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特集◦シニアを活かすマネジメントと働くシニアの仕事力

１：はじめに

　2012年の春ごろ，大手企業の人事部長数名にイン
タビューをする機会に恵まれた。「グローバルレベル
でリーダーシップを発揮できる人材の育成」「イノ
ベーションが起きる組織に向けたマネジメント改革」
など，さまざまなテーマについてうかがった。そのな
かで，最も重要な課題は何かと投げかけると，「バブ
ル入社組のシニア化に対し，どのように対応するか」
という意外な答えが返ってきた。
　グローバル化やイノベーションは戦略や環境に依存
する部分があるが，社員のシニア化は確実に近未来に
起きる問題。まさに人事による人事の課題である。こ

こでわれわれがこの問題に決着をつけなくてはならな
いが，どうこの問題にめどをつけるべきか悩んでい
る，というものだった。
　しかし，キャリアが進み，年齢が上がるとともに成
長が鈍化し，組織内で活躍の場所が見いだせなくなる
という現象は決して新しい課題ではない。いままで，
日本企業はこの課題に大きく３つのステップで対処し
てきた。図表１を参考いただきたい。
　そして，これから起こる課題は，バブル入社組とい
うボリュームの問題もあるが，日本社会，日本企業全
体の高年齢化という問題と蜜月一体の課題といえる。
つまり，社会全体が高年齢化するなかで，企業が活力
を持ち続けるには，キャリアを通じてすべての社員が
活躍し続ける組織に進化する，という本質的な問題解
決を行う必要があるのだ。

２：�多くの会社で行われる
　　間違った処方箋
　シニアの活躍促進という観点で多くの企業で誤った
処方が組まれている。それは，キャリア研修やモチ
ベーション研修で元気のないシニア社員を元気にしよ
うというアプローチだ。そういう研修をやっても効果
が出ないというわけではない。多くのシニア社員が自

なぜ，あなたの組織のシニアは
元気がないのか？

～シニア社員の活性化への処方箋～
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こそしっかり向き合う必要があるのだ。
　２つ目は，シニア社員も正しく自己理解できていな
いという課題である。マネジメントの課題について指
摘してきたが，当然シニア社員本人にも大きな課題が
ある。ある雑誌の調査では，「自分の給料は自分の働
きに見合っていない」という質問に対し，50歳以上
の社員の67％がYESと答えている。20代では
52.8％，30代が54.2％，40代が62.9％という結果となっ
ており，シニア社員ほどもっと自分の働きが評価され
るべきと考えている現実がうかがえる１。
　これまで数百人のシニア社員の本音に向き合ってき
たが，自分の課題を正面から見つめられているシニア
社員は数少ない。経験則ではあるが，大きく３つのタ
イプのシニア社員があると筆者は考える。
　①　ポストオフ型
　　　�元管理職で何らかの理由でライン管理職からは

外れてしまっているシニア社員。元管理職とい
うこともあり実力はあるものの，多くの場合，
現状が受け入れられず，また上司とのコミュニ
ケーション不足から大きなギャップが発生し
ている。結果として，職場のはれ物となってし
まっている。

　②　単能工型
　　　�キャリア初期に身に付けた狭い専門性にこだわ

りがあり，変われないタイプ。環境変化は理解
しているが，自分自身をその被害者ととらえ，

分の働きがいや，強みを発見し，もう一度がんばろう
と研修のなかでは大いに活性化する。しかし，残念な
がら現場に戻ると自分が活躍する場が作れないという
壁にぶつかってしまうのである。
　インタビューをさせていただいた，とある企業のシ
ニア社員からは以下のようなことをいわれた。
　「研修では大いにモチベーションが上がりました。
宴会好きの自分としては，若手を元気づける職場活性
化リーダーという役割を自分のキャリアビジョンとし
ました。しかし現実は厳しかったです。上司から「静
かにしていてください」と言われ，また若手とも上手
く関係を作れませんでした。正直研修以前よりモチ
ベーションが下がっています」
　シニア社員の活躍促進は，シニア社員だけにアプ
ローチしても徒労に終わるというのがわれわれの失敗
経験からの学びである。

３：�問題解決に向けた課題は
　　何なのか？
　問題解決に向けて大きく３つの課題がある。図表２
を参考いただきたい。１つ目は，シニア社員に対する
マネジメントからの逃避という課題である。多くのマ
ネジャーが，「年齢も上で，こだわりが強く扱い難い」
「育成するような年齢ではない」「もうあの年になると
変わらない」と勝手にシニア社員にレッテルを貼り，
この問題から逃避している。本当はシニア社員だから

図表１　組織構造問題に対する人事部門のアプローチの変遷

アプローチとポイント 課題点・デメリット
70年代，80年代（石油ショック以降）

90年代（バブル崩壊以降）

00年代（リーマンショック以降）

出向アプローチ

成果主義を中心とした
制度アプローチ

リストラアプローチ

・関連会社や関係企業などへの出向

・早期退職優遇制度
・事業売却，人員整理

・年功処遇カーブのストップと成果発
　揮に基づく処遇
・コンピテンシーレベルによる評価

・出向先ポストの減少
・出向者のモチベーション，やりが
　いの低下。出向を受ける企業内部
　のモチベーション低下

・短期結果主義
・保守的な業務アサイン

・ノウハウの流出
・会社内のコミュニティの喪失
・社員のコミットメントの低下



10 ︱ 人事実務  2014 年 8 月号

◦

題として捉えられなければこの問題は解決できないの
である。

４：人を活かしきる経営へ

　マネジャー，シニア，そして人事部門が同時に変化
し，この課題を解決する。まさに人を活かしきる経営
への挑戦である。読者のなかには，「そんなことが可
能だろうか？」と躊躇される方も多いのではないだろ
うか。そんな方は，本特集内のトヨタファイナンス㈱
の事例インタビューをご参照いただきたい（13頁参
照）。やるべき事を構造的に取り組めば結果が出ると
いうことをご理解いただけるはずである。
　ではここからは，実際にどう取り組んでいくかを解
説する。まずは，自社でどのように取り組んでいくか
を大きくとらえてほしい。

４―１：マネジメント能力を
　　　　イノベーションする
　シニア社員の活性化についてマネジャーと議論をす
ると，個人攻撃のような形になることが多い。「本当

変われない自分を見つめられていない。
　③　のんびり型
　　　�働くことやキャリアについて真剣に考えたこと

がないというタイプ。バブル期入社ということ
もあり，特段の努力もなく入社した企業でキャ
リアをスタート。なんとなく配属された部門で
仕事を続けているというタイプである。最初の
業務で一人前になると，そのレベルの業務を続
けてしまっている。

　いずれにせよ，３つのタイプすべてにおいて自分自
身の課題に向き合うという自責意識が不足しているこ
とは共通の課題である。
　３つ目は，人事部の管理意識という問題である。旧
来的な人事管理の発想から抜け出せず，不活性なシニ
アを問題児ととらえ，評価と批判を繰り返している人
事部ではこの問題を解決できない。たとえば，開発部
門で商品不良が出れば必死に改善を行うのは当然であ
る。では，人事部門がシニア社員の活躍促進にそうい
う責任感でのぞんでいるだろうか。キャリア自立を言
い訳にしていないだろうか。シニア社員の活躍促進
は，自社の人材活用力の問題，ひいては自分たちの問

図表２　シニア社員の活躍を阻害する負の連鎖

■シニア社員のマネジメント
　からの逃避
（本音）
・シニア社員は変わらない
・シニア社員は扱い難い…etc

マネジメントの課題
■誤った自己理解
（本音）
・前の部門なら自分の専門性
　が活かせたのに
・いまから新しいことは無理

シニア社員の課題

■人材活用責任からの逃避
（本音）
・キャリアは自分で作るもの
・不活性な社員が出るのは本
　人とマネジャーの責任

人事部門の課題

他責の連鎖
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合，大きく以下の４つのパートでシニア社員を目覚め
させていく。

・感情を動かす

　シニア社員は何らかの理由を自分で作り現状に甘ん
じていることが多い。そんな場合，理屈で迫っても，
いろいろな言い訳が出てくるだけで健全な議論を行う
ことができない。われわれのプログラムでは，冒頭に
シニア社員の姿を扱ったミニドラマを見てもらい，心
を動かすよう仕掛けをしている。なかなか自分に向き
合おうとしないシニア社員の映像を見ると，多くの参
加者が「ここまでひどくないけど，自分にもこういう
面がある」とか，「いまの自分はかっこ悪いかもしれ
ない」「評価されなくてもいいけど，かっこ悪いのは
嫌だ」と徐々に目覚め出すのだ。

・自分で自分の壁に気づく

　心が動き，自分に向き合う土台ができたところで，
自分の壁を探究する。とくに重要なのは，さまざまな
視点から自分に向き合ってもらうことだ。子どものこ
ろの自分を振り返ってもらったり，仕事経験の棚卸し
をしたり，360度サーベイをするなど，さまざまな角
度からアプローチする。シニア社員は仕事に対する価
値観が多様化しているので，何がきっかけになるかの
個人差も大きい。さまざまな角度から自分の強みと弱
みを見つめ直し，自分の活躍，成長を阻害している本
当の壁を見つめてもらう。

・自分の志を模索する

　自分は本当に何者になりたいのか？　職場を離れる
とき，自分は自分の職業人生をどう総括するのか？　
すでに心を開き出しているシニア社員からは，彼らの
本音がみえてくる。何百人というシニア社員の本音を
聞いてきたが，活躍したくないと思っている人はほと
んどいない。研修の冒頭では，「仕事で本気を出して
活躍しても仕事が増えるだけ。給料も大きく変わらな
いのだから，なるべく本気を出さないほうが得だ，と
いうのが会社人生で一番学んだことだ」とうそぶいて

に何もしない人です」とか，「何にもしないならいい
けど，うちのシニア社員はお客さんにできないことを
いってきてマイナスばかりですよ」など，いったいど
んなモンスター社員かと思うが，実際面談をしてみる
とそういう人ではない。まずはマネジャーに視座を上
げてもらう必要がある。
　シニアの活躍支援についてもう少し抽象的にとらえ
ると，マネジャーとして，本当の意味での「内発的に
動機づける力」をもっているかどうかが問われる課題
といえる。実際，評価にも昇進にも希望を抱いていな
いシニア社員はたくさんいる。またマネジャー自身は
彼らの気持ちに対し実感をもって共感することも難し
い。そんななかで，一人ひとりの気持ちに寄り添い，
また多様な経験をひも解きながら，新たなチャレンジ
を前向きになるよう背中を押すことは，まさに一段上
のマネジメント能力を身に付けることである。
　マネジメント研修では，シニア社員を動機づけ，活
躍を支援する力は，これからの時代に必要不可欠なマ
ネジメント能力であると私は伝えている。時代背景や
会社の状況を説明すれば多くのマネジャーが理解を示
すが，意外に壁になるのがマネジャーの心の壁だ。な
かなか一歩が出せないというマネジャーも少なくない。
　シニア社員へのマネジメント能力がレベルアップす
ると，実は女性活用，若手の活性化などさまざまな問
題が解決に向かう。マネジャーが部下に対して向き合
う力が格段にレベルアップするからだ。シニア社員の
問題にマネジャーが本気で取り組むことでマネジメン
ト能力のイノベーションにつながるのである。

４―２：�「志」と「壁」を
　　　　徹底的に見つめさせる
　シニア社員本人にも，気づいて，変わってもらう必
要がある。志やキャリアビジョンをもつことは当然重
要だが，シニア社員には自己変容が求められることが
多い。当然だが，自己変容には自己否定が伴う。「夢」
や「志」という明るい面とともに，自分の「壁」に徹
底的に向き合う厳しい取組みが必要となってくる。
　ジェイフィール社でシニア社員向け研修を行う場
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人事への進化も同時に求められてくるのである。

５：おわりに
　　～元気な日本を創る気概を～
　シニア社員の活躍が進むといろいろな波及効果が出
てくる。前段でも説明したが，マネジャーの動機付け
能力の各段の進化である。ここを起点として，女性の
活躍推進や，伸び悩みの中堅社員の問題などにも前進
がみられる。また若手社員のモチベーションや，ロイ
ヤリティの向上といった現象もみられる。
　管理職にはなりたくない，と考える人が多い若手社
員にとって，シニア社員がいきいき働き出すことや，
会社がそこに熱心に取り組むことが将来の希望になる
のだ。シニア社員がいきいき働ける環境を作り出すこ
とは，若手社員への希望になり，そういう組織が日本
に増えれば日本全体が元気になると，われわれは考え
ている。
　最後に「なぜ，あなたの組織のシニアは元気がない
のか？」というタイトルに戻れば，答えは「シニア社
員を活かす組織力がないから」というのが一旦の答え
となる。失敗事例も含め，ここ数年の取組みから学ん
だ現状の到達点である。
　実は私自身，まったく反対の考えを数年前までもっ
ていた。シニア社員の活性化については，組織よりも
シニア社員個人の問題が大きいととらえていた。しか
し多くのシニア社員に向き合ってきた結果，自分の価
値観が180度変化した。確かにシニア社員には課題が
ある。たとえば，自分の課題を見つめられていないこ
とであるが，ある意味「勘違い」をさせたのは，しっ
かり向き合ってこなかったマネジャー，組織の責任で
ある。そうとらえれば，まず，マネジャー，組織の側
から変わっていく必要があるのだ。
　一筋縄ではいかない問題ではあるが，元気な組織，
元気な日本を作る礎を作っている気概でぜひ，この問
題に向き合ってほしい。
� （かたおか・ゆうじ）

参考文献
１ＡＥＲＡ　2013年９月号

いた参加者も，「あれは俺が本気でやったという仕事
を１つでも残したい」と最後には漏らしていた。

・仲間とともに考え，立ち向かう

　シニア社員は職場において孤立しているケースが多
い。研修ではなるべく多くの時間を同じ境遇のシニア
社員同士で話し合ってもらう形式で進める。人は話を
聞いてもらえるだけで癒されたり，元気になったりす
る。仲間同士で自分たちの活躍のための方策を考える
ことで徐々に前向きなマインドが育まれていく。
　本気で自分の壁に向かい合い，なんとか活躍したい
と願うシニア社員と，本気でシニア社員を活躍させよ
うというマネジャーがタッグを組むことで問題が解決
に向かうのである。

４―３：�人事部門を
　　　　イノベーションする
　最後に人事部門にも新たなチャレンジが求められ
る。人事管理的な発想ではこの問題は解決できない。
徹底的に現場に足を運び，シニア社員，マネジャー，
そして職場のメンバーとコミュニケーションを取るこ
とにより初めて，適切なソリューションが浮かび上
がってくるのだ。
　実際，この問題に本気で取り組み出すと，異動をさ
せたり，新たな職務開発に取り組んだりといったこと
も必要となってくる。しかし現実をしっかり把握して
いなければその判断ができない。人とマネジメントを
本当の意味で支援できる人事への進化が求められてく
るのである。
　またこのような一連の取組みは，組織の価値観を変
えていく取組みともいえる。たとえばキャリアに対す
る価値観。従来は出世を是として，ポストに就くこと
が成功という価値観であったし，現状もそういった価
値観が主流といえる。しかし，この価値観では大半の
社員がキャリアの負け組にならざるを得ない。たとえ
ば，このような価値観を全員が自分を活かしきること
を目的に働く価値観の会社に変えるということであ
る。風土改革，価値観改革を通じて全社をリードする
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「人を大切にする」
人材マネジメント方針を打ち出す

　1988年に自動車販売金融事業を目的に設立された
トヨタファイナンス。2014年３月末現在の従業員数
は約1,800人だが，2004年にクレジットカード事業に
参入するまでは500人程度の規模だった。カード事業
参入にあたり，ノウハウをもつ人材獲得のため，３～
４年の間に300社を超える企業から中途採用をしたの
である。
　「当時は財務的にも厳しく，事業の拡大期でした。
また即戦力のある人を中途採用したので，特に教育す
る必要もありませんでした」と人事部の主査，鈴木昌
子さんは事業拡大を最優先していた様子を語る。
　そして2009年から安定的に利益が上がるように
なったのを機に，人材育成に注力，「人を大切にする」
という人材マネジメント方針を打ち出した。「フェア
ネスを貫く」「多様性を認め合う」「人を育てる」とい
う３本柱からなるこの方針は，同社の「憲法」的な位
置づけとして制定され，すべての人事施策はこれを基
に展開されることとなる（図表１）。

一人ひとりの資質を最大限に活かす
マネジメント
「対話」と「内発的動機」で変革を促す

取材●文　江頭　紀子

POINT
❶「人を大切にする」という人材マネジメント方針を2009年に打ち出す。
❷人材マネジメント方針に基づいた企業文化変革を開始。まずマネジャー層を対象にOJT 研修を実施。１年を
かけて約170人の対象者に７回ずつの研修を行った。

❸2013年からは，基幹職Ｓの活躍促進に向けた取り組みを始め，対話をベースとしたワークショップ等を行い，
それぞれの価値観を見直し自ら変わろうという気づきの機会を提供した。

❹一連の取り組みを通じ，マネジャー層のマネジメント力向上と対話の促進が，シニア層だけでなく若手社員，
女性社員のモチベーションにも好影響がみられている。

会社概要

設　　立：1988年11月
事業内容： 自動車販売金融事業，クレジットカード事業，

コーポレート事業，住宅ローン事業
資 本 金：165億円
従業員数： 正社員1,379人，契約社員389人※，派遣社員369

人，（2014年３月現在）※パートタイムを含む
本　　社： 東京都江東区東陽６－３－２　イースト21タ

ワー
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.toyota-finance.co.jp/

　ところが，現場社員にはかなりの抵抗感があった。
当時，現場で働いていた鈴木さん自身も「それまでは
効率追求が会社の求める方針だと思っていたのに，人
を大切にするってどういうことなのかと思いました」
と振り返る。
　ただ，社員が抵抗感を感じた背景には，「人を大切
にする」の意味が誤解されていた面もあると，鈴木氏
は指摘する。「人を大切にするとは，甘やかすことで
はなく，社員一人ひとりの資質を最大限に活かすこ
と」（鈴木）。これは「人は一人ひとりギフト（資質）
をもっている。それを最大限に伸ばしていくことが大
切」という藤田泰久社長の考えに基づいたものであ

解説
連動
事例 トヨタファイナンス
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フィールの片岡𥙿司氏によると，当初は「人材育成を
してKPIが下がったらどうするのか」「なぜこんな研
修をしなくてはならないのか」という人もいる一方，
OJTのやり方が本当にわからない人も結構いたとい
う。
　初年度のOJT研修では，管理職全員170人を８ク
ラスに分け，各クラス１年かけて７回実施。計56回
にも上る研修に，当時の副社長がほぼ全回参加。最終
回には経営トップも参加し，直接メッセージを伝え続
けた結果，「３年くらいでだいぶ雰囲気が変わった」
（片岡さん）。「トップの方針がしっかりしていて，粘
り強く説明してくれたことが，ここまでできた秘訣」
と片岡さんは分析する。さらに「OJT研修は地味で
はありますが，そこをじっくりやったので，その後の
研修がスムーズになりました」とも。鈴木氏も「マネ
ジメントの考え方が人軸になってきたことに驚きまし
た」と評価する。

ラインにつかなくても能力を発揮し
評価される道もある

　次に，2011年からは地域総合職への支援，2012年
には一般職の貢献拡大マインド醸成に着手するなど，
女性活躍支援策にも注力し始めた。
　2013年からは「基幹職Ｓ（部下を持たない管理職）
の制度改定の目的に沿った働き方の実現」に取り組ん
だ（図表２）。
　「基幹職Ｓの制度改定の目的」とは，「基幹職昇格後
も，スペシャリストとして能力を発揮し，より高い成
果を出していくことで，さらに上の資格をめざせる道
を作る」ことだ。
　これまで同社では，ある年齢に達してもラインにつ
かなかったり，役職定年（課長級50歳，部長級は55
歳）でラインから外れたりすると，本人も周りも「終
わった人」というような見方をしていた。だが，「人
を大切にする」との方針に従えば，「人にはそれぞれ
資質がある。マネジャーであってもそうでなくても，
その資質を活かすことこそが重要」となる。
　「管理職になれないと成功者ではないというこれま

り，鈴木氏は「この考え方が，当社のシニアや女性活
躍推進に対する施策にも表れています。人を大切にす
ることにより，社員一人ひとりがいきいき働き，組織
としての競争力や生産性の向上につながるのです」と
説明する。
　つまり，同社の場合，高齢化が問題になったから中
高年を活用するのではなく，あくまで「人を大切にす
る経営をしよう」という方針に基づいた施策の１つな
のである。

管理職へのマネジメント教育を
徹底的に強化

　とはいえ，方針を打ち出した2009年には，大量に
中途採用をしたときの社員も年齢を重ねている。現
在，同社人員構成のボリュームゾーンは35～49歳で
６割を占めるが，2022年には45～59歳が５割を占め
る予定で，その厚い層への対応として本気で取り組ま
ねばならないという事情もあった。部下を持つ管理職
の数は限られており，コーポレートラダーを上がるだ
けが目標だという価値観では通用しなくなる。
　こうした背景もあり，人材マネジメント方針に基づ
いた「企業文化変革」が始まった。
　最初に行ったのは「人を大切にするマネジメント」
の徹底強化だ。コンサルタント会社のジェイフィール
の力を借り，マネージャー向けのOJT研修を実施し
て，マネージャーの仕事はプレイヤーではなく「人を
育てる」仕事だとたたき込んだ。担当したジェイ

図表１　人材マネジメント方針

人を大切にする

フ
ェ
ア
ネ
ス
を
貫
く

多
様
性
を
認
め
合
う

人
を
育
て
る

2009年９月制定「憲法」の位置づけ



人事実務  2014 年 8 月号 ︱ 15

トヨタファイナンス
解説
連動
事例

ワークショップを実施し「自分を律し，さらに成長す
る意思を持つ」「スペシャリストとして“個の強み”
を発揮し成果につなげる」「組織課題解決につながる
仕事を担ってほしい」という３つの「会社として基幹
職Ｓに期待すること」とともに「基幹職Ｓを本気で成
長させる意思をもつ」「個の強みを活かすマネジメン
ト」という上司への期待役割を伝えた。
　その部長が各部署に戻り，今度は課長と基幹職Ｓに
説明後，ジェイフィールの協力を得て，基幹職Ｓを対
象に「パワーアップワークショップ」（２日間）を実
施。
　第１回は2013年６～７月で，175人を８回に分けて
行ったので，１回のメンバーは24～25人。ここでの
肝は「対話」と，基幹職Ｓへの「内発的動機への働き
かけ」。それについて鈴木氏はこう語る。
　「40歳，50歳で成功体験がある人たちに，いままで
の価値観を捨ててくださいといっても簡単ではなく，
自分で気づいてもらうしかありません。気づけばもと
もと力のある方たちなので，みるみる変わっていく。
私たちは気づいてもらうお手伝いをしているのです」
　ワークショップのなかで行う，気づきを与える具体
的な方法は，「ドラマ分析」「ライフチャート記入」
「上司からのフィードバックと自らの振り返りの
ギャップ分析」である。

での考え方では，組織の７，８割が落伍者になってし
まう。そんな会社は幸せなのか。根本的に価値観を変
え，自分の強みを活かせる仕事は何かを考え直すこと
にしたのです。いまではだいぶ浸透してきました」と
人事部主幹の馬渕祐司氏は，企業文化が変革してきた
様子を語る。
　鈴木氏は「頭でわかっていても心がついていかない
人もいる」としたうえで，「ラインについている人が
上で，そうでない人が下というように，とかく優劣で
語りがちですが，そこから早く抜け出した人が勝ち」
と指摘する。
　実際，複数の調査で，リーダーシップと専門性は，
中高齢になっても伸びていくという結果や，短期記憶
能力は若干低下するが，日常の問題解決能力や言語
（語彙）能力は年齢を重ねるとともに伸びていくとい
う結果が出ている。

ワークショップで「変わらねば」と
自ら気づきを得る

　こうした考えのもと，基幹職Ｓの活躍促進に向けて
まず行ったのが，役員によるワークショップだ。ここ
で基幹職Ｓに関する課題は何か，会社として彼らに期
待するものは何か，そのためのマネジメントはどうあ
るべきか，熱い議論が行われた。その後部長による

図表２　取組みの全体像

基幹職（Ｓ）活躍促進に向けた取組み　～年度の組織課題・目標管理に連動した動き
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異動してしまうから」。だが深く掘っていくと，「実は
自分のノウハウを人に教えたくない。ここを守りた
い」ということにたどり着いた例もある。
　深掘りしていくと，最後に「かべ」が出てきて，そ
れを乗り越えるために何をすればいいかを考えるのだ
が，ここで壁までみえてくる人は２，３割程度。ワー
ク終了後に上司に「自分の壁はこういうものだった」
と報告し，今度は上司と一緒に壁の深掘りを行う。上
司からみると「この人はまだ深掘りしていない」とい
うケースもあり，その結果，約６割が本当の壁にたど
り着いた。
　「単純なキャリア研修ではなく，自己変容教育に近
い。強みの先に弱みがあったりすることがわかりま
す。閉じこもると箱に入ってしまいますが，自分で自
分の重たい箱を開けてもらう。それが変容のきっかけ
となります。自身の課題について上司と話すことはあ
まりないでしょうし，向き合う上司も大変ですが，こ
こを乗り越えるのが重要」と，片岡氏はワークの意義
を語る。
　「上司がこの取組みをどう理解しているかに尽きま
す」と馬渕氏が言うように，上司に対して素直に自己
開示できる関係が築けている人ばかりではなく，その
後の対話をしていないこともある。その場合は，人事
が直接対話の結果を聞きに行く。「まさか，人事が聞
きに来るとは」と，直前に慌てて対話したというケー
スもある。人事が本気度を示すことにより，現場の行
動につながるのである。

他責ではなく，
まず自分が何ができるか考える

　ただ，「壁」の原因が，「自分はがんばっているのに
上司に認められない」など，上司に起因するケースも
想定される。その場合，上司との対話は成立するのだ
ろうか。鈴木氏は「壁の原因は，自分の中にあるのか
外にあるのか考えたとき，最初は一般的には他責から
始まります。けれども，認めてくれない上司のもとで
も自分は何ができるだろう，ということを考えてもら
うなどして，自分が主体になり考えるように働きかけ

　「ドラマ分析」は，課長を役職定年後，新しい領域
に配属となりモチベーションが上がらない中高年と，
自分の活躍領域を見つけていきいきと働いている同期
の２人が登場する30分ドラマを見て，それぞれを分
析し自身の職場での立ち位置を認識してもらう。「登
場人物に『あ，自分だ』と素直に感じる人もいれば，
『俺はあんなじゃない』という人も。『こういうマイン
ドがだめなんだ』など，意見はたくさん出ますが，最
後にその問いかけを自分にしてもらうと，皆小さく
なってしまいます」（片岡氏）
　「ライフチャート記入」は，入社後の１年に１行ず
つ，その年の出来事や学びを書いてもらうワークだ。
「典型的な反応は『そんな昔のこと，覚えていない
よ』といいながら，昔のことはたくさん書けるのに，
最近のことは思い出せずに空欄になっているケース」
と片岡氏。つまり，かつては多くのことを成し遂げ，
学びもあったのに，近年は記憶に残るようなことは何
もしていないということ。そこで自分が何も学んでい
なかったことに気づくという。

期待値とのギャップを明確にして
原因を「なぜ」で深掘り

　２日目に行うのが，上司からのフィードバックに
よって自分を考えるワークだ。事前に上司に，基幹職
Ｓへの３つの期待について，どの程度実現されている
か書いてもらい，研修当日に本人に渡す。同じ内容に
ついて本人が記載したものと比較してギャップを明ら
かにし，その原因を「なぜ，なぜ」と追究し「本当の
自分」を発見していく。グループでこの作業を行うわ
けだが，そこで自己開示をどこまでするかは本人に任
せている。
　「自分のどろどろした部分が出てしまい，ワークの
仲間と対話していくのはいいが，人事には入ってもら
いたくないという人もいます」（鈴木氏）というほど，
濃厚な自分発見の作業となる。
　たとえば「自分は人材育成をがんばっている」が，
上司の評価は「できていない」。なぜできていないか
を探ると，当初の本人の分析は「育成すべき人がすぐ
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　「振り返りは基幹職Ｓの課題というより，マネジメ
ントの能力の問題になっています。半年たった基幹職
Ｓはすでに活躍の場をみつけていますし，議論の質も
向上しています」と馬渕氏は変化を語る。高いマイン
ドをもつ基幹職Ｓの割合は，35％から50％に増える
など，継続的な対話を通じた成果がみえてきている。
片岡氏も「皆業務のど真ん中で堂々と仕事をされてい
て，表情も全然違います」と基幹職Ｓがいきいきと働
いている様子を話す。
　「マネージャーの意識が変わり驚いた」と話すのは
鈴木氏だ。対話や環境整備にも積極的になってきてい
るという。
　一方で，行動変容に結びつかない人も若干いるの
で，そこをどう支援していくかが今後の課題だ。また
成功事例をどう情報共有するか，評価にどう結びつけ
るかといったことも考えていく必要がある。「評価と
いう点では変化した人には応えていきたい」（鈴木
氏）との姿勢だ。
　鈴木氏はさらに，「フォローアップ研修では自分が
できたことやその原因，そこから生じる変化を感じ自
己肯定感をもってもらいたい。それが自分の強みにな
るので，次のステップへのがんばる源になります。」
と今後を語る。
　同社のような「人を大切にする」取組みが広がれ
ば，中高年だけではなく，さまざまな立場の人がやり
がいをもって働けるに違いない。同社がパイオニアと
なり，真の意味で働くことで幸せになる社会が到来す
ることを期待したい。

ます」と言う。
　たとえば，「組織課題解決につながる仕事ができて
いない」との壁が明らかになったとする。理由は上司
がそういう仕事を自分に振ってくれないから。なぜ
振ってくれないかというと，相手が自分の実力を認め
ていないから。なぜ実力を認めてもらえないかという
と，そもそも話をしていないから。なぜ話をしないか
というと，「自分は上司より優秀だ」との思いがある
から。
　では，そんな優秀な自分はなぜ上司を補佐できない
のか。結局，自分はやることをやっていないのだ…と
深掘りされ，自分は何ができるのかに気づいていく。
　鈴木さんによると「上司が認めてくれない」という
のは女性活躍推進のなかでも同じで，「だったら上司
に働きかけてみよう」という動きが出てきているとい
う。「冷静にみたとき，環境や制度などもあり，すべ
て自責とは限りませんが，考え方の基本として，まず
は自分の中で考えてみるように促しています」と鈴木
氏。外ばかり責めている人は，残念ながら変わらない
という。

シニア社員もマネージャーも
意識が変化

　当初は目標設定とリンクさせ，下期の目標設定で壁
を乗り越える内容を考えるように促したが，書かれた
ものを人事が読んでも関連性が読み取れなかった。
「われわれ人事が仕掛けるものではないのかもしれま
せん」と馬渕氏は言う。もちろん人事と基幹職Ｓとの
面談は実施し，そこで内容を確認することはあって
も，検証することまでは考えていない。「上司と対話
し，半期かけて実行するということが合意されていれ
ばいい」（馬渕氏）と柔軟だ。
　上司と合意した半年後にはフォローアップ研修を実
施している。午前中は上司と基幹職Ｓそれぞれで壁を
乗り越えられたか振り返り，午後は両者の見解を突き
合わせ，今後の策を考える。さらに半年後にも行い，
そのつど，ギャップを修正したり，別の壁ができていた
らそれに対して同様に「なぜ」と深掘りを重ねていく。
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