ニユース・ダイジエス卜
. . 1509001 双期改定ワークショップ
日本規格協会主催のIS09001 次期改定ワークショップが2012年 2 月 22 日東京大学で開催された。

ワークショップの目的は次のようなものであった.

1
.I
S
O 9001

の今後の方向性及び追加・強化・明確化・整理すべき概念・事項に関して議論し、 ISO

9001 定期見直しに対する日本のポジションを明確にする.

2
.I
S
O9001
3
.I
S
O9001

改正作業へのインプットとする(可能であれば定期見直し投票時に提示する )0
をより効果的なものとするためにlSO 9001 はどうあるべきかについての圏内ユーザー、

関係者の実際の声を集める。

4. よりよい認証制度に結びつくような規格のあり方について検討する。
1""4 の目的を踏まえながら、今後もISO 9001 を第 3 者認証制度の基準として位置づけるという前
提で、今後10--20 年先を考えたときに、 lSO 9001 に何をどの程度求めるかについて議論した。
ワークショップ開催軍備委員会では、有効な品質マネジメントシステムの実施に必要な組織の能力(特
性)として、特に下記 (1) ...., (5) の 5 つの要素を取り上げ議論を進めた。すなわち、これらの要素に

関してどのような側面に着目し、どのような能力をみるべきか、そのためにどのような要求事項がISO
9001 に含まれるとよいか、またそうした場合にどのような課題があるかについて議論した.

(
1
) 認証制度における基準としてISO 9001 はどうあるべきか(どの程度のレベル、帽の広さがISO
9001 に必要か)

(
2
) 技術力(技術力そのもののレベルアップが可能なQMS)
(
3
) パフォーマンス(結果、パフォーマンスに結びつくようなQMS)
要求事項がWhatで記述されているためにレベルについては言及できず、結果として成果に
結びつかない@
然るべきパフォーマンス指標を自ら設定できるようにする.

(
4
)

マネジメント力 (QMS の設計能力，改善能力)
MS設計能力、 MSの脆弱性をみる能力
当初QMSを構築したときの意図との照らし合わせ

トップの関与
(
5
) 人のマネジメント(人の能力が十分に発揮できるようなQMS)
認証の信頼性の問題は、組織の人の側面が上手くみられていないことに由来(人の能力が発
揮できるようにするためにどのようにマネジメントをするかというところの記述が不足)。
なお、このワークショップの様子はアイソス 5 月号に掲載される予定である。

【ヱユース】マネジメントシステム関連のヱユース・ダイジエスト、テクノファ量街ヱユース・・・ 1-2
【講

演】 I組組マネジメントにおける人間関係j

行動科掌研究所代轟取舗位
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今野能志氏・ ・ ・ 3-8

「

テクノファ最新ニユース
-官公庁関係の委託事黛について圃
現在、弊社ホームページの会社沿革には、 .2009年10月:経済産業省から 「アジア域内の知識経済化
のための π活用等支担事業J を受託 .2010年4月:経済産業省から『貿易円滑化プロジェクト」でマ
レーシアへの太随光発電に関する提案が採択される という 2項目を掲載しておりますが、勢社の官公庁
香託事業は、約8年前から狙立行政法人原子力安全基盤機構様をきっかけに始まりました.原子力の世界
は、昨年の3.11以降、多くの方の目にさらされる状況が発生し、
「閉鎖的な組織風土に問題があるのでは
など」意見はいろいろありますが、 一部の関係者の皆様は問題意識を持ち、原子力安全に対する国民の信
頼を取り戻すべ〈今まで以上に品質マネジメントに着目した取り組みがなさオし弊社も徹力ながらご協力
をしています.上記の2つの経済産業省委託事業の共通点は「アジア」 ということで、 lつ目の案件は、
日本の庁rパスポート」という国家資格猷験を東南アジア各国と共通の枠組みで実施していくための広報
セミナーを各園で実施するという仕事、 2つ目は太陽光発電がますます普及していく中、太陽電池パネル
はしっかりとした製品品質を持つものであるととを保証するための製品商証の仕組み(日本が持つノウハ
ウ)をマレーシアに移転しようというプロジェクト。どちらも2年間の取り組みが無事修了しましたが、
事業を通じて日本はやはりアジアの一員であるということ、そして、グローバル経済がますます発展して
いく中で、 権済産業省はl日本そして目本企業のプレゼンスを維持・向上させるために、頭を使っている
と共に、広〈知恵を世の中から求めてもいる、という点を強〈感じました。少子高齢化がますます進む日
本に比べ、東南アジアには子どもがたくさんいます。人口がどんどん増えています.それとそが国が発展
していくエネルギーであるととがよくわかってきました。
そして最後ですが、咋年より新しく発足した基串認証イノベーション技術研究組合に勢社も事参画し、そ
の各種プロジェクトに参画しております. h従P://is-担0也k.or.jp/ind低h出札 今後、エネルギー・環境に関
するプロジェクトがここでも活発に動き出しています。私自身との2年聞を振り返ってみると、タイ、ベ
トナム、マレーシア、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、 シンガポールと訪問し、いままでの業務
の中でlSO関係以外で、こんなに海外出聾があるとは思ってもいませんでしたが、新規事業の一端として
当面、東南アジア出蜘鴨きそうです。
青木恒亭(常務取締役研修事業部長兼事業開発部部

.【第 7 回環視プランナー・ベーシック資格鼠験1 2012年 6 月 17 日実施.
一般社団法人渇墳プランニング事会認定

￨

エコ検定のスキルアップ資格試験として定着した【環境プランナー・ベーシッ | 環境フランナー・

ク資格試験】も今回で 7 回目となり、業績を上げている企業ほど、自社内外の環|

境問題を常に考え取組み貢献しています~

ベーシック

で空ラそ?.J

自分の持つ環境の知識を形として証明し、企業・組織など様々なフィールドで | 間諜ぬ弓mT
活躍できる環境の知歯を知恵に変えましょう o
→・
.鼠験日: 2012年6月 17 日(日)実施
。
.受験料: 一般7.350 円、エコピープル5.250円
・試験会場:札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・富山・金沢・広島・福岡・宮崎等
公式テキストは、【送料無料】でテクノファの HP で販売中
ー
、‘
hゅ://www.恥hnofer.ωjp/同組ing/，∞nsul也19/pl由exam.h凶

.低C02 JII 崎パイロットブランド奨励賞に選定.
低炭素社会に貢献するセミナーとしてテクノファの 3 つのコースが、川崎市より低 C02 川崎パイロッ
トプランド奨励賞に選定されました
.IS014000審査員研修コース (TE21)
.IS014001 内部監査員2 日間コース何百3 1)
.温室効果ガス排出量算定者/検証人(ベリファイヤー)養成5 日間コース (TM16)

・改正15019011 : 2011 ポイント栂説セミナー (5Q31) を開催しました・
品質・環境だけでなく幅広い範囲のマネジメントシステム監査の手引きとする目的でlS019011

:2011

が改正され、 2012年3 月 21 日にJIS版が発行されました。この改正では、第三者認証審査に対する基準規

格が、 lS017021:2011 となったことから「内部監査・第三者監査のための監査の手引き」 が主眼となり
ました.ポイント概観セミナー を2月、 3月に3会場で開催し好評いただきました。
lS019011 の重要な要素と精用するための効果的な方法論を漬習を含めてお伝えする 1 日研棲コ ースを5
月 15 日 w に開催する予定です.詳細はテクノファ HPをご覧下さい.

組織マネジメン卜における人間関係
(一人ひとりがモチベーシヨン商く、活き活きと活躍するために)
行動科学研宛前代表取締役

今野能志氏

本稿は昨年 12月東京大井町きゅりあんで開催された第18回テクノファ年次フォーラム

の欝演から行動科学研究所代表取締役今野能志氏の講演を紹介します.
皆様はlSO に闘係している方と伺っております.
システムを動かしているのは人間です。その人聞
が粗末に扱われてきた経緯があり、そうした立場

からお話させていただきます.

私のプロフィールを簡単に申し上げます.私は
学術関係ではなくて、実務領域の人間です。石油
会社で 50歳まで、最初は営業を後半は人事の仕事

をしていました.. 10年近く営業をするうちに「人j
に関心を持ち始め、管理者教育の仕事に携わるよ

うになりました。在臓中に社内留学という形でカ

ウンセリング及ぴ心理臨床という世界を勉強しま

とです。どういうときにやる気になるかというと、

した.現在はキャリアカウンセラーと HRM.

やりたいととがはっきりしていて、やりたいよう

HRDのコンサルタントという両方の立場で仕事を

にやれるときなのです。

しております.キャリアカウンセラーは個人を対

日本の企業に行きますと、昨今は職種に関わらず、

象とし、 HRM、 HRDは人事管理・人材開発分野

何処の現場でも活気が感じられません.話を聴く

であり企業を対車とした活動になります。他に、

とやりたい仕事をやっていないというととに尽き

キャリア・カウンセリング、産業カウンセリング

るのです.つまり『目的を持って働いているのか』

に関する養成、指導に携わっております。キャリ

ということです。

アコンサルティングに関しては厚生労働省が主管

入社したばかりの私がいきなり言われえ乙とは「乙

している認定業務に閥わっており、企業に対して

の会社はいつ無くなるか分からない。 J というもの

も経営人事のコンサルティングや各種研修などを

でした.今いろいろな外圧で多くの日本企業は苦

符なっております.

しんでいます。為替などは自助努力でなんとかな

るものではありません。そうした影響で廃業せざ
-モチベーションとは

るを得ない企業も出てきています.いつ何時そう
したクライシスが起きるか分かりません。ですか

モチペーションとは

らこの会社でずっと働きたければいい仕事をする
しかないわけです.

「自らやる気になること』
ーどういうときに、やる気になるか

-働く目的・自分の人生とは
今、日本の企業では多くの人が「自分の仕事が

-やりたい ζとをやりたいようにやれるとき

何なのかよく分からない。希望しない仕事をやら

「目的を持って働くこと」

されている.働く充実感が無い.何のために働い
ているのか分からない.J と感じているようです.

(私が入社したとき)

これではモチベーションは上がりません。「何のた

今日の主題は「モチベーション」になると思い

めに仕事をするのか、自分にとって働く意味とは

ます'. r一人ひとりが高いモチペーションで仕事が

何なのか..J とれが、キャリアを考えるというとと

出来るようになるには」 ということです。人から

なのです。「自分の人生の主人公は他でもない自分

言われてやる気になってもそれは偽りであり、本

なのだoJ という自覚を持っていますか。

物の「モチペーション」 とは自らやる気になると

一人ひとりが自分の人生の主人公であり、責任

3

「

者なのです。自分らしい生き方とはどういうこと

てないのは当たり前のことで、ストレスに弱い人

なのか漠然としていて、言葉できちんと表現でき

がとても増えています。

る人はなかなかいません。何が大切か気付いてく

-キャリアとは

ると、何のために働くのかが分かつてきて充実感

そこでキャリア・カウンセリングが大切になっ

を味わえるようになります。この答えを持ってい

る人は自覚していないだけで、少なからずいます。

てきます。キャリア・カウンセリングは自分の目

そういう人はいい仕事をし、なおかつ楽しめます。

標が見えてくる、働くことが楽しい、仕事が面白

「仕事とは苦行、難行ではない。楽しみなさい。

いと感じられるようになるお手伝いをするものです。

そうでなければ何のために働いているのか分から

そして自分の成長が実感できるとストレスに強く

ないではないか。」ということです。理由は、自分

なれます。心療内科に行かれる方は自分のキャリ

のために働くと思える人がいい仕事をするからです。

ア目標のようなものを持てない人が圧倒的に多く、

会社のためでも家族のためでもありません。世の

周囲の言動に振り回される傾向があります。そう

ため人のために働くという方がいますが、私に言

いう方も、実は無意識レベルで「なりたい自分」

わせればそれは自分のため、自分の気持ちを満た

を持っており、きっかけさえあれば気付くのです。

すために働いているのです。

カウンセラーは専門の心理職としてそこにアプロ
ーチします。キャリア・カウンセリングとは、そ

自分の人生って誰のもの?

れぞれの人がその人らしく生き生きと働けるよう

自分らしい生き方って?

になるために行なわれる専門家による JÙ哩的な支援、

自分が大切にしたいものは?

援助です。

なぜ、何のために働くの?

言い換えればその人のキャリアを考えるための

この筈を自分で持っている

司・・b

仕事を楽しめる

.

‑

支援、援助をすることであり、専門用語では「キ

ャリア開発を支援する」という乙とになります。

いい仕事をする

「キャリア」という言葉が日本社会で普段使わ
れるようになって数十年経ったでしょうか。少な

自分のために働くのだから

くとも 30年前の日本では「キャリア」という言葉

は一般的ではなく当時は存在しなかった概念です。

日本には「自分のために働く」と思えない人が

たくさんいます。だから辛いのです。その背景は

そのため間違って使われておりますが、簡単に言

個人主義の意味がきちんと理解されていないこと

いますと「キャリア」は仕事人生です。働くこと

にあります。日本語で個人主義と言うと利己主義

を中心にした人生展開、或いは全人生の中で何ら

の意味で捉える傾向がありますが、違います。イ

かの意味で働くことに関わっている部分、或いは

ンディビジュアリズムとはまず自分を大切にする

人生そのものと考えても良いです。

II キャリア(臼開er) I

ことであり、自分だけを大事にするエゴイズムと
は異なります。自分を大事にする乙とをお互いに

Life( 全人生)

認め合い、それ故他人も大事に出来るのです。
自分の将来を描いている人は自分の答えをちゃ

家庭

んと持っている人です。自分の答えを持てない人は、
趣味

自分の将来は親や先生が決める事、或いは会社が

W
o
r
k
l
n
gL
l
f
e

遊び

(仕事人生)

決める事だと勘違いしているからではないでしょ

うか。ですから自分の将来像を描けずに働く楽しさ、

友人

仕事の面白さを知らないのです。子どもで言えば、
大事な乙とは学ぶ喜び、感じる喜び、或いは知る

『キャリア開完Jキャリア・カウンセリンゲ』より

楽しさをまず味わうことです。そうでなければ勉

全人生“Life" で捉えていくと家庭・遊び・友

強しようという気にならないでしょう。新しいこ

人関係・趣味があるのですけど最も大切なのは働

とを知るのはとても素敵なことだと感じた子ども

く事でその部分を“Working

たちは親が勉強しなさいと言わなくとも楽しく勉

日本語にすると「仕事人生」という言葉が適当に

L百'e"といいます。

強します。それ料喰教育の大前提なのですけれど、

なります。この“Working

ここ数十年日本の学校教育はそうなっていません。

家庭も振り向かず、友人関係も持たず、趣味も無

Life" が大きい人は

その為、そうした教育を経て社会人になった人達

く只ひたすら働いている、逆に小さい人は家庭・

が働く楽しさや仕事の面白さを見出せず目標を持

趣味・友人関係・遊びを仕事より大事にします。
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この「遊び」が実はモチベーションと関係する

*内的キャリア (Internal C
a
r
e
e
r)
と外的キャリア (External C
a
r
e
e
r
)

のです。先程やりたいことをやりたいようにやっ
ているときにモチベーションが最も高まると言い

-〆ノ，/，/，，戸

ました。「自己実現」と言う言葉で有名なアプラハ

/

岳--t~ 仕
鵠事の
崎積輔媛

/ 外的キヤリア C;:;~ 仕事の分野

ム・マズローという心理学者がいますが、彼は「仕

i 変勧わる伺可舵鵬

Ca
r
eer‑
t
:

事の場面で自己実現している時は自分にとってそ

i

;

笹

\ 内的キャリア 特腕 価値 意向

の仕事が遊びのような状態なのだ」と述べています。

//

、、、、

遊びはやらされてやるものではありませんし、仕

“ー一_.......~

事も自分にとっての仕事です。遊びと同等の感覚

‘働きがい{QWQJ
生きがい伊副OL)

『キキリア銅銭I~'J ア・カウンセリング Ji.'}

になっている状態、それが「自己実現J です。
『ワークライフバランス」という言葉がありますが、

キャリアです。自分にとっての働くことの意味、

日本語と英語では違いがあります。英語の場合は

意義価値であり非常に抽象的な世界です。本来は、

“Work" と“Life" のバランス、調和です。日本

その「なぜ」が無いとごろで仕事や会社を選ぶこ

で「ワークライフバランス J

と言うと、なぜか子

とは出来ません。しかし、そこを無視して一生懸

育て支援に関する意味合いになっていますが、本

命頑張って来たので日本はここまで成長出来たの

来の概念からすると違います。

です。

そして今後、成長した段階で大事にしなければ

.Work (仕事)

いけないのは、自分らしい生き方をするための「内
的キャリア」です。分かり易く言いますと、「生き

“Work" には報酬が伴うものと伴わない、二通
りがあります。報酬が伴う“Work" の典型が会

がい」とか「働きがい J

社の仕事“Job" です。報酬が伴わない“Work"

がいを感じない仕事はつまらなく、生きがいを感

とは活動、或いは運動です。ボランティア活動も

じられない人生は虚しいです。自分にとっての生

“ Work" です。個人的にそうした宗教活動、文

になると思います。働き

きがいとは何か、働きがいとはどういう事か。

“Quality of Working Life" は以前よく使われ

化活動、芸術活動、政治活動など様々な活動をし
ている方は多くいます。しかも、その方の人生に

た言葉ですが、現在は余り聞きません。しかし、

於いて会社の仕事よりも活動の方が大事だ、とい

欧米ではいまだにこれを大事にしようとしています。

う方もいます。当然それでいいのですが、この間

日本も同様に向き合うべき課題です。

まで日本の企業では会社の仕事以外のことをする
のは好ましくないとみなされる傾向にありました。

-キャリア開発

とうした社会で多様性や個性を唱えても、片方

[

では個性を否定しておりナンセンスです。無色透

キャリア開発(臼reer Developmentn

明が求められたわけですが、敗戦後の日本を再建

砂肉的キャリアと外的キャリアの統合

するためには仕方の無い現実でもありました。

惨自分にとっての冬ヤリア(仕事人生 :Working

これからは''work''

Li旬)をどのようなものとするかを考え、その実現

の中に占める“Job" の割

合、バランスが大事になってきます。

に向けて取り組むプロセス

“Work" イ

惨働くこと(仕事 :Wo欣〉を通してなりたい自分にな

コール“Job" の方、或いは“Work" の中に占め

ろうとすること

る“Job" が非常に小さい方などそれぞれのパタ

(会社にとっては)

ーンをお持ちだと思います。その人なりの生き方

砂適材適所を実現すること

とはそういうことです。そういう人に限って会社

この時、予め踏まえておく必要があるのは、外

で手を抜くととはありません。それは自分の活動
維持のために報酬が大事だからです。

的キャリアが無くなる可能性があるという事です。

最初に申し上げたように意図せずに会社が倒産す
-内的キャリアと外的キャリア

るとともあります。日本でも統廃合が進められて

もう一つ大事なことは外側から捉えたときのキ

いる企業があるように、いつの間にか入社した時

ャリアと内側から捉えたときのキャリアがあります。

と別の会社になっていて、そんなはずではなかった、

外的キャリアというのは具体的な仕事、会社の職種

となる場合もあります。内的キャリアも変わる可

職業で「どういう会社でどういう仕事に就いて働

能性があります。人は心変わりするのです。自分

いています。」というものです。一方、何故そうい

の人生を考えることは外的キャリア・内的キャリ

う職業を選んだのか、その fなぜ」の部分が内的

アの両方を考えることです。
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「

それがキャリア開発“Career

Development"

から。自分にとって OKであっても他の人にはOK

です。 Development というのはアナログの写真で

ではないこともあるという事をわきまえておくこ

現像のことを言います。フィルム上の光学的反応

とが自己理解です。そうすると自分の物差しで決

を具体的な像にするのです。現像液に漬けると何

められるから自分の将来が見えてきて、キャリア

かが現れ、見えなかったものが見えてくる、気付

目標としてこうありたい自分の将来が定められる

かなかったことに気付く、それがDevelopmentで

のです。

す。英語では子どもの成長を Development といい

-キャリア開発の手がかり

ますが大人の成長も同様でして、内的キャリアと
外的キャリアを繋ぐことを意味します。「自分はこ

*キャリア開発の手がかり

ういうことに興味がある、だからこういう仕事を

したい」と考えたとき、内的キャリアに基づいて

パラダイム・シフト

仕事の選択肢を広げたり狭めたりして絞り込むこ

1)ヒト・モノ・カネという扱いをしない

とができます。内的キャリアがはっきりしていな

-ヒトとモノ・カネは遣う

いと具体的な外的キャリアが選べません。自分の

Working

・モノ・カネは計算ができる

Life をどうしたいのかを考えて実現に

.人は計算ができない

繋げるプロセス、 Developmentはそうした過程の

.モノとカネを使うのが人

意味、或いは働くことを通してなりたい自分にな
ろうとすることを指します。これがキャリア開発で、

2) その人のためにその人を大切にする

会社にとっては出来る人にその仕事をやってもら

(旧パラダイム)

う適材適所の実現です。一人ひとりが何をやりた

組織のために人を大切にする

いかはっきりしないとき答えを自分で出すための

組織にとって都合のいい人を作る

支援を会社が行なうのがキャリア開発です。しかし、
これはそう簡単なことではありませんから、専門

(新パラダイム)

その人のキャリア開発を支援する

家によるカウンセリングが効果的になるのです。

その人のためにその人を大切にする

-キャリア開発のキーワード
キャリア開発のキーワードが幾つかあります。「自

特に会社で働いている人にとっての手がかりは「ヒ

己決定・自己責任」、自分のことは自分で決めて

ト・モノ・カネ」という扱いをしないことです。

その結果を引き受けることです。自己責任の前提

これは古いパラダイムです。ヒトとモノ・カネは

が自己決定なのです。自分の生き方は他の人には

世界が違います。モノ・カネの世界は計算が可能

決めてもらえません。親に、先生に、会社に決め

でインプットをすればアウトプットがある程度計

てもらいたいですか。誰もそう d思ってはいないは

算できる世界です。ところが人間の世界は何かを

ずです。自分で決めたいのですが手がかりが無い

インプットしでもアウトプットは計算できません。

だけです。自分で決めたことでなければ責任を取

完全にブラックボックスであり、それを解明しよ

りたくはありませんが、自分で決めたことでした

うとするのが心理学です。同じ科学ですが片方は

ら自ら責任を取ります。これがモチベーションと

自然科学になりますし、他方は社会科学なのです。

大きく関係しています。自分のことはすべからく

人間を理解するという事は 1+1 が 2 とは限らない

自己決定です。やりたくない仕事を指示されて断

世界を理解する事です。モノ・カネの世界は 1+

ったら辞めさせられる、それが嫌で引き受けたとき、

1=2 でなければなりません。一人ひとり考え方

それは自己決定になるわけですが、そう思えない

や理解の仕方が違います。それがユニークという

のでいつまでも会社のせいにするのです。

ことでしょう。

自分の人生を自分で決めることを 50 年余りやっ

会社の為ではなく、その人の為にその人を大切

ていないため自己決定・自己責任の感覚は多くの

にするという新しいパラダイムでは、出来る人ほ

日本人にはつかみにくく、それ故自分を大事にす

ど自分が大切にされていると実感し辞めません。

るという事が分からずにいます。自分の価値基準

古いパラダイムでは会社の為にその人を大事にし

で自ら取捨選択できるためには自分の物差しをき

たのでしらけてしまい、大事な人から逃げていき

ちんと持つ必要があります。ただし、それは他の

ます。

人とは違うという事を分かつていなければいけま

それから、違うことを大事にすること。これま

では違うことを排除していました。同質'均質'

せん。そうでないと唯我独尊になってしまいます
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等質・平等を大事にしていたのです。それは日本

とがきちんと伝えられるようになることが基本です。

の国の命題として、モノを増やし質も高めなけれ

それをコミュニケーションのスキルといいます。

ばいけなった為で、ひたすら追求してきましたが、

日本の学校教育ではコミュニケーションに関して

これからは、違うこと異質・異能・異才を大事に

教えていません。しかし、実社会に出ると学習も

していかないといけません。

訓練も受けていないにもかかわらず、コミュニケ
ーション能力が求められているのです。これは理
不尽であり、矛盾しています。

.多様性と共通性

ジョハリの窓

多様性と共通性

自分が

(ダ9Jmヰ121J53lxggヨン)

(その人らしさ)

.レ

B

個性化
、v

創造性

•

同質・均質

他者が

F司切回

知つ干んいる

• •

異質・異能

知っている

パフリツク

知らない

| ブラインド

.レ
コンセンサス

v
没個性

(J ラフト /H イシガム}

それがダイパーシティとインクルージョン、日

コミュニケーションを見事に説明しているのが

本語で「多様性と共通性」です。上図は A さん B

ジョセフ・ラフトとハリー・インガムという二人

さんC さんの 3 人を表したものです。これまでは同

の学者の名前を採った通称「ジョハリの窓」とい

質・均質・等質という全員に共通するところを大

う図です。コミュニケーションは「パブリック」

事にしてきました。コンセンサスを作る上では大

共通理解が出来ている部分を広げることです。お

事なポイントですが、こればかりですと没個性に

互いが分かり合えている部分を「パブリック」と

なります。ダイパーシティ或いはグローバリゼー

いうのですが、自分では分かつていないけれど他

ションであれば、 A さん B さん C さんそれぞれの

の人には見えている裸の王様状態のところを「ブ

誰とも交わらないその人らしいところを大事にし

ラインド」といいます。

て個性化に繋げて行くと、クリエイティビティー

たくない、知られたくない、隠している自分とい

íプライベート」は見せ

がそこから始まります。亡くなったスティーブ・

う部分です。ただ、日常では積極的に隠している

ジョブズはまさにそうでした。人と違うところ自

わけではなく知らせたつもりでも伝え損なってい

分らしいところをとことん追及した結果、次々と

るため相手が理解してくれずに、結果としてプラ

業績を挙げてきたのです。これまで多くの日本の

イベートになっている事が多いようです。

企業はここを大事にしてきませんでした。これか

ノウン」は自分も相手も分からない誤解と錯覚の

らは異質・異能に目を向けていかなくてはいけま

部分です。

í アン

せん。そうしないと、優秀な人はその人らしさを

日常は「アンノウン」誤解と錯覚がほとんどで、

大事にしてくれる海外などに行ってしまい、日本

「パブリック」部分が非常に狭くなっています。

これを広げることがコミュニケーションなのです。

はますます淀んでしまいます。

グローバリゼーションとは、違うことを大事に

そのためには、自分が気付いていない部分に相手

することです。文化や習慣の違いを大事にしなが

が気付いていたら教えてもらうと同時に、自分が

ら世界全体を一つのマーケットとして見ていこう

伝えたいことを相手にきちんと伝わるように、分

というものです。ダイパーシティ・多様性とイン

かつてもらえるように伝える。その結果、仕切り

クルージョン・共通性を共に大事にすること、こ

の線が移動して「パブリック」が広がります。他

れまではインクルージョンだけを大事にしてきま

の人から教えてもらうことをフィードパックといい、

したが、これからはダイパーシティも大事にして

自分のことをきちんと相手に伝えることをディス

いくことが必要です。

クローズといいます。
日本語の文化として「沈黙は金」ということわ

ざがあります。ただし、言わずとも解ったのは多分、

-コミュニケーション・スキル
キャリア開発が成功するための必要条件とは、

江戸時代までです。世の中の価値基準が単一で儒

一人ひとりの違いを尊重しながら、相手の話をき

教という価値観しか存在しなかった時代には言わ

ちんと理解できること、そして自分の言いたいこ

なくても通じたはずです。ところが現代は、人の
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数だけ価値観があるといってもいいほど多様では
ないでしょうか B そうであれば言わなければ通じ

組織マネジメントにおける人間関係

ません。言葉にしなければ分かり合えません。も

砂単に仲がいい関係ではなく、仕事が面白
いと思える環境を作ることができる関係。

のが言えない外交では困ります。ですからコミュ

ニケーションはとても大事になります。

￨コミュニ炉ウヨン・スキル ￨

コミュニケーション・スキル

| テクノ!万@ヨミュ=ケーション・スキル由塵 l

bアサーション・スキル:

自分が伝えたいことをきちんと伝えられること。

「組織マネジメントにおける人間関係」は単に仲

のよい関係を作るという事ではなくお互いが仕事

砂リスニング・スキル:

を楽しめる関係を作っていくことです。その為に

一人ひとりの遣いを尊重しながら、きちんと相
手の話を聴けること。

はコミュニケーション・スキルが大事です.それか

コミュニケーション・スキルには、自分が言い

時聞をかけて考えることもお勧めします。

ら自分のキャリアとはどういう事か、じっくりと
たいことがあったら後ろめたさを感じないできち

御清聴ありがとうございました。

んと言える「アサーション・スキル」と相手の話
をきちんと聴ける「リスニング・スキル」があり、
乙の両方のパッケージです.

仕事を回しているのは生身の人間ですから、言
いたいことがあるのに言えないことは大きなスト
レッサーです。しかも仕事が上手く進みません.

向かい合ってきちんと伝え合い分かり合えなけれ
ばいけません。隣同土メールでやり取りしている
ようではとてもコミュニケーションが取れるとは

思えません.

厚生労圃太臣指定噸育醐棟給柑金圃鹿l 適用コース

キャリア・カヲンセラー(キャリア・コンサルタント}轟戚コースのご案内
各企業・組織において、今や人材マネジメントの一端をキャリア・カウンセラーが担う時代になって
きました。そこでキャリア・カウンセラーでは今野能志先生をはじめ第一醸の講師陣 11 名による、 5月

19 日(士)から始まるテクノファの養成コースをご案内いたします。
社員が気持ちよ〈自身の持てる力を春分に発揮するためには、会社と社員の聞に対話が必要です。そ
して社員一人ひとりが、会社によって育てられる成長感をもって、自己実現が出来、悔いのない人生を

送るためには、自身の人生をしっかり見つめる必要がありますロぞれが出来て始めて会社と個人がWm.
Winの関係を構築することができます。ではいったいどうやって?
キャリア開発プログラムとキャリア・カウンセリングに答えがあります。仕事に対する不全感や悩みを
持つ社員が、自分自身の力を持って解決していきます。これがメンタルヘルスの予防対策の一つです。
キャリア・カウンセラーが持つスキルや理論は、部下を持つマネージャーすべてに必要なスキルであり
理論です、しかしヒユ』マンスキルであるがゆえに、今まで系統だった教育を受ける槙会がありません
でした。社員が自らモチベーション高〈働いてい〈ヒントがキャリア開発にあります。ぜひこの構会に
ご受講をお勧めします。この資格は、国家検定2鼠キャリア・コンサルタントへつながる第一歩です!

Tω1 .17
日程: 5/19(土)-7/29( 日) 15 日間
受園料: 288，0∞円{観込}
会場:テクノファ川崎研修センター
htゆ'://www.technofer.∞jp/ìぜ伺間町c/category/tc91 .h包叫
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