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　2016年を振り返れば、イギリスのEU離脱や、ドナルド・トランプ氏の米国次期大統領選出など、
世界の政治経済や社会の動きは、大きな変化の中にある。日本経済にもその影響が出ることは避けられず、

国内だけを見ても、労働人口の減少を筆頭とする大波が、日本企業に迫っている。
今後ますますビジネスパーソンの働き方や、企業が求める人材像は変化していくことだろう。

　具体的に企業の経営陣や人事・人材開発部門は、どういった変化に備え、
どのように人材や組織を開発したり、環境を整えたりする必要があるのか。

　それを明らかにするため、AI、働く場や経済等、現在の大きな変化について詳しい識者に、
近未来とも言うべき2030年の未来を見据えた“働き方”と“人材要件”を予測してもらい、

変化に備えるための観点や叡智、提言を聞いた。今後の方向性を見極める羅針盤としてほしい。
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～ビジュアルで振り返る～

７人の識者と、次ページ山本寛氏による
これからの企業の在り方とメッセージ

GO!

次ページより
解説します
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7人の提言から読み解く
未来に向けての備え
ここまで、AI、ワークスペース、経済学、若者の傾向、経営的視点、
海外（アメリカ）、子どもの教育という７つの視点から、日本の“働き方と
人材の未来”を見てきた。我々は、７人の提言から何を学び、
今後の施策にどう活かしていけばよいのか。
企業のHRM（人的資源管理）に詳しい山本寛教授が、
検討すべき論点と求められる対応を語る。

［取材・文］＝崎原 誠　　［写真］＝中山博敬

山本 寛氏 青山学院大学 経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授

していくAIと人的資源管理・人材育成
との関係だ。順に振り返る。

①大学教育の変革が必要
　若者に関しては、①大学教育の在り
方と、②若者自体へのアプローチの２
つの面から検討する必要がある。
　大学教育について、ライフネット生
命保険の出口治明会長は、大学の成績
を採用選考に反映し、勉強するインセ
ンティブをつくるべきだと提言してい
る。これは、大学教育と企業の人材採
用システム全体に影響する話である。
　大学教育の評価が高まらないのは、
企業の人材活用・育成との連携が取れ
ていないことが１つの大きな原因であ
る。連携を取るには、大学で高度な専
門教育を行うことも有益だが、全体と
しては、まず企業内教育に入る前の基
礎レベルを上げるとよい。そのために
成績によるインセンティブをつけるの

は、いい方法だと考える。
　大学教員として正直に言えば、現状
では成績を厳しくつけ、合格ラインに
満たない学生を容赦なく落とすのは難
しいものがある。以前、明治大学のあ
る教授が、卒業を控えた多くの４年生
を必修科目で不合格にし、大量の留
年者を出して注目を集めた。学外で問
題になるということが、大学の単位取得
に対する世の中の認識を表している。
　したがって、大学だけではなく社会
全体で大学教育のレベルアップを図
ることが必要だ。大学は、個々の科目
で必要なことをきちんと身につけた人
によい成績をつけ、そうでない人は落
とす。そして、企業も、学業成績に注目
して学生や新入社員を評価する。この
積み重ねによって「○○大学を出れ
ば、□□の専門性を身につけている」と
いう大学教育への信頼が高まれば、
企業もそうした情報を採用や人材戦
略にもっと活用することができるはず
であろう。

　７人の識者の提言は、いずれも示唆
に富む、興味深い内容だ。多くの方が
指摘していたのが、既に変化の激しい
時代であること。そして、これからどん
な変化が起こるか予想もつかないこ
と。加えて、特に日本において、労働人
口が減少していくことである。この共
通認識の下、人的資源管理と人材育成
の面で注目すべき点を見ていこう。
　主な論点は、図1の５つである。１つ
めは、若者について。７人中５人の方が
言及しており、働き方と人材の未来を
占ううえで、極めて重要な論点である
ことが分かる。２つめは、女性と高齢
者。ワークライフバランスとも結びつく
テーマだ。３つめの論点は、地域、暮
らし（越境）である。これは特にユニーク
な視点だった。４つめはダイバーシ
ティ。女性・高齢者と重なるが、日本
企業が生き残っていくうえで外せな
い。そして最後は、今後、重要性が増

はじめに―５つの論点

から見る未来

～まとめとして～

人事・人材開発

論点 1：若者をどう活かすか

January 2017



　教育の中身も問題だ。慶應義塾大
学・中島隆信教授の、日本の大学教育
は「専門と教養のどっちつかずになっ
ている」という指摘も、とても考えさせ
られる。昔から議論のあるところだ
が、本質は、教養的なものをどこで教え
るか、必要性はどこにあるか、である。
　「教養など大学で教えなくていい」と
いう意見もあるが、そんなことはない。
直接的にビジネスに影響を与えないと
思われる“哲学”に関する書籍がビジネ
ス書の棚にも置かれ、売れ続けるの
は、その教養的内容に惹かれたり、必
要性を感じる人が多いためであろう。
学業以外の大学生活の中で人間関係
構築力が育まれるように、教養的知識
や経験は大学教育に必要なものであ
る。結局、この問題の行きつくところ
は、大学を、教養を含めた知識や能力
を磨く「高度研究型大学」と、専門知識
習得やスキル訓練のみを行う「職業訓
練型大学」に分け、選択肢を設けると
いうことなのだが、これには一般の方
からも大学関係者からも反発が強い。
　専門性に関連して厚切りジェイソン
氏も、日本では大学での専攻と仕事が
不一致なことが多いと指摘した。大学
で高い成績を取った人を企業が採用

して即戦力として活かす形にすればこ
の問題は解消されるが、2030年という
近未来までに実現するかというと難し
いところだ。

②若者への６つの処方箋
　若者へのアプローチとしては、６つ
の処方箋が提案されている（図 2）。
②－1　自己肯定感を高める
　自己肯定感の低さは若者だけの問
題ではないが、特に若者に顕著に表れ
ている。熊野英一氏の提案するアド
ラー心理学の“勇気づけ”のアプロー
チは、ぜひとも企業で取り入れてほし
い。管理職に褒め方研修を行い、若者
との接し方を学んでもらうとよい。
②－2　皆で頑張る仕組みをつくる
　これについては主に博報堂の原田
曜平氏が語っている。具体的に、若者
を積極的に飲みに誘うことを勧めてい
るが、取り組みやすい提案だろう。原
田氏は近年、社内運動会や社員旅行
が復活してきていることも指摘する。
それは、そうした「皆で頑張る仕組み」
の有効性に企業が気づき始めている
からだ。成果主義的な圧迫から、皆で
コミュニケーションをとる場、一体感を
醸成する場が求められている。参加

型イベントは、社員のリテンション策と
しても有効である。
②－3　ワークライフバランス確保
　ワークライフバランスの重要性は、多
くの方が挙げていた。いろいろな観点
があるが、共通するのは長時間労働の
問題。中島氏や出口氏が挙げている
残業規制は、具体的な処方箋になる。
　また、熊野氏が社内保育所の充実を
提言しているが、私が最近面白いと感
じたのが、トヨタ自動車が 2018 年春
から導入しようとしている「送迎保育」
である。子どもと一緒に出勤し、会社
が職場から託児所へ、子どもたちを送
迎する仕組みだ。この方法も、多くの
企業が参考にできるだろう。
　ここで１つ、ちょっとしたアイデアを
提案したい。女性の場合、自己紹介を
する時に「１児の母です」といった発言
が出るが、男性の場合、「１児の父です」
といった言葉はまず出ない。出したくな
い人は別だが、そうでなければ積極的
に出したほうがいい。社員同士のコミュ
ニケーションのきっかけになり、会社全
体でライフを重視したり、子育てを支
援したりする風土にも結びつく。
②－4　パフォーマンス評価の徹底
　４つめが、出口氏とジェイソン氏が
提案するパフォーマンス評価の徹底
である。若者に関して述べるのは、いく
つかの意識調査で、若い人のほうが成
果で評価されることに抵抗が少ないと
いう結果が出ているからだ。年功序列
を懐かしむ人は減っている。人事主導
で思い切って徹底したほうがいい。
②－5　若者の声を聞く
　また、日本IBMの行木陽子氏は、こ
れだけIT化が進んでいるのに、ITに

図1　これからの人的資源管理・人材育成 ５つの論点

1　若者をどう活かすか
2　女性・高齢者の活躍を
3　地域・暮らし（越境） の視点
4　ダイバーシティを推進せよ
5　AIの影響は？
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先的に割り当てる制度）も導入されていな
い。これだけ実態が本来在るべき姿
とかけ離れている以上、「能力・意欲
が同じ男性と女性がいたら、女性を優
先する」といった対応が必要である。
　女性の活躍を後押しすることは、企
業内教育の効果を上げることにもな
る。これまでは、若手社員に将来管理
職になるための研修をしても、結局、男
性ばかりを昇進させるため、女性に
行った教育がある意味、無駄になって
いたからだ。

●エイジレス＝生涯学習社会
　それから、出口氏が、定年制廃止、
同一労働同一賃金、正規・非正規の差
別解消の問題に触れていた。いずれ
も難しい課題だが、１つ指摘しておく
とすれば、定年のない“エイジレス社
会”というのは、学び続けない人には厳
しい。高年齢者雇用安定法の改正で
65歳までの継続雇用が保障された
が、それはあくまでも雇用だけの話で
ある。やりたい仕事をし続けるには、
40になっても50になっても学び続け
なければならない。そうでなければ個
人のパフォーマンスは上がらず、国とし
ての生産性向上や少子高齢化対策に

なじんだ若者の声を聞かずに商品開
発をしていることを問題視し、原田氏
は、若者の採用が今後ますます難しく
なっていく状況を踏まえ、若者を知る
必要性を訴えている。これらの意見
に、私も強く共感する。
　若者の声を聞くには、やはり餅は餅
屋。若者の声を直接活かすべき部門
―商品開発や人事は思い切って若
返りを図り、若者に近い層をトップに据
えるべきだ。マーケティングや採用の
実施部隊には若い人も多いが、最終的
なGOを出すのは年長者だろう。大胆
な権限委譲が求められる。
②－6　自分の考えを持たせる
　若者へのアプローチの最後は、自分
の考えを持たせること。これからの時
代、１人で海外に出ていき、文化・環境
の違う人たちの中で自分の考えを伝え
られなければビジネスもできない。ジェ
イソン氏が主張していることもあって、
このことは、もはやグローバル人材に
不可欠な条件であろう。教育に活かす
うえでは、異文化研修をドラスチックに
見直し、クリエイティビティを頻繁に問
うような教育を行うとよいだろう。

●クオータ制導入を
　女性活躍に関連してジェイソン氏
は、管理職比率などにおける数字合わ
せは無意味だと言う。しかし、日本は
遅れている。国が企業に要請している
のは、自分たちで目標を決めて取り組
むように、ということだけであって、出
口氏が提案するクオータ制（男女平等を
達成するために、管理職などの一定数を女性に優

もならない。つまり、本格的な“生涯学
習社会”にしていく必要がある。

　「企業は、さまざまな人材が集い、共
創、協働するプラットフォームになる」と
いうイトーキの谷口政秀氏の未来予
測には、大いに刺激を受けた。今まで
のダイバーシティ・マネジメントは会社
の中に限定されがちであったが、この
意見には、従来の考え方の枠を飛び越
えた発想がある。
　谷口氏はプロジェクトメンバーそれ
ぞれが生活者になりきる、つまり“他人
の靴を履いて”得られた気づきを共有
し、それらを材料にアイデアの発散と
収束を繰り返すことが重要と説く。発
散だけでなく、収束によって形式知化
することがポイントと言えるだろう。
　日本人・日本企業はチーム制の労働
に慣れているので、本来は、多様な人
が参画するタスクフォースになじみや
すい。バーチャルな場だけでなく、実
際の企業、しかもそれなりの規模の
企業でこうした活動が出てくるとよい。
　ただし前提として、一人ひとりが専
門性を持つ必要がある。それぞれが得

図2　若者に対する処方箋

1　自己肯定感を高める
2　皆で頑張る仕組みをつくる
3　ワークライフバランスを確保する
4　パフォーマンス評価を徹底する
5　若者の声を聞く
6　自分の考えを持たせる

論点2：女性、高齢者の活躍を

論点3：地域、暮らし（越境）の視点
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野の専門家が知識・スキル・経験を活かして行う

社会貢献活動）などにもマッチする。副業
を認める企業は増えつつあるが、まだ
まだ少数派だ。ロート製薬が副業を
解禁した際にも、相当な反対や懸念が
あったと聞く。しかし、認めたほうが、
企業にとってもプラスが大きい。副業
やボランティア、地域のコミュニティな
どに集うことで専門性や発想力が磨
かれ、新しいビジネスモデルが生まれ
やすくなるだろう。

意なものを出し合って活かすのに、そ
の内容が陳腐だと、質が上がらず、新し
いアイデアも生まれない。ただ、谷口氏
の紹介した、たまプラーザの例のよう
に試行錯誤をOKとすれば、若い人が
専門性を磨き、ぶつけてみてイマイチ
でも、その経験がまた高い学習意欲
を生む、という好循環が期待できる。

●越境には副業を認めよ
　こうした働き方は、最近注目される
副業、パラレルキャリア、プロボノ（各分

●アンラーニング
　“アンラーニング（学びほぐし）”という視
点も欠かせない。企業で、ある専門性
を持つ人が長期にわたって働き続ける
場合、どんな分野でも、成果を出し続
けることは難しい。どこかで拠って立
つ専門性の変更、つまり「脱専門化」が
求められる。
　これまで語られてきたアンラーニン
グは、組織内のアンラーニングだった
が、谷口氏の言う「越境人材」は違う。
キャリア論において、「プロティアン・
キャリア」という言葉がある。“変幻自
在のキャリア”という意味だが、越境
人材は組織も職種も飛び越えて、専門
性を磨いていく存在だ。そうした人材
を増やしていかなくてはならない。
　なお、その時に忘れてはならないの
が、出口氏が指摘するセーフティネット
だ。企業としては、一定のセーフティ
ネットを設け、働き続けながら“越境”
できる環境を用意することで、リテン
ションを図ることができる。

●個別管理へのシフト
　ダイバーシティの観点で印象的だっ
たのが、「総合職的な働かせ方だけで
は限界がある」という中島氏の指摘だ。
　これからの時代、画一・大量型の労
働はAIで代替されていく。そうなれば
ますます“尖った人材”が求められる。
行木氏も指摘しているが、変化が激し
い時ほど多様な人材がいたほうが強
い。出口氏の言葉、「ダイバーシティに
富んだ人材ポートフォリオを創ること」
がまさに重要である。

論点 4：ダイバーシティを推進せよ

1957年生まれ。1979年、早稲田大学政治経済学部卒業、その後銀行などへ勤務、大学
院を経て 2003年より現職。博士（経営学）。専門は人的資源管理論、組織行動論、キャ
リア開発等。経営科学文献賞など受賞多数。著書に『働く人のキャリアの停滞』『昇進の
研究』（いずれも創成社）、『人材定着のマネジメント』（中央経済社）等がある。

山本 寛（やまもと　ひろし）氏

January 2017



くかも、大事な点である。
　特に重視してほしいのが、人を通し
た情報を活用する力だ。人脈が大事な
のはもちろんだが、得た人脈からどの
ように情報を得て、得られた情報をどう
取捨選択し、どう活かすか。そうした
判断能力の低下は、特に危機的だ。企
業では、主に管理職ポストの減少に
よって、取りまとめ経験が得にくくなっ
ている。そうなると、AかBかの選択肢
の提示はできても、最終的な判断がで
きない。組織における判断能力や、判
断した結果を受け止める経験をどこか
で養う必要がある。対立関係の中で状
況判断と意思決定をするコンフリクト・
マネジメント等の訓練が有効だろう。

●越境・学習を促すために
　以上を受けて、未来に向けて企業が
行っていくべきことについて、いくつか
提案したい。まず“越境人材”を増や
すためにもエイジレス社会を実現する
ためにも、生涯学習が重要だ。eラー
ニングが進歩しているのだから、いつ

　そこで人事に求められるのは、集団
一律管理ではなく、一人ひとりに対する
“個別管理”である。2007年ごろ、イ
ギリスのマイクロソフトの拠点に行っ
たことがあるが、そこで驚いたのが、
既に従業員一人ひとりの社歴や専門性
はもちろん、将来やりたいことまで把
握していたこと。「どうしてそこまでやる
か」と担当者に聞くと、「リテンションの
ためだ」とのことだった。同社のよう
に、各人が何を求めていて、どういう仕
事とのマッチングがよいかといった、
“かゆいところに手の届くマネジメント”
が、今後本格的に必要になる。

　個別管理は手間がかかる。しかし、
今後は、人的資源管理の細かい部分
もAIが代替してくれるようになる。能
力開発、配置、リテンションなどさまざ
まな面で活用できる。行木氏の話にあ
るように、予防や事前分析ができるの
がすごいところで、メールのログ解析
からコンプライアンス違反の危険性を
察知したり、配置の適性を分析したり
など、これまでの人的資源管理の在り
方を大きく変える可能性がある。

●人を通した情報活用力
　AIを活用していくうえでの一番の課
題は、これも行木氏が言うように、情
報を精査し判断する能力をどう育成し
ていくかということだ。今の若者は、
スマホの操作には長けているが、PC
自体や表計算ソフトが使えない人が増
えている。また、昔から言われているよ
うに、溢れる情報をどう最適化してい

でもどこでも勉強できる環境はある。
　しかしもっと言えば、「サバティカル」
を日本企業も積極的に社員に与える
べきだと考える。これは欧州を中心
に、長期勤務者に使途制限がない、職
務を離れた長期休暇・研究休暇を与え
るもので、１カ月～１年間など期間はさ
まざまである。そこまででなくても、一
定期間仕事から解放し、集中して学べ
る機会を30 代までに持たせたい。
　なぜなら近年は、管理職になれる人
が減り、中堅層の期間が長く切れ目が
なくなっているからだ。「40歳定年制」
という主張もあるように、50 代などで
はなく、もっと手前の段階で機会を与
えてほしいのである。
　また、自ら“越境”する人ばかりでは
ないので、企業が意識づけすることも
必要だ。多くの社員が「２枚目の名刺」
を持つようになると、その企業は強い。
そのために今、企業に足りないと感じ
るのが「自分の仕事を語る場」だ。　
　10 年 20 年と仕事をしていれば、誰
でも多くの蓄積があり、取り出して磨け
ば使える能力や経験が必ずある。し
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くら個別管理を進めても、完全なリテン
ションは不可能な時代になっていく。
　しかし、悲観することはない。その人
材の“旬”の時期だけいてもらえればい
い、と人事の考え方や仕組みを変える
のである。例えば、新人教育によって力
をつける一方、年功序列を残し、まだそ
れほど給料が高くならない20代前半
～30代後半の間だけはいてもらえるよ
うな対策をする、といったように。マネ
ジメント層の足りない業種であれば、
マネジメントが担える時期までいても
らうようにするか、逆にその層は外から
採用する。このように、自社に合ったリ
テンション戦略を練るのである。
　そして、退職者とのネットワークを築
くことは不可欠である。日本企業に
は、まだまだ転職を嫌う風土がある
が、越境人材に協働してもらうことが
ビジネス上、有利になっていく以上、こ
れは改めるべきである。
　ある企業では、SNS上に現役社員と
“卒業生”のコミュニティーを設け、そこ
に多くの人が集まっている。今後は、そ
のつながりをビジネスに活かしていけ
るとよいだろう。そして、「あの会社から
は優秀な人材が出る」という評判を、採
用に活用してほしい。一部企業が既に

かし多くの場合、本人がそれに気づい
ていない。そこで自分を語る場を設
け、「○○さんがやられてきたことは、
この仕事と近くないですか」などと他の
人から指摘や示唆を受け、気づきを得
る機会があるとよいだろう。

●挑戦とパフォーマンス評価
学習や挑戦へのモチベーションに

は個人で差があり、万人に通じる解は
ない。ただ１つ言えるのは、パフォーマ
ンス評価は徹底したほうがよいという
こと。個別管理を進めることともつな
がるが、昇進や評価というのは、会社
がその人をどう見ていて、今後どう処遇
していこうとしているかを伝えるアナウ
ンスメントでもある。それを本人が察
知すれば、他に移る選択を持てる。今
の中高年はそういうことなしに、年功
処遇の下で歳を重ねてしまっている。
　失敗を許容する文化がないことも、
チャレンジを阻害する。日本では、一
度失敗してローパフォーマーのレッテ
ルを貼られると、なかなか剥がれない。
ジェイソン氏は、アメリカは敗者復活
しやすい社会だと言うが、日本社会の
転換は容易ではない。「福活（ふっか
つ）ファンド」という倒産経験者の再
チャレンジに特化した投資ファンドが
あるが、こうした、一度失敗した人に
チャンスを与える仕組みの広がりや、各
方面でナースバンクのような職業紹介
サービスの整備拡充が望まれる。

●人材輩出企業をめざせ
　「“越境人材”が増えるとリテンション
が難しくなる」と心配する方がいるかも
しれない。残念ながらその通りだ。い

始めている「出戻り制度」を設け、成功
例を含めてPRすることも有効である。

●転職しても求められる人材に
最後に、働く個人の方への提案とし
て申し上げたいのは、自分が評価をも
らえない場には長く居続けないほうが
よい、ということである。特にキャリアの
初期には、周囲から高い評価を得られ
る場を選んだほうがいい。なぜなら、
評価がよければいい仕事や活躍の場
が与えられるからだ。そうした場で実
力を蓄え、その過程で、自分のフィール
ドが広がり、“越境”する力が身につく。
そうすれば、「転職しても独立しても、
元いた会社からオファーのかかる人」
になるだろう。これは、これからの社
会に必要とされる人材像でもあり、企
業に求められ続ける人材像でもある。
　本特集では 2030 年に向け、企業や
個人が備えていくべきことについて多
くの示唆が得られた。あなたなら、自
社の未来と求める人材像について、フ
リップになんと書くだろうか。
　とにかく、人がその能力を伸ばして
いける企業、そして社会の実現のため
前向きに歩みを進めていこう。 J
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