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@φ IS09001改訂作業の現状と附属書SL: JABシンポジュームにおける申悔教授基調講演

日本適合性認定協会は2013年3月 5日に rJABマネジメントシステムシンポジウム」を有楽町にて開催

し、約400名が聴講した.複数のマネジメントシステム規格の効率的活用が組織及び認証制度の課題と

なっている状祝を鑑み、「マネジメントシステムにお付る最近の課題とその対応.....IS09001改訂、複数マ

ネジメントシステム規格、Armex 5Lを中心に......J をメインテーマに、組織におけるマネジメシトシステ

ムのあり方を検討した。

中央大学中僚教授は基調講演において、 IS09001改訂作業の現状と附属書5Lについて説明を行った。

その中で氏は、制定から25年を経たlS09001の功罪を振り返りながら、現在進められている1509001改

訂作業の概要を解説した。改訂では「製品の提供能力に関する信頼を向上させる・顧客を満足させる組織

の能力を向上させるために、顧客のIS09001に基づくQ協についての信頼の向上」を目指していると説明。

さらに、改訂時には附属書仏nnex) SLを遵守することや、前回改訂時に反映できなかったコメントも検

討されていると述べた。続いて、Annex SLはマネジメントシステム規格の整合化のために開発されたと

いう背景の説明があり、その構造および適用ルールや、完全対応している実例としてのlS039001 (道路

交通安全マネジジメントシステム)が紹介された。加えて、Armex SLの利点と欠点も示された。これら

の動向を踏まえ、マネジメントシステムの確立・再構築に向けて我々がなすべきことは、各分野における

固有技術、マネジメントシステム、認証制度の重要性をもとにした活動、それらの連携が不可欠であると

述べた。

h坑p://wwwjabDrjp/news/2013/040500h白首

~砂 150 r製晶の安全性忍びリコール」に闘する新規格
製品に関する不適切な安全情報が多くの傷害問題に関連していることから、リコールに関する実用的な

プロセスを製品の設計段階で考え出す必要があるとした新規格、お010377:2013 消費者製品の安全性一

供給者に関するガイドライン及びIS010393:2013 消費者製品のリコールー供給者に関するガイドライン

が発行された。とれらのガイド規格は製品を供給する組織の役に立ち、彼らが自分たちの製品安全プログ

ラムをより良〈管理するための指針を提供することができる。

h均://www.iso.org/iso/home/news :恒産虫/news .町chive/news.h回世efid=Ref1726
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.. 再生可能エネルギー発電設備の導入状況
資源エネルギー庁は、平成25年 1 月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況を取りまとめ公表

した。それによると、平成24年4月から平成25年 1 月における再生可能エネルギー発電設備の導入量は、

139.4万kWとなり(原子力発電約1.5機分〉、そのうち、 9割以上が太絹光発電となっている.

く却12年度における再生可能エネルギー発電股備の導入総兄( 1 月末時点)>

温厚生可能エネルギー 平属 24 隼 4 月~平成 25 年 1 月末までに運転倒

発電設髄 始した盤備容量

太陽光(佳宅) 102. J 方kW(4.....S 月初 O方kW)

太陽光(非住宅) 30. 6 方kW(4-6 月 0 . 2 方kW)

風力 J. 7 万kW(4......e 月 0 万kW)

中小水力(10似以W 以上) O. 1 方kW(4-6 月 0.1 万kW)

中小水力 UOOOw.W 未満) 0. 2 方kW(4-6 月 O. 1 万kW)

パイオマス 2. 5 方kW吋4.....6 月 O. 1)方kW)

地熊 。万kW

合計 139. 4 方kW

http://www .me札soJo/v民感l2013/04/20130416002/20130416002.t>df

. .  2011 年度(平鴎23年産)の温室効果ガス排出量(確定値)
環境省では、地球温暖化対策の推進に関する法律等に基づき、 2011年度〈平成23年度)の温室効果ガ
ス排出量(確定値}をとりまとめた.それによると、 2011年度の我が国の温室効果ガスの総排出量(確

定値)は、 13億800万トンで、これは基軍年比3.7%の増加となっており、 2010年度の総排出量と比べる

と、火力発電の糟加等によって、4.0%の増加となっている.その要因としては、東日本大震災の影讐等に

より製造業の生産量が減少する一方、火力発電の増加によって化石燃料消費量が増加したことなどが挙げ

られる.

htt以//www.env.goお1/'0陀袋乱/町位指.OOD1:民説副.=16547

.. 気候変動の担澗・予測・彫・評価に閲する統合レポート旧事の箆候変動とその膨書(2012年度曲目j
文部科学省、気象庁、環境省は、日本を対象とした気候変動の観測・予測・影響評価に関する知見を取

りまとめたレポート「日本の気候変動とその影曹 (2012年度版)J を作成し、レポートの揖要をまとめた

パンフレットと合わせて公表した。レポートの主なポイントは次の通り。

(1)観測結果(1;2章第 1 節)

日本の平均気温は長期的に上昇しており、猛暑日や熱帯夜の日数も増加している.また、大雨の回数や

強い雨の頻度は増加傾向にある。

(2) 将来予測舗2章第2節)

日本の平均気温はさらに上昇するとともに、その上昇幅は世界平均を上回ると予劃される.また、強い

雨の頻度の増加が予測される一方で、無降水回数もほとんどの地域で増加すると予測されている.

(3) 影響(第 3章)

前回の統合レポートを公表した後の研究調査の進歩により、気候変動の影響の可龍性のある様々な事象

が明らかになるとともに、水資源・水災害や自然生態系等において、より具体的な将来の影響評価につい

てまとめることカ句能となった。

(4) 適応(第4章)

気候変動による人聞社会等への影響をできるだけ小さくする 「適応j について、日本における現状と霞

題、 今後の取組について解説.

h抗日//www.envgojp/pn溜loTeSS.抽出店ial=16548
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テクノファ最新ニユース
. ~肉聞府国軍職時・プロフエツシヨナル横定』
カーボンマネジャーキャリア殿位制度スター卜
カーボンマネジャーとI~ r省エネ分野』と「温室効黒ガス (G HG) 排出削減・吸収分野J の京方の知識・

技能を体系的に身につけた、活躍が期待される新しい人材.
テクノファは、カーボンマネジャーキャリア段位制度事務局である(一社〉産業環境管理協会ぼMAI)か
ら研修機関として承認されています.
両分野の研修を修了し、誌腫に合格するとカーボンマネジャーレベル 1 やレベル2 に登録でき、自らの能力
を社会に対し、客観的にアピールできます.※レベル3 ・ 4は業務実績も必要です.
レベル 1 には便利なeラーニングコースもあります.
枕恥Ilwww.t，町村W耐a四I/ottøν回rba官官-agerl1b'1i

.CSRを事業に統合する為のファーストステップ rCSR入門j コース開催
ー敵州の先進事例から鴫略的CSRを掌，)t- (5E36) 

CSRI孟、 CSR活動=蹄善事量ではなく、 CSRの中には社会・環境・倫理・人権・労働慣朽・魁晶・サプライ
チェーンなど幅広い考え方に、リスクを回避し、組織が存続していくヒントが多く盟れています.つまり、決

して軽潰的な事業活動と轟離しているわけではありません.当コースでl志、戦略的にCSf苦言動ができるように
なるための第一歩を踏み出していただくための考え方を握供いたします.欧州先進企業の事例も多数紹介しま

す. CSR専門部暑の方だけでなく、人材開発、 マーケティング、広報、コミュニケーション担当部門の方もぜ
ひご利用ください.

・ 日程:川崎 6月20日(木) 10:00-17:00 
受爾料: 19，800円(税制 テクノファ会員 17，820円側副
情師:下困層踊(しもたやたけし) Sust御vi蜘 L凶(サステナビジョン株式会社)代表取締役

防取I/www.也由時r.co.j)/抽;~/年同/se36htr吋

W ,H A T 

.3園 テクノファ・フ~ーラトム大阪
〈嘗加料:鏑科〉

【日程1 2013年6月27日(本.) 14:00--18:00 

【金制ヱル・おおさか伏阪府立労働センター)
南館薗ホール
地下鉄谷町線天満橋駅
地下鉄塀郷銀北諜駅各徒歩5分

【定員] 200名 {先薗周)

【購清書;&lUテーマ】

1. r，上手な省エネ封慢の見つ付方ー現蝿は・.づ8・

を待ってい6-J 握手事活嗣民

2. rリスクマネジメントとしてのメンタJlAJレスケア
~臨床心理土が伝えたい、 組"が生き撮るための
メンタルケア-J 持*・・民

3. rMS共通lテキスト(附周.SL) 5つのキーワード
とマネジメントシステムの本買』

{割i)テクノファ取締償金星写仲直人

脅8申し込みは"をtホームページから
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環境プランナー回

マネジメントシステム統合のステップと
週a・理のポイント (5Q3η

MS規格共通テキス卜(Annex SU により、姐舗のマネ
ジメントシステムは錨合的な{蹄合)マネジメントシ
ステムへの再構築が可能となります.当セミナーでは、
マネジメントシステムの統合の目的から運営曽理まで、
8つのステップにわけて解観します。

日程:川崎 e月13日 C*> 13:30-16:30 
大阪 6月'27自体.) 10:00.....13:00 
掴岡 7月31 日{剖 13:30....16:30
名古圃 8月 7 日{制 13:30-16:30

吏鴎科: 9，800円{混込/テタノファ会員8.620円)
司師:掴丸典芳民

..細管理鳳(マニフヱスト)寅騒音コース
~縄文解観とその実務-(5E37)

厩ヨE物管理の亘聖誕務の1つであるーマニフエスト運用"
について、演習を湿し、 実務に役立つ知識を身につけ
ていただきます。

日程;名古屋 7 月17日体) 13:30-16:45 伊魁
川間 10月18日{劃 13:30....16:45 C~ 

霊園料: 9.800円(説温/会員8，820円)
舗師:平田耕一氏
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不確実な社会を生き抜くキャリア開発
立正大学~LI、理学部教授小津康司氏

‘h 

__..J 

本蘭は昨年12月東京大井町きゅりあんで開催された第四回テクノファ年次フォーラム

から立正大学小海教授の講演を紹介します。

-・4・ 6‘・，---- _._._---_._._---_._. 
‘・一.，""_・司凶‘.-，..，，_.““・-，.."_.,, ......-，..，，_.‘........・;，..，，_.、.........-，..，，_.、.........-，..，，_.‘......... -，..，，_.、......... -，..，，_.、......... -，..，，_・司』.-. ~ - .-. - -.-. - -.-. - -.-. - - . 

皆さんこんにちは.

私は元々エンジニアでして檀気工学科を専攻し、

自動車関連部品の開発に10年ほど従事しました。

その種、人に関わる仕事をしたいと思い大学院で

心理学を学び直し現在に至るという経歴を持って

おり、ものづくりに志を持って取組んできた時期

があります.

私は今、被害者支援とキャリア開発の二つの値

域で研究活動をしています。被害者支援は1992年
台湾の地霞に対し文部科学省から派遣されたこと

1::始まり、エューヨークテロ事件、スマトラ桝樟波、

世界各地の日本人学校などへの子どもの支援活動

に当たってきました.現在も岩手県の釜石市、大
槌町の学校への支援活動を継続しております.

もう一方、企業に在職した経験から、個人が元

気に働いていくための、カウンセリング・心事調舷・
メンタルヘルスの問題・キャリア開発などをテー

マに研究活動をしてきました。

最近とのこつの領域が私の中で同じであるよう
に感じています。生きていく社会が大きく変化す

る中で誰もが危機に遭遇し、その中を頑強ってど

う生き按くのか、それがキャリア開発のテーマと

して非常に重要になると思い始めたからです.

今日はとの不確実な社会、変化する社会を生き

るためにどういうととを考えていくべきか、お話

させていただきます。

環境問題を含め世界、及び日本社会は変化して

います.この文明社会をドラッカーは知識社会と

呼んでいます.それを手がかりに、変化し続ける

社会を生きていくための考え方についてキャリア

開発の視点からお話ししたいと思います.

-人頭(ホモサピエンス)繁栄の時代
ホモサピエンス以前に誕生した生命は何償年と

いう時間経過の中で地球環境に適応するために、

全て遺伝子の変化によって生物として進化を続け

てきましたが、高度な進化を遂げたホモサピエン
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スは道具や言葉を使い協同生活を始めます.

それちが蓄積され文明・文化を形成し、環境を

自ら都合よく変化させて繁栄していきます.特に

産業革命以降は機械による大量生産が可能になり

更に科学技術が発展します.

とうして生活現境を変化させながらエネルギー
を大量に消費する豊かな生活を基盤に人口が爆発

的に増加します。そして2011年には10偉人に遣し

ています'. 2050年、 40年後には92傭人になると予

測されていますが、誰にも止めようがなく腕くと

恩われます.

地球環境の変化
世界人ロの増加と経済活動による地皇帝大気の寵化

温室効果ガスの増加

今地琢の温暖化(平均気温の上昇)

今気候の変動

・争地ままの海の水位が上鼻今沿岸部の水没

今ハリケーン・水害/鴨漉・砂漠化

一予生楠生息体系.i)CR化一予感染症の拡大

自然災曹の増加傾向

それに伴い大きな問題となってきたのが地球の
温暖化です.経済活動により地球の大気が変化し

気候の変動が進んでいます。海面上昇、異常気象



など犠々な問題が起き、 生物の生息体系が変化し

ています。地球は大気に覆われて生物に適した環

境になっていますが、三酸化炭素増加に伴い大気

温度が2005年で臥8'C上昇しており、とのままでは

2050年に2'C位上がると予測されています。大変

なのは海水温も上がってきており、冷やす術がな

いといわれています.こうした要因により大誤水

がアジア圃で増加し、降雨が少ないため、熱波に

よる山林火災も起きています.

他にも自然災害として世界各地で地震が発生し、
東日本においても大震災が起きました。そして福
島原発事故が発生し、 エネルギー政策の見直しが

議論される事歯になっています.今後、南海トラ

フ地震も腫念され甚大な津波の被害が予測されて

います.

.祉舎の蜜遭
人口が92健に達すれば食糧問題が出てきます.

病原菌を雄介する生物の生息範囲が変わり様々な

感染症の拡大も心配されます.

そして、 90偉人超の人類がひとつの地球で平和

に暮ちしていB汁首まよいの?す拡テロ事件・民族 ・

宗教街争が増加する傾向があります.

社会の
・自銭と尖に生きる役会

変遷

自鎗自足絢々実像生きる・1ま自分マ

.・3隆社会
a級生活定住・貯え司富・階・E社会

.工費陸化社会

太畳生産 嫡費〈生産
.高度情緑化社会

科学銭術・剣鴎孝士会

篠締尊厳・グロ-J~ル化・園阪信争.化
コントロ-Jレできti:いマ*ー・価値値の.織化

.地ヨーの温暖化
当不確実性の時代

私遣はホモサピエンスになってから言葉を使い

知識・知恵を蓄え文明を築き、自然と共生し島耕

生活で定住するようになりました.豪族が富と権

力を支記した時代から科学技術が発達した世の中
に移行すると、技術や知識を使える人が世の中を

動かすととになります。

そして私遣は豊かな生活を手に入れるのですが、

地球全体の環境変化まで誰も想定することなく発

展してきました。現在は高度情報化社会になり地
球がひとつになってきました。物流・情報・金融

など特に経済的な活動に際しては短期的な利潤追

求のために情報をコントロールするような状況に

なってきているのではないかと思う部分も最近気

にしているところです.考え方の対立なども解決

すべき問題として現れていると思います.
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このように、私達はここに来て今まで体験した
ことのない地球規模の様々な問題に直面し、変化

が加速しているため、若い頃に学んだ技術や知識
が生涯通じる時代ではなくなっています.韓もが

将来を見通せないようなヰ噂療な附tに来ています.

.進行する少子高齢化
そして人口が爆発的に増加していますが、その

要因のひとつに寿命の延びがあり、特に先進国で

は少子高齢化が進んでいます。

0 

~ i ~ ~ ~ ~ f.:号~ !t. ~ j ~ t. ~是主 B ~ ~ ~ 
- - - - - - - - - - - - (. ~臼 ' . (!. .J 

唖 I i)LåJI ..t，..ロ 11 量制門'iIIEJiJ，町~ih~ J.句'"庁し晴海舟"トィ ー"五 i ト 1 ~' . 
..すは L'!，l・E引世圃岨.......1・ :u山'"乙'.実噛.. ' 町外国 '"両温ヨI Pl- J_. ~ . 
円す悼 fr l，:t I四令市内条Itf守仁白‘ 4ニ眼目寧匂a同~t _ 民生時. t11 り宅vモキ“ J 指針唖s

由11 > 釦A桔ヨill~陣 ..コMllôHti. '，'ロ s会叫~rIU'IJ . 国喧・ tJU!!o~i":~訂包壇jt計"

2050年に向けて世界の高齢化が進んでいる状況

ですが、途上国でも同様です。日本では2010年で

は65歳が23.1%で4人に 1 人の割合ですが2050年

40年後には約40%、 10人に4人は65歳以上になる

ことが予測されます。

日本は少子高齢化のピークは既に過ぎて、今後

社会構造・生活スタイルは大きく変わり、働き方

も多様化すると考えられます.そして高度情報化

社会がますます進みます.今までは親の職業を継

げばよかったし、若い時に身に付けた知識で一生
仕事ができた時代でしたが、今後は飛腫的に技術

革新が進み変化する時代になります.企業も生き

残りを賭けて新規開発を重ねているのです.

私達は変化に対応できなければ時代についてい
けなくなります。人生80から90年、複数のライフ

ステージをどう生きていくのかという問題があり
ます.

-働き方の震化・非正規雇用の網加
働き方が変化して非正規雇用が増えています.

日本では全産業の 3割が非正規といわれています
が特にサービス業・飲食業ではもっと多いですし、

専門職の非正規雇用が進んでいます.法案カ漫わっ

て 5年間派遣社員を続けたら正規雇用にする法律

が施行されることになっていますが、全体の非正

規雇用の流れは大きく変わらず、とうした傾向は



を持って働く人遣が世界的に増えており、先進国

では全労働人口の4割程度だと思われます.知識労

働者は単に働くだけでなく、年金を投資し知識は

社会の資本になるため資本家の側面を持ち、専門

家としての生きがいを感じています。ですから、

専門家としてのアイデンティティを持ち組織に帰

属しないのです。

今後いろいろな組織が現れ、そこで人々が元気

に生き生きと働くことが組織・企業にとって最大

の関心になります。生産性を向上させ、従業員の

幸せも会社・組織が見守るととになります。知識

労働者は単に労働力を売るだけではなく専門性を

発揮し社会に貢献することを生きがいと考えます。

何のために働くのか、自分の幸せ・自己実現と一
致するのか、或いは自分の専門性に権威が払われ

継続的な研究を持つことを求めるような人達でも

あります。

こうした知識社会は情報の移動に制限はなく誰

もがピルゲイツのように成功して良い、それだけ
の可能性を持っていますが、知識は自分で獲得し

なくてはならない、そういう時代です。

しかし、競争社会としての代慣が伴います。こ

こでは過度のストレスが捌コり、勝者と敗者が現れ

格差社会が進んでいきます。大人の世代の所得格

差が次世代の教育投資の差になります。生活保護

受給で子どもを大学に入れることは難しい状況に

あります。そうした格差が世代間連鎖すること、

また競争社会があれば40代・ 50代で誰もがパーン

アウトするだろうといわれています。

続くと思われます。グローバル化している中、世

界中で安い労働力や不十分な条件下での雇用があ

ればこうした状況は続くように思います。

相対的貧困弓この国際比板
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-不確実性の時代
ドラッカーは、知識労働者は自らの生き方を考

え、非競争的な生活やコミュニティーを作る必要

があり、仕事以外の社会貢献・自己実現の場が必

要だと述べています。経済的な発展だけを求めて

も本当に人は幸せになれるかどうか、 ドラッカー

は生きる方法としてこうした提言をしています。

この不確実な時代、地球環境が変化し更にグロー

パル化により経済がどんどん発展し、技術革新が

進みます。その中で様々な危機が訪れます。そし

て私たちが働くことが大変難しい時代になるかも

しれません。

今後持続可能な社会にどう転換していくのか思

考が求められています。組織・個人は自分の生き

方、或いは会社の利益、自国の発展だけを求めて

いたのでは立ち行かないかもしれません。

そうなると環境、地球や世界と調和していく事

が求められます。物質的な豊かさだけではなく人

間的な成長をもっと大事にする必要があるかもし

民主党政権で「相対的貧困寧」という言葉が使

われるようになりました。これは各国における所

得の分布の中央値の50%に満たない人の割合にお

ける貧困層を表しています。日本はアメリカにつ

いで高いです。賃金格差を見ますと50蔵代と30歳

代の賃金比率では日本が高く1.7を超えています.

相対的貧困率も高いことから、日本では若い人の

賃金が抑えられ、 50歳代以上が割と裕福であると

いえます。

ところが40年後には働く人達の6割以上が65歳

以上になり、定年後の非正規雇用になった人が社

会の大半になると、どういう事態になるか心配な

面があります。非正規になると月収10万円未満が

3分の2 を占め生活水準が大きく低下します。今後、

高齢者が非正規雇用に入るととになると、どう働

いていけばいいのか。仕事がなくなると解雇され

リーマンショックのときはわずか半年で約20万人

が解雇される事態が起きています。
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-知識社会・知識労働者の社会

ドラッカーは知識社会・知識労働者が増大する

と述べています。科学技術など知識・技能・技術



れません。物が豊かでなくても人の成長や幸せは

あるものです。

「調和』と「統合J を考えること、及び過去・

現在を基点とした未来が見えない時代に来ていま

すから未来を考え未来を創造するととを誰もが考

え始めなければならないでしょう。

-不確実な時代を生きるには
との不確実な時代、誰も予想できない変化し続

ける社会を生きることを考えますと、まずライフ

スキル・生きていくために必要な能力や力を育て

ること、及び何のために生きるのか、どんな状祝

でも生きていく、生きる意味・哲学をしっかり持

つ必要があります。周りの価値観に基盤を置いて

いれば社会が変化したときに崩れる恐れがあります。

自分なりの価値観を内的キャリアと呼んでいま

すが、働くことの意味・意義・価値を重視した自

分なりのキャリア開発を考えること、それから人

間関係、安心でき、成長できる関係を構築するこ

とです。

人聞は動物として70兆の細胞から成る身体を使

い生きていますが、ときに過労死として働き詰め

で死んでしまうとともあります。人聞が精神的な

活動を身体の限界を超えて続けると、メンタルヘ

ルス不全の問題が起きます.心身の健康を考えな

がら生きることも大事です。私は、ストレスコー

ピングの研究・実践をしていますが、誰もが元気

で生きるためにとれらを個人でも考え、会社も支

援していかなければならないと思っています。

ライフスキル

WHO(世界保健橿聞)
「ライフスキルとは、日常で生じる様々な問題や要
求に対して、建設的かつ効果的に対処するために必
要な能力である』

1. 意思決定 2. 問題解決

3. 創造的思考 4. 批判的思考

5 効果的コミュニケーション 6. 対人関係スキル

7. 自己認識 8. 共感性

9. 情動への対処 10. ストレス・コントロール

ライフスキルですが、 WHOが生きるために様々

な問題に対処する能力が必要だとして砦デています。

意思決定とは、私遣にはたくさんの可能性があ

りますが、身体も心もひとつ、今の時間もここに

しかなく、常に行動を選択しなければならないこ

とです。人生はそうした意思決定の連続であると

考えることができます。問題が生じたときは解決

するためにクリエイティブな思考が必要になりま
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すし、客観的な批判的思考も必要です。人と暮ら

すなかではコミュニケーションスキルが必要です。

人間はお互いに気持ちで動いています。感情を理

解し合い、言葉や表情があります。嬉しいこと楽

しいこと、苦しいことなど誰かに聴いてもらい、

理解してもらえれば気持ちが落ち着きます.

その人間同士が上手くいかなくなると最大のス

トレスになります。職場の人間関係が必ずトップ

に来ます。彊独は最大の不安です。人と仲よく、

理解され信頼されている仲間がいる。震災では「粋』

という言葉が必ず言われます。自然の猛威の中、

支えあうことで頑張る力が出ます。自分はどんな

人間なのか、情動やストレスをコントロールでき

ることが常にどの時代でも必要であるとWHOも示

しています。

私達は生まれて死に至るまで、成長し発達します。

生涯発達の中で小さいときは学校で学び卒業後は

仕事を通じてキャリアを発達させていきます。人

生の設計は自分でしなければいけませんが私達は

組織を通して共同作業をしています。必ず果たす

べき役割・仕事が生まれ、世の中に役立つならば

対価として収入があり生活を営むことができますロ

そうした関係性の中で生きていますが、それらを

支える社会が大きく変化し続けて、組織も国も進

む方向が見えない時代に入り、私達は翻弄され始

めています。それは人生をかけてこうした社会を

90年生き切らねばならない場といえます。環境が

不確実になっていくほど環境をどう整えて行けば

いいのか皆が考えなければいけない時代なのかも

しれません。企業・国・文化に依存していれば上

手くいく時代ではなくなったのです。

-シャインの理論

シャインの理論(Schein，E.H . )

申キャリアーー「人の一生を通じての仕事』
『生涯を通じての入閣の生き方、表現の仕方』

申キャリア・アン力一:
個人のキャリアのあり方を轟き、方向づけ、決
定 する自己概念(能力、欲求、価値)

①専門 ②経営管理
③安定 ④企業家的創造性
⑤自律 ⑥奉仕
⑦捜戟 ⑧全体性と調和

エドガー・シャインは働くことの意味、内的キャ

リアを大事にした理論を述べています。

「職務と役割のプランニングJ について、まず

自分の職務役割を見直すことをします。会社や家



「

族など全ての利害関係者から自分がどんな役割を

期待されているのかを分析するのです。次に環境

の変化、技術・経済・政治・社会文化それぞれの

次元で今後どのような変化が起きるか分析します.

その変化が自分と周囲の人・組織がどのような影

響を受けていくのか、その変化を分析し、将来必

要とされる能力をプランニングします。それがキャ

リア開発であり、今ある能力を棚卸しして、今後

に起きる変化を予測し、そのために自分がどう適

応するのかについてプランニングしなさいと述べ

ています.

-ジエラツドの理論
ジェラッドはキャリアの考え方を大きく二つ示

しています.一つは意思決定、もうひとつは積極

的な不確実性を考えることです。

私たちは比較的偶然な出会いで人生が変わって

いくととが多くあります.そうした不確実性から

は未来の予測ができないので、考えようが無いと

いえばそうなのですが、確率でみれば、高い未来

もあり低い未来もあります.自分の描く理想の未

来の前では多くは確率が低い状態にあります。し

かし努力して知識や智恵を身に付け、人材ネット

ワークを形成し、経験を積んでいけば確率は高く

なっていきます。未来をどう作り出すか。何もし

なければ変わりませんが、努力をすればチャンス
が訪れる機会は増えると思います。

-ハンセンの理論
ハンセンはアメリカでキャリア開発を指導して

いる第一人者です。 r統合的生涯設計理論」とし

て変革してく時代の中で人生をどう考え、統合す

るのかを提案しています固キルト(J~ッチワーク)

を例えにして、人生は様々な役割が合わさって「意

味ある全体j になると人生を統合することを提案

しています。

社会カt変化し、働くことの意味カ唆わっています。

人口動態や男性女性の生き方 ・組織も変化してい

ます。個人には転機が訪れ仕事のパターンも変化
します。自分の人生をどのようにプランニングす

るのか幾つかの提言をしています。

キャリアカウンセラーには大きな視点で見るこ

とが要求されます。直接的思考でなく統合的、意

味ある全体を作ることを提案しています。

統合するものとは?
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新たな時代のおける重要な6つの人生語姐

①ゲローパルな状現を変化させるために為す
べき仕事を探す。

②健庫(からだ、こ己ろ、スピリット)に留意する

③憲脹と仕事を結びつける

④多樺性と包括性を文切にする

⑤活pirituari旬、人生の目的・意聴を探求する。

⑥人生の転槌(transition)と組織の賓草に対処
する。

アイデンティティ、私たちは多民族の中で暮らし、
人生は社会的・知的・肉体的と成長していくもの

であり、その中で働き・家族・学習・余暇をどう

自分の役割として満たしていくのか、そ乙には企業・
社会・家族などの文脈があります。それらを自分

としてどう見つめていくのかが大事だとして「新

たな時代における人生の重要な課題j として6項目

挙げています.

.鶴わりに
地球規模で先が見通せない状況下にあって自分

の乙とだけ考えていくなら取り返しのつかない状

態になるかもしれないため、グローバルな視点で
なすべきことをする。多様性(ダイパーシティ)

をどう包括していくか対立にならないための統合

が大事です.人生の意味・目的を探求し、変革に
対処する、変化を恐れるのではなく、変化を先に

見ながらどう進んでいくのか、その時に全体の調

和を考えないと企業自体も生き残れなくなってき

ているかもしれないのです。

ご清聴有難うございました。
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