる力です。ネット社

会になってすごく思うのが，若い

世代がツイッターやフェイスブッ

クとかで知らない人と平気でつな

がっている。

― 20代ぐらいの世代からは特

に強く感じますね。

高橋：ネットを通していろんな人

たちに声をかけて，集めて，何か

のつながりを創っていく力という

のは，われわれの世代と比べても

はるかに若い世代は持っていて，

たぶんそれが10年後ぐらいには本

当に社会の中核の力になるのでは

ないかと思うわけです。

そして3つ目は，そうしたある

意味でいろんな人たちが緩やかに

つながっていく社会というのは，

逆に「つながることでのリスク」

も大きく，誠実さや信頼できる人

でなければ安易には一緒には組め

ない社会でもあります。「あの人

って，本当にいいよ」っていう，

信頼を集める力，尊敬を集める力

を持っている人が，これからの時

代の人と人を結び付けるリーダー

になっていくのだと思います。

職場の会話力を上げる

―最後に今，人事の立場として，

ご機嫌とまではいかなくとも，

活力のある良い職場にするため

に，すぐにでも取り組めること

があるとすれば，何でしょう？

高橋：楽しい雑談が生まれる職場

にすることだと思います。職場の

会話力というものが今，ものすご

く落ちている。いくら職場の中で

未来に対する会話をしたいと思っ

ても，皆がネガティブな気持ちに

なっているなかでは，発想も広が

らない。ベースはやはりお互いの

ことをよく知るための会話であ

り，そこから一人ひとりが何を考

えているのか？どんな思いを持っ

ているのか？が分かるようになっ

て，その人の人となりや頑張り度

合いが見えてくる。

その人なりの悩み方やその乗り

越え方もあるし，そういうものを

きちんとシェアしていくことで，

徐々に共感性が出てきて，お互い

に自分の意見が言えるようにな

る。そこからテーマを未来志向に

変えていくことで，職場の会話力

は上がっていくものです。

雑談は実は一番難しいのです。

なぜなら，テーマがはっきりして

いないからです。なので，最初は

対話，そして次が議論，最後は雑

談です。この順番を間違えないこ

とが大切です。

―ありがとうございました。
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4月からは大学院の教授としても多忙な日々を送る

もうひとこと� HP「記者の部屋」へ 
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