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解説

具体的ケースから考える
40代・50代社員をめぐる課題と施策
ベテラン社員が多数派となる時代に向けた 
年齢に関係なく人を活かす組織づくり

ポイント

❶これからの時代は、働き手の急激な減少と高齢化が同時に進み、40代・50代のベテラン社員が多数
派を占める。そこでの問題は、ベテラン社員の比率が増えていくこと自体にあるのではなく、組織

的にベテラン社員を活かす力が身に付いていないことが本質にある

❷本稿では、「①役職定年後、自分の立ち位置をうまく見いだせない社員」「②役職定年後、うまくコ
ミュニケーションが取れず孤立してしまう社員」「③スキルの変化に対応できず、“負債化”した社

員」「④昇格・昇進の見込みがなくなり、モチベーションが低下している社員」「⑤仕事内容に長年

変化がなく、安住してしまっている社員」の五つのケースを検討し、課題の真因を明らかにした上

で、活躍に向けた施策とポイントを提示する［図表 2］

❸ベテラン社員を活性化するには、「①時代と環境に適応したキャリア観、価値観の醸成」「②上司や
周囲との良好な関係性の構築」「③絶えず学習し、変化していく能力を身に付ける」という 3段階

の変革が必要になり、これらを推進していくために、組織としての人事制度の再検討、マネジメン

ト能力開発、キャリア研修の実施、風土改革など一連の施策を連動させていくことが求められる

［図表 4］
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特集 1

　日本における生産年齢人口（15～64歳）は1995

年の8726万人をピークに減少局面に入り、2015年

の「国勢調査」（総務省統計局）によれば7629万

人。これが2025年には7085万人になると推計され

ており、約550万人が減少することになる（国立

社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口

〔2012年 1 月推計〕」）。そして、生産年齢人口の減

少と同時に高齢化も進展し、労働力人口に占める

45歳以上の比率は2014年から2020年までに約 4％

増の54％となり、過半数を占めることが想定され

る（労働政策研究・研修機構「平成27年 労働力需

給の推計」のゼロ成長・労働参加現状シナリオか

ら算出）。

　このように働き手の急激な減少と高齢化が同時

に進めば、40代・50代のベテラン社員の活用、活

性化は待ったなしの課題となる。しかも、ここ数

年間でバブル入社組（1988～92年の大学卒入社者）

が50代に突入する。企業ごとに状況は異なるもの

の、バブル期に多くの大手企業が大量採用を行っ

たため、ボリュームゾーンとなった世代のシニア

化がこの問題に拍車を掛けているのだ。

　ここで、読者の皆さんにあらためて考えていた

だきたいのは、入社20年を超えて、多くの知識、

経験、人脈、実践知を蓄えているはずのベテラン

社員が増えていくことが、なぜそもそも問題になっ

ているのかということである。

　これは、組織におけるベテラン社員の比率が増

えていくこと自体が問題なのではなく、［図表 1］

のようにパフォーマンスと処遇にミスマッチが生

じており、さらには、ベテラン社員のモチベー

ションやパフォーマンスを維持し、向上させてい

く方法論が各企業に備わっていないことが本質に

ある。

1 	 	はじめに

図表 1  �40代・50代社員を取り巻く問題の本質

パフォーマンス

年齢
18 60

（定年）
6545 555040

パフォーマンスカーブ：維持

パフォーマンスカーブ：伸張

パフォーマンスカーブ：低下

パフォーマンスカーブ

賃金カーブ

【パフォーマンスと処遇のミスマッチ】
取り得る方策は、以下の 3点
①パフォーマンスに見合った処遇制度に見直すか
②パフォーマンスを維持・向上させていくか
③上記①②の両方
─本稿では②を中心に解説していく。

【パフォーマンスの定義】
パフォーマンス＝意欲・姿勢×能力×経験・スキル×体力・家庭事情

（歳）
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　これから私たちが迎える時代は、ベテラン社員

が多数派を占める社会である。そうしたベテラン

社員のパフォーマンスが低いままで、組織が発展

していくことは極めて難しいと言わざるを得ない。

私たちは、未来に向けて、組織的にベテラン社員

を活かす力を身に付けていかなければならないの

だ。

　そこで本稿では、この難題について、［図表 2］

に掲げる五つのケースを検討し、問題の真因を明

らかにする。読者の皆さんも、自社や自部署の課

題と照らし合わせながら、ベテラン社員の活躍の

方向性を考えていただきたい。

［ 1］ケース概観

　「役職定年」「役職離任」「ポストオフ」などさま

ざまな呼び方はあるが、一定年齢になると管理職

のポストから強制的に外れるこの仕組み（管理職

定年制・離脱制）を大企業（1000人以上）の44.6

％が取り入れている（労務行政研究所「人事労務

2 	 	ケーススタディ

ケース●①：
役職定年後、自分の立ち位置をうまく見いだせ

ない社員

図表 2  �ベテラン社員が不活性に陥る五つのケースと対応

ケ ー ス 主 な 状 態 活躍に向けてのポイント

① 役職定年後、自分の立ち位置
をうまく見いだせない社員の
ケース

・��引き続き組織に貢献したいと考えてはいるものの、
うまく活躍の場を見いだせていないタイプ。組織的
な期待役割が曖昧で、変革や中核業務は自分がやる
べきでないと考えてしまっている

・��上司や周囲が役職定年後は本人もあまり働きたくな
いだろうと決めつけてしまっている

・��人事制度、特に期待役割の明確化
・��上司の意識転換
・��上司との対話
・��キャリアビジョンの明確化

② 役職定年後、うまくコミュニ
ケーションが取れず孤立して
しまう社員のケース

・��役職定年後も活発に活動するタイプ。管理者時代の
スタイルを引きずり、うまく周囲と調和できない

・��ルーティン業務や単純作業についても、管理者時代
と同様に周囲や若手に振ってしまい、反感を買い、
職場で孤立した存在になりがち

・��本人の意識転換（役割についての
受容）

・��上司との対話、入念な擦り合わせ

③ スキルの変化に対応できず、
“負債化”した社員のケース

・��特定業務へのこだわりが強く、変化に対応できない
・��もしくは、こだわりと言うよりも、今までの積み上
げを放棄し、新たな技術や分野にチャレンジするこ
とが面倒と考えている

・��一定以上の年齢で、新しい分野で失敗することを恐
れ、一歩踏み出せない、動けないというケースも

・��本人の意識転換（時代に適合した
キャリア観の醸成）

・��キャリアビジョンの転換
・��人事制度、特に異動等のルールの
明確化

④ 昇格・昇進の見込みがなくな
り、モチベーションが低下し
ている社員のケース

・��一定以上の年齢を迎え、昇格・昇進の可能性がなく
なったことでキャリアの目標を見いだせなくなって
しまっている

・��出世や評価といった外発的動機の側面しか、仕事の
意義や意味を見いだせない

・��キャリアビジョンの転換
・��人事制度、特に評価制度の検討
・��上司の意識転換とマネジメント能
力の向上

⑤ 仕事内容に長年変化がなく、
安住してしまっている社員の
ケース

・��組織貢献や周囲の期待値について、自分で設定する
水準が極めて低い。同一業務に長期間従事し、属人
化してしまっているケースが多い

・��変化がなく、安定していることに価値を見いだして
おり、自分から変化していくことができない

・��本人の意識転換（時代に適合した
キャリア観の醸成）

・��上司の意識転換
・��人事制度、特に異動等のルールの
明確化

労政時報　第3926号/17. 3.10 65



特集 1

諸制度実施状況調査」〔2013年〕、『労政時報』第

3847号－13. 6.14の65ページ）。

　もちろん組織の新陳代謝を図る上で、役職定年

制は有用な制度だが、役職定年の前日まで管理職

としてバリバリ働いていた社員が、その日を境に

急に活躍できなくなるという事態が多くの職場で

起こっている。本人たちにインタビューをすると、

「自分という人間が変わったわけではないのに、何

をどうしたらよいのか分からない」「自分は平気と

思っていたが、こんな複雑な心境になるとは思わ

なかった」といった悲痛な声を耳にする。

　役職定年を迎えるまで、永年会社を支え、管理

職として頑張ってきた本人たちは、引き続き会社

に貢献したいと考えている。しかし現実は、その

後の仕事との向き合い方や、多くの場合では年下

になった上司や職場メンバーとの関係性、そして

自分の心の状態にうまく折り合いが付けられず、

結果として不活性に陥ってしまう。

　では、なぜ、まだまだ貢献したいという社員を

活かしきることができないのか。そして、何が活

躍を妨げてしまっているのだろうか。

［ 2］課題分析と真因

　彼らの活躍を阻む壁は、役職定年者への組織的

な期待が明確になっていない点が最も大きい。組

織的な期待が明確になっている状態とは、組織の

中での役職定年者の活躍イメージの認識が、立場

や世代を超えて共有されている状態である。

　このような状態をつくるためには、まずイメー

ジの土台となる人事制度上の期待役割を示すこと

が重要となる。もちろん役職定年制度をつくる際

に、何らかの形で期待役割は設計されているもの

だが、残念ながら、極めてステレオタイプに設計

されているケースが少なくない。例えば、あるIT

企業では役職定年者の役割として、後進の育成、

保有しているノウハウの伝承、マネジメントのサ

ポートという期待役割が設定されていた。しかし、

実際に役職定年者の保有している強みや技術の棚

卸しを行っていくと、スキルの変化などがあって

育成を担うことが現実には難しく、伝承すべきノ

ウハウもそれほど多くないということが見えてき

た。また、マネジメントのサポートという役割も、

後進のマネジャーにとってはかえってマネジメン

トを難しくする原因にもなっていた。このケース

のように、現在の環境や本人の強み、周囲の期待

に向き合うことをせずに、ベテランだから「育成

だ」「伝承だ」「サポートだ」と安易に考えてしま

うことは失敗のもととなる。

　そういう意味からも、期待役割を設計して終わ

りにしてはいけない。その期待役割をベースに、

次は上司と本人による深い対話を通じて、組織の

中での具体的な役割や行動を擦り合わせていくプ

ロセスが必要になる。ところが、この対話を阻む

のが上司側の意識である。「もう、あまり働く気が

ないだろう」「若者と同じような新しい業務は任せ

られない」など、一方的な上司側の思い込みによ

り、役職定年者の活躍を阻んでしまうことがある。

　加えて大切なのが、役職定年者のキャリア意識

の転換である。役職定年を迎えたら“あがり”な

のではなく、そこからあらためて目標を設定する必

要がある。かつて行った研修の中で、あるベテラ

ン社員が、自分のキャリアを振り返り、「本当の老

化は年齢で始まるのではなく、目標を失ったときか

ら始まる」と述べていたことが印象的だった。会社

として本人がしっかりと目標を持てるような機会を

提供し、意識転換を図っていく必要があるのだ。

［ 3］活躍に向けての施策とポイント

　このケースでは、組織としての役職定年者の活

躍イメージについて、本人を巻き込みながら創造

していくことになる。まずは経営サイドや人事サ

イドが期待役割を明確にした上で、社員に浸透さ
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せ、上司と本人の双方がそのことについて深く考

えて、対話を深めていくとよいだろう。

　そこでのポイントは、制度上は詳細な期待役割

をつくり込みすぎないことだ。役職定年者となる

と、その専門性や経験値、また所属する組織の状

態も含めて、個人間のレベル差が大きくなること

が想定される。よって期待役割も、そのレベルイ

メージや貢献する範囲のような大枠を提示するま

でにとどめ、その後は、上司と本人が各職場でしっ

かり落とし込んでいくことが重要となる。

　また、このときに効果を高める施策として、役

職定年を迎える少し前の段階で、上司と役職定年

者本人を同時に集め、十分に対話する場を提供し

ていくことが挙げられる。もちろん、これは本来

であればルーティンの目標面談の中で、ラインの

業務として行われるべきではあるが、自然の成り

行きに任せたままで、うまく機能するとは想定し

ないほうがよい。良質な対話ができるようになる

までは、両者の間に存在する心理的な抵抗が大き

く、またお互いの思い込みが対話を阻害するため、

中立的な第三者が仲介役を担うほうがよい。

［ 1］ケース概観

　ケース②では、役職定年者のもう一つの典型的

パターンを紹介する。それは、役職定年後も活発

にアクションを起こすが、すべてを自分の物差し

で判断して動いてしまうため、組織や上司の意図

や狙いとズレが生じ、関係が悪くなってしまうケー

スである。このタイプの役職定年者は、管理職時

代からのスタイルが変えられないので、本来自分

がやるべきルーティン業務や単純作業を若手に

振ってしまい、結果として周囲からも反感を買っ

て、組織の中で孤立してしまう。

　このケースの役職定年者にインタビューをする

と、「上司の方針や戦略が間違っている。指示が

曖
あい

昧
まい

で、自分が判断し、動かざるを得ない」と上

司を批判したかと思えば、「この職場は仕事への積

極性が足りない。コミュニケーションが悪い」と

職場に対しても上から目線で不満を口にする。最

後には「自分がマネジャーを続けていれば、こん

な状態にはならなかった。役職定年制度なんて時

期尚早だった」といった制度批判的な発言を繰り

返すのである。

　逆に、上司側にインタビューをすると、「こちら

の方針に聞く耳を持たず、自分の意見を主張する

だけで、勝手な行動ばかりして困る」「環境が変わ

り、全社の方針も変わりつつあるのに、昔の成功

体験から抜け出せない」といった声が聞こえてく

る。また、職場のメンバーからは「批判ばかりで

口はよく動くけれど、手を動かす気配がない」「自

分の慣れた業務に閉じこもり、新しいことに挑戦

しない」などと、こちらも批判を重ねる結果となっ

てしまう。

　まだ活力もあり、自ら動こうとしているベテラ

ン社員が、なぜ組織の中で孤立してしまうのか。

そして、その活力を組織に貢献する形で発揮させ

ることはできないのだろうか。

［ 2］課題分析と真因

　このケースでは、表出している課題が明らかな

ようにも思えるが、本人にそれを指摘しても簡単

には改善されない。このような行動パターンに陥

るのは、役職定年制度という仕組みも含め、今の

自分の状況について納得できないという本質的な

要因が隠れている。

　このような役職定年者の行動の背景には、「自分

の存在感を示したい」、また「上司よりも自分のほ

うが有能であることを見せつけたい」という思い

ケース●②：
役職定年後、うまくコミュニケーションが取れ

ず孤立してしまう社員

労政時報　第3926号/17. 3.10 67



特集 1

がある。ルーティン業務などは管理職時代と同様

に後輩に振ってしまうことで、本人の有能感につ

ながっている。また、新しいことにチャレンジし、

失敗してしまうかもしれないと思えば、それに一

歩踏み出すことも躊
ちゅう

躇
ちょ

してしまう。

　このケースの役職定年者を活躍させていくには、

こうした自尊感情に向き合うことが必要になる。

［ 3］活躍に向けての施策とポイント

　このケースでは、まず本人の内省を促し、自己

肯定感を抱けるような意識転換を図る。こうした

意識転換なしに、いろいろと手を打っても逆効果

になってしまいかねない。

　一般的な施策としては、キャリア研修という形

を採るが、若手向けのキャリア研修とはポイント

が異なってくる。最も重要なのは、研修の中で役

職定年者が現状の自分について深く気づけるよう、

徹底的に自分自身の現状を問い直し、深掘りして

もらうことである。

　具体的な方法として、ありたい姿に向けての自

分の課題を三つ挙げ、それぞれで「なぜ現状の自

分は…なのか」という問いを 5回繰り返していく

［図表 3］。そのとき、環境要因などの他責になら

ないよう、時間をかけて、自分の内面の課題を自

分の力で掘り起こしてもらう。これを通じて、現

状の自分について気づきが生まれた後、上司と対

話する中で今後どうしていけばよいのかを擦り合

わせていくことになる。こうした取り組みを通し

て、「自分のプライドを守ろうと必死だったが、プ

ライドは自分自身ではなく仕事の成果に持つべき

ものだった」というある役職定年者の発言が印象

的だった。

　このような気づきのプロセスは、職場の中で上

司と行うことがベストではあるが、上司が年下に

なってしまうことや、上司は役職定年前のために、

本人の気持ちに共感しきれないことが大きなハン

ディキャップとなる。そのため、上記ケース①と

同様に、まずは人事がリードする形でキャリア研

修を企画するなどのきっかけづくりが重要になる。

　このケースの役職定年者は周囲からの評価に敏

感であるが、それゆえに、こうした切り替えがう

まくいき、上司との役割の擦り合わせができれば、

積極的に周囲に貢献する大きな戦力に生まれ変わ

る可能性が高い。

［ 1］ケース概観

　ケース③では役職定年者から離れ、一般社員の

問題を考えていく。最初のケースは、スキルの変

化に対応できず、“負債化”した社員である。今

や、すべての業界において技術進化は目まぐるし

いスピードで起きている。第一線で活躍し続ける

には、日々新たな技術の習得やスキルの開発に取

り組み続けなければならない。

　そのような時代にもかかわらず、多くの企業で

はベテラン社員が“負債化”してしまっている。

この「負債化」について、経営コンサルタントの

細谷 功氏は、著書『会社の老化は止められない。

宿命にどう立ち向かうか』（日本経済新聞出版社）

の中で、「身につけた常識や知識が、ある時期から

新しい環境変化への対応に際して負の影響を及ぼ

す」ことと表現している。

　ここで注意したいのは、“負債化”しているの

は、ベテラン社員そのものではなく、あくまで彼

らの持っているスキルや専門性であり、これまで

に身に付けてきた知識や経験に固執するがゆえに

変化に対応できなくなっているということだ。

　では、なぜベテラン社員はそのように固執して

しまうのだろうか。また、知識や経験を負債化さ

せない方法はないのだろうか。

ケース●③：
スキルの変化に対応できず、“負債化”した社員

労政時報　第3926号/17. 3.1068



実務解説
40代・50代社員をめぐる課題と施策

［ 2］課題分析と真因

　自分の持っている知識、経験、スキル等が邪魔

をして、新たなことにチャレンジできなくなる要

因としては、次の三つが考えられる。

　一つ目の要因は、現在持っている知識やスキル

を放棄することへの心理的抵抗である。ある一定

の時間をかけて習得した専門性が、無価値になる

かもしれない状態に自分を置くことへの抵抗から、

積極的な学習に距離を置いてしまう。

　二つ目の要因は、ここまで積み上げてきた経験

から来る過信である。つまり、「これまではこれで

やってきた」「このままでもきっと何とかなる」と

将来を過去の延長線上に捉えている。しかし、歴

史を紐
ひも

解けば国の基幹産業も移り変わり、そして

多くのものづくりの現場が自動化され、そこに人

員が必要なくなったように、「なくなるはずがな

い」「わが社は大丈夫」という絶対的な安全が見込

める領域はどこにもない。

　そして三つ目の要因は、「新たなことを学んでも

体得できないのではないか」、もしくは、「若手に

負けるのではないか」という恐れである。

　この心理的抵抗、過信、そして恐怖や不安が相

まって、現状維持もしくは現状の延長線上での努

力しかしないという結論を導いてしまうのだ。

図表 3  �自分自身の現状を問い直す「自己探求シート」

［注］�　具体的な内面的な課題の深掘り方法については、拙著『なんとかしたい！「ベテラン社
員」がイキイキ動き出すマネジメント』（日本経済新聞出版社）をご参照ください。

ありたい姿に向けて、自分の課題となっている
と思われるものを三つ記入する

自分の課題から、問い
を自分で立て、自分で
答える。自問自答を繰
り返して自分自身を深
掘りしていく

答え

問い

答え

問い

答え

問い

答え

問い

答え

問い

ありたい姿
に向かって
の課題

課題の
真因

自分自身
についての
気づき

課題克服
に向けて
の取り組み

課題を深掘りして、自
分について気づいたこ
とと、克服に向けて取
り組みたいと思ったこ
とを記入する
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［ 3］活躍に向けての施策とポイント

　こういったケースでは、何よりも本人の意識改

革が欠かせない。そうなると施策としては、やは

りキャリア研修という選択肢になるが、そのキャ

リア研修を実施した結果、本人たちをさらに頑
かたく

な

にさせる可能性があることに注意しておきたい。

つまり、これまでの知識や経験があるために変化

に対応できなくなっているにもかかわらず、自分

のキャリアを振り返り、強みの棚卸しを行うと、

そうした知識や経験を“負債”ではなく、“資産”

だと見誤ることがある。

　したがって、キャリア研修を効果的に組み立て

ていくには、環境変化についての深い理解ととも

に、キャリアの振り返りにおいて、知識、経験、

スキルといった外的要因にフォーカスするのでは

なく、“自分はこれまでのキャリアでいろいろな壁

を越えてきた”というプロセスにある内的要因に

フォーカスする。それにより、これからも壁を越

え続けていけるという自信を育むことにつながる。

　一方、そうしたキャリア研修を踏まえて、本人

の希望に応じたキャリアルートの整備、あるいは

強制的な異動措置についても一考の余地がある。

抵抗感、過信、恐怖・不安にさいなまれて変われ

ない本人を、半ば強制的に新たな環境に向かう後

押しをすることも、組織として資産を負債化させ

ないための重要な施策といえる。

［ 1］ケース概観

　一定以上の年齢に達し、昇格や昇進の可能性が

なくなったことで、目標を見いだせなくなってし

まっているタイプのベテラン社員も少なくない。

これを端的に表現すると、出世や評価といった外

発的な動機の側面しか、仕事の意義や意味を見い

だせないタイプともいえる。

　では、彼らがダメな社員だったのかと言えば、

決してそういうわけではない。多くの場合、会社

への高い忠誠心から、不本意なことも含めて会社

に言われたとおりに一生懸命取り組んできた。た

だ、結果として、「いつかは誰もが管理職になれ

る」という古き良き時代の幻想から覚めるのが少

し遅かっただけである。

　このケースでは、目標を失い、モチベーション

が下がっていると同時に、管理職になれないこと

に対する会社への恨みを同時に抱いている可能性

が高い。そして「こんなに頑張ってきたのに」と

いう思いからなかなか前向きになれない現状があ

る。

　では、もともと忠誠心の高かったベテラン社員

を、どうすれば再び前向きにできるのだろうか。

［ 2］課題分析と真因

　このケースには大きな問題が二つある。

　一つ目の問題は、本人が仕事の意義ややりがい

を組織内の評価でしか感じられなくなっている点

である。本来は結果としての評価ではなく、誰に

どのような付加価値を提供できるのかという、仕

事そのものの意義や効果に向き合う姿勢を早い段

階で身に付けるべきだった。しかし、そういった

ことを意識せずに、この年齢まで来てしまった点

に課題がある。

　もう一つの問題は、このような状態をつくり出

した組織と上司のマネジメント力不足である。組

織としては、誰もが管理職になれる時代ではない

ことをもっと早くに気づかせるべきだったが、あ

えてそれに気づかせないようにしてきた側面もあ

るだろう。企業が用意しているキャリアプランな

るものは、多くの場合、「標準昇格プラン」を示し

ているにすぎず、それが画一的なキャリアルート

ケース●④：
昇格・昇進の見込みがなくなり、モチベーショ

ンが低下している社員
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に当てはめることを意図しているならば、多様性

や強みを活かすというキャリアの考えからは真逆

の発想といえる。このような状態では、ごく一部

の優秀な人材を輩出することはできても、同時に、

出世競争によって多くの敗者を生み出す仕組みに

なってしまう。

［ 3］活躍に向けての施策とポイント

　このケースでは、以下の三つの施策を連動させ

る必要がある。①人事制度上の問題点を修正し、

②上司の内発的動機づけを支援していく力を高め、

③本人に仕事を通じての喜びが何かを考えてもら

う、というステップである。

　実際、人事制度上の問題点というのは、それほ

ど発生するケースではないだろう。例えば、報酬

水準をコントロールすることだけを目的とした人

事制度改定などがあって、あまりに不合理な状態

が生じ、本人が処遇に納得していないのであれば

問題である。ベテラン社員の活性化を組織として

訴えていくのであれば、まずはその是正なくして

取り組みは進んでいかない。

　その上で、ベテラン社員が自分の仕事の目標を

しっかりと描くキャリアデザインの機会を提供し、

その目標の実現に向けて、上司が本人と向き合い、

対話をし、職場の中での役割の開発を行っていく

ことが必要になる。

　もともとこのケースのベテラン社員は、組織か

ら認められたいという欲求が強い。内発的な動機

に気づき、キャリアビジョンをしっかり持っても

らうことが肝心である。それとともに、一方では

組織から「必要な人材ですよ」とメッセージを送

り、直属の上司からも「しっかり向き合っている」

という態度を示し、本人にそれを感じてもらうこ

とが、やる気の源泉となる。

［ 1］ケース概観

　ケース⑤は安住型のベテラン社員である。同一

業務を長期間担当しているため、その業務が本来

の期待役割と比較して、かなり物足りない状態に

なっているケースだ。

　実際に、ある企業のキャリア研修で、20年間同じ

業務をしているというベテラン社員に出会ったこと

がある。本人は、「自分は上司よりも部署の業務に

精通しており、誰も代わりができなくて、また相談

もできず大変だ」と自分の仕事を振り返っていた

が、一方で、上司や周囲の仲間は「いつまでたって

も仕事を手放さない」「属人化して自分の世界をつ

くっている」といった課題を彼に対して感じていた。

　このようなケースでは一体何が課題になってい

るのだろうか。

［ 2］課題分析と真因

　結果として同一業務に安住していたのはベテラ

ン社員のほうだが、上司は業務を変えようと思え

ば、いつでもそれを変えることができたはずであ

る。このケースを考えていくには、安住してしまっ

た本人の課題と、安住させてしまった環境やマネ

ジメントについても同時に考えていく必要がある。

　本人の課題としては、あまり深くキャリアにつ

いて考えていないということがある。言われたこ

とをやるというスタンスが強く、そういう点では

自分でキャリアをつくっていくという意識を醸成

していかなければならない。

　また、環境の問題として、マネジャーは組織の

安定性と変化のバランスをしっかりと考慮しなが

ら、時には一定の期限を切って業務を変えて、引

き継ぎをさせていくことが重要となる。そのため

ケース●⑤：
仕事内容に長年変化がなく、安住してしまって

いる社員
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に、部門を超えた異動の仕組みについて組織的に

検討する必要もある。

　この点、部門間での異動を本人と会社が交渉し

て進める社内公募制度や社内フリーエージェント

（FA）制度の導入も考えられるが、一度評価が低

く付いてしまった社員は、なかなか受け手の部署

が決まらないことも多く、それを理由にして、結

局は長期間同一部署に滞留する懸念もある。

［ 3］活躍に向けての施策とポイント

　このケースでは、まず本人と上司の意識改革が

欠かせない。ただ、優先順位としては上司から変

わっていく必要がある。こうした安住型の人材が

生まれてくることのリスクや、属人化した業務の

リスクをしっかりと認識し、改善していくという

意識を高めなければならない。

　また、意識だけでは変わらない場合は、人事制

度などでローテーションを義務づけることも検討

に値する。多くの組織では、優秀な人材は頻繁に

ローテーションし、その他の人材は、比較的長期

間、同一部署で業務習熟度を高めていくという異

動政策が取られてきた。専門性を高めるという観

点に立ってのことだが、今後は狭い範囲での専門

性ではなく、メタコンピテンシーとしての変化対

応力を強化していくことを軸にして、異動施策を

運用していくべきである。

　そして、もちろん本人の意識・行動改革も避け

ることができない。このケースでもキャリア研修

というのが一つの施策となるが、自ら主体的に変

化を起こすような意識への改革を主眼としたプロ

グラムの実施が重要となってくる。そこでは、受

身のキャリアデザインではなく、社会や組織の置

かれた環境を理解し、また自分のステージ（立ち

位置）を自らデザインしていこうという意識とス

キルが必要になる。キャリア観を進化させていく

という点では、負債化した社員のケースと同じだ

が、一番の違いは、自分の組織における役割・ス

テージを意識させるという部分にある。その実現

に当たっては、キャリア研修の中で、より未来の

視点から求められる組織の環境を考えてもらい、

上司もしくは組織からの期待値と自らの現状との

ギャップを明確にしていく。

　ここまで、ベテラン社員が不活性に陥る五つの

パターンを検討してきた。そのエッセンスは、［図

表 4］に示したモデルにまとめられる。ケースに

よって、もしくは個人差によって重要なポイント

が異なってくるものの、ベテラン社員を活性化し

ていくには、大きく 3段階の変革が必要になると

考えられる。

［ 1］�時代と環境に適応したキャリア観、価値観の

醸成

　 1段目としてベースにあるのは、キャリアにつ

いての価値観の革新である。昇格・昇進を目標に

して、競争に敗れた以降、あるいはポストを外れ

た以降を“キャリアの余生”と捉えるのではなく、

組織や社会に貢献することや役に立てること自体

にやりがいを持つというキャリア観に変革してい

く必要がある。

［ 2］上司や周囲との良好な関係性の構築

　 2段目は、上司や周囲との関係性の革新である。

ベテラン社員自身が待ちの姿勢ではなく、年長者

であるからこそ、自分から率先して良い関係性を

育んでいくスタイルを身に付けなければならない。

上司や周囲も、ベテラン社員に先入観を持って接

したり、孤立させたりしないように、しっかりと

対話する場をつくる必要がある。

3 	 	まとめ

労政時報　第3926号/17. 3.1072



実務解説
40代・50代社員をめぐる課題と施策

［ 3 ］�絶えず学習し、変化していく能力を身に付ける

　そして 3段目は、能力の革新である。これから

は積み上げてきた専門性に固執することなく、絶

えず新たな能力を開拓する変化対応力を高めてい

くことが重要になる。絶えず学習することを促し、

今後のキャリアを主体的に選択できるようにチャ

ンスを拡大し、変化を後押しするような風土も必

要になるだろう。

　

　これら三つの変革を推進していくために、組織

として人事制度の再検討、マネジメント能力開発、

キャリア研修の実施、風土改革など一連の施策を

連動させていくことが求められる。こういった広

範囲な取り組みは、つい後回しにしたり、もしく

はベテラン社員の活性化は難しいと考えて躊躇し

たりしてしまうかもしれない。しかし、そうした

課題と真剣に向き合った企業からすでに果実を得

つつある。ベテラン社員が多数派となる時代に向

けて、まずは人事部から、そのような“ためらい

の意識”を率先して変えていかなければならない。

新たな時代に向けて、年齢に関係なく人を活かす

力を持った組織の構築が、今まさに求められてい

るのだ。

図表 4  �ベテラン社員の活性化に向けた変革モデル

風土改革 人事制度改革

時代と環境に適応した
キャリア観、価値観の醸成

上司、周囲との良好な
関係性の構築

絶えず学習し、
変化していく能力
を身に付ける

年齢に関係ない、
イキイキとした活躍の実現

（
キ
ャ
リ
ア
）
研
修
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ネ
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ン
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力
開
発

労政時報　第3926号/17. 3.10 73


