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キャリアコンピテンシーをベースとしたキャリアデザイン論の展開：

キャリア自律の実践と
そのサポートメカニズムの構築をめざして
慶應義塾大学 SFC 研究所
キャリア・リソース・ラボラトリー
花田光世（総合政策学部 教授）

１．キャリアコンピテンシー、自律的

より、自分自身を継続的にモチベー

て、構想力を付加している。この構

なキャリア形成力とは

トすることが可能となり、指示待ち

想力とは与えられたチャンスを自分

でなく、自分の意思をベースに主体

の土俵にとりこみ、自分自身のフレ

的に行動でき、一組織の視点に限定

ームや考えに整合性をもたらすよう

きる人材を；

されることなく、より広い視野から

に、状況を再構築していく力と考え

①【価値観】自分のキャリア設計や

自分のキャリアを考えることが可能

ている。このような５つの力を総合

ライフプランに関して自分なりの価

となるのである。そして与えられた

して、キャリアを自らの意識で構築

値観を有している人材

チャンスを自分のものとして活用で

し続ける力をキャリアコンピテンシ

②【自己動機付け】キャリア形成に

きる状況コントロール力にたけ、自

ーと考えている。それはよりトータ

関し、継続的に自分をモチベートし、

らチャンスを能動的にとらえ、事態

ルな人間力とでも表現することので

自己のキャリアを形成し続ける力を

を切り開くことのできる人材がキャ

きる力である。

もった人材

リア自律を実践できる人材に他なら

③【主体性】いくつかの選択肢の中

ない。そしてこのような人材が持つ

から、組織からの方向性や指示を待

力をキャリアコンピテンシーと呼ん

つことなく、自分の判断で自己のキ

でいる。

筆者はキャリアを自律的に形成で

２．自律思いこみ症候群の罠

この各能力の中で、項目４は考え

ところがこのキャリアコンピテン

できる人材

ようによっては、マーケットバリュ

シーに関して、最近「自律思いこみ

④【幅広い視野、Integrity】組織の名

ー、エンプロイアビリティ

症候群」が蔓延してしまってきてい

前や組織内の肩書きがなくても、組

(Employability)に近いものと考える

るのではないかと危惧している。こ

織外に出ても通じる力を持っている

ことも可能であるが、筆者は敢えて

の「症候群」とは、自らの自己実現

か、持とうと努力している人材、そ

これをインテグリティ(Integrity)と記

を短期的な利害からのみ模索するこ

して、

述した。Integrity とは正しさ、人間的

とを「キャリア自律」と考える、短

⑤【状況コントロール力、実践力、

な幅、一貫性といった言葉で訳され

絡思考・行動である。周囲から何と

構想力】キャリアチャンスを自分の

ることが多いが、個人の責任におい

なく、転職こそがこれからのキャリ

土俵で、再構築できる人材、と考え

て、社会的な正しさを組織の論理に

ア自律とふきこまれ、それに影響さ

ている。

優先させる強い信念とでもいうこと

れたり、現在の状況が嫌で、それか

自律的なキャリア形成、キャリア

ができる。より広い視野で、自分の

ら逃げるためにキャリア自律という

競争力の構築において、自分の価値

状況を周りとの関係性で調整でき、

名目を利用したり、さらには少しで

観をベースとしたキャリア開発の重

なおかつその状況の中で行動をとる

も高い給料を求めることがキャリア

要性を認識し、自己の価値観をベー

ことのできる人材である。

を高めることにつながると思いこみ、

ャリアやオプションを主体的に選択

スとしたキャリア形成を行うことに

また項目５は、状況対応力に加え

職を転々とするといった若者が増え
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ているように思えてならない。
このようなキャリア形成は、筆者
が考える「キャリア自律」とは明ら

３．キャリア採用にこそキャリアコン
ピテンシーを、それでは人事の基
礎は？

かに一線を画すものである。これは、

このような場合、人事としては、
むしろ総合的な人間力を表すキャリ
アコンピテンシーを有しているかど
うかの判断をきちんとできるかどう

この「自律思いこみ症候群」の人

かが問われよう。系統的なスキルの

自分のより良いキャリアのため転職

たちが転職に走ることがどうして可

羅列をキャリア採用で問題にするの

をしているように見え、それが一見

能なのであろうか？筆者は最近のキ

ではなく、そのスキルをどのように

自分の意思で、主体的に判断してい

ャリア採用における知識・スキル・

活用したか、スキル発揮により、個

るように見えるのだが、実のところ、

技術中心型の対応が影響していると

人の積極的な仕事への関わり合い方

何故その新しい仕事をしたいのか本

考えている。しかしキャリア採用で

がどうであったかが評価されるべき

当のところが見えていないケースで

あるほど、むしろ総合的な人間力、

と考える。

ある。

キャリアコンピテンシーが重要視さ

個人のとった行動を結果から見ると、

例えば、社会的にはコンサル的

れるべきではなかろうか。

しかしながら、それが現実には機
能せず、スキル重視型の採用がとら

な仕事の方が、価値が高そうに見え

最近の人事の基本には、特定の仕

れているからこそ、「自立思いこみ

るからとか、その仕事で勉強ができ

事の役割や、機能に特化したコンピ

症候群」の人たちを培養してしまっ

る可能性があるからとか、今の仕事

テンシーを中心に据えるという特

ているのではなかろうか。むしろ採

よりは学ぶことが多いから、さらに

徴・傾向がある。企業内の社内公募

用時、キャリアコンピテンシーがも

は今の仕事では自分がだめになると

にもこの傾向は出ているし、場合に

っと重視されなければならず、その

思うから、等が転職の際よくあげら

よってはトータルな人間力をもっと

必要性を人事担当は現場の管理者に

れる理由である。

重視すべきであるはずの、新卒採用

きっちりと説明する必要があろう。

しかし、これが前述のキャリアコ

においても職種別採用と称してこの

しかしこの考えをさらに発展させ

ンピテンシーと連動していないと、

特定知識・スキル・技術、それらに

ると、これからの人事の基礎に特定

どうしても転職しないと自分のキャ

対する適性が表に出てきてしまって

の仕事の役割やスキルから離れた総

リアが高まらないと考える、「自律

いる。

合的な人間力を中心に据え、そのト

思い込み症候群」にはまってしまう

この傾向はいささか問題があるの

ータルなアセスメントが重要になる

のである。この「症候群」では自分

ではないか。むしろ、特定のスキル

という人事のパラダイム転換が起こ

の我を通す、自分の判断を下すとい

や役割を念頭においた採用であって

ってこよう。これは組織や仕事の役

う意味では自主的であるが、その仕

も、このスキルの把握は当然のこと

割中心の考え方から、「人」中心の考

事を何故したいのか、それをするこ

として、よりトータルな人間力、キ

え方への転換である。

とで本当に自分をモチベ

ャリアコンピテンシーが重要となっ

環境変化の激しい時代、新しいビ

ートし続けることができるかどう

てこよう。どのようなポジションや

ジネスモデル・仕事を構築するとい

かは本人にも分かっていない。結果

役割であっても、技術の陳腐化や必

う状況においては、人がどんなにか

として転職を繰り返してしまい、そ

要な知識の転換は必ず起こるのであ

わっても固定した役割や、組織コン

れを繰り返していても、各々のチャ

り、キャリア採用の人であればある

トロールの仕組みで組織が動くとい

ンスをその都度自分のステップアッ

ほど、この状況に対応できる人でな

う従来型の組織人事の発想ではなく、

プにつながるように、自らの置かれ

ければ組織の円滑な運営が困難にな

そもそも人が変わったら組織は動か

た状況を仕組んでいくという状況構

ってこよう。

なくなるという前提が存在しよう。

ところが、昨今の新ビジネスへの

このような条件下では、総合力、キ

このような「症候群」に対して、

対応、退職者の補填などにあたって

ャリアコンピテンシーが人事の基礎

筆者は、同じジリツでも、自らを律

は、現場の管理者から新しい仕事を

として重要となってくるのである。

する｢自律｣という表現を使用せず、

担当する人をとにかく早急に採用し

自らの意思を表すにとどまる意味で、

てほしいという緊急の要請が強く、

「自立」という表現を使用している

現に保有しているスキルや技術、知

のである。

識に流されてしまう傾向が強く出て

築にはつながらないのである。

しまうのである。
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４．二つのスタンフォード系理論とキャ

ーから登場してきたことは示唆的で

ムの中に組み込むか。そのためのプ

リアコンピテンシー：新人事制度の中

ある。

ログラムの策定と運営が、われわれ

核を占める理論とは

この理論化の動きの中で、筆者は
スタンフォード系の２人の研究者に

SFC キャリア・リソース・ラボラト
リーの活動の中心となっている。

一般的にキャリア形成には、自己

注目している。１人はスタンフォー

のキャリアをある一定方向に高め続

ド大学でキャリアカウンセリングの

ける力と、技術・知識の陳腐化など

講座を担当している Krumboltz 氏で

５．キャリアコンピテンシーの出発点は

にともない、新たなキャリアを模索

ある。彼の Planned Happenstance 理論

個人の Motivational Value の発見

し続ける力の２つの側面があると考

は、偶発的な状況が生起しても、そ

から

えている。従来からのキャリア開発

れに対応する力をより計画的に育む

理論はこの前者をベースとしたもの

ことが重要というものである。いま

それでは、この新しいキャリアコ

であり、例えばキャリアンカー論な

１人はスタンフォード地域でキャリ

ンピテンシーを自覚し、対応力を学

どはこの領域を理論化した考えの代

アカウンセリングを実践している

習する基礎として何が重要となるの

表であろう。それに対して、後者に

Gelatt 氏である。Gelatt 氏は Positive

であろうか。筆者はまず、自分自身

ベースをおく考えが筆者の主張する

Uncertainty 理論を展開し、過去にお

の価値観を知ることが出発点という

キャリアコンピテンシー論である。

ける学習経験の Unlearning こそが出

認識を有している。自分自身が本当

このキャリアコンピテンシー論の

発点であり、その不確実性に対応し

に興味を持っていること、価値をお

源流には、変化の激しい環境の中で

ていく力の養成こそが新しいキャリ

くことを知り、それと整合性をもつ

将来を予測し、それに対応するよう

ア開発論の本質としている。

仕事やライフスタイルに関心・こだ

な体系的なステップアップ型、予定

両者に共通するテーマは将来の予

わりを持つことが重要であろう。そ

調和型のキャリア開発論では対応が

測は困難、変化にオープンな対応力

れがあるからこそ、自分自身の行動

困難という考えがある。また長い人

が重要、そして変化を自己の側にと

の動機付けにもつながるし、自分が

生で紆余曲折を繰り返しながら、自

りこむ力として Curiosity（新しい事

納得して主体的判断を下すことがで

らのキャリアを構築・形成し続ける

態への興味）、Optimism（楽観主義）、

きると考えるからである。自分にと

１人ひとりの、生身の人間の、現実

Risk-taking（リスクテーキング）、

って、興味のわかない、自分が価値

の生き方を参考にすると、体系的、

Flexibility（柔軟性）、 Unlearning of

をおくものとは一線を画す仕事では、

積み上げ型のキャリア形成論は長い

past learning（過去の学習の棄却）
、な

いくらその仕事を長年こなすことに

人生のある瞬間を見ているに過ぎな

どであろう。余談であるが、二人は

よって技術力やスキルを高めること

いという考えもでてこよう。もちろ

毎週土曜日 20 年以上に渡りテニスを

ができたとしても、所詮忙しくなれ

んある瞬間では、キャリアンカーの

楽しむテニスのパートナーでもある。

ばバーンアウト症候群におちいるか、

構築をベースとした継続的なキャリ

この２人の理論と、筆者のキャリ

心の合理化のメカニズムを働かせ、

アアップも生きてこよう。しかし、

アコンピテンシー論に共通する考え

自分が実はこの仕事に興味を持って

現在のように環境変化が激しく、個

を今一度まとめると、環境の変化は

いたと自己の認識をねじまげるとい

人の生き方において、何度も何度も

予測がつかず、体系的・継続的なキ

う対応をはかってしまうのではなか

自分が積み上げた枠を乗り越えて新

ャリア開発といってもそれをあらか

ろうか。

たなチャレンジを模索しないと生き

じめ準備をすることはなかなか困難

自分自身の Motivational Value の

残れない現状を考えると、キャリア

であり、むしろどのような状況にあ

発見プロセスには様々なものがあろ

アンカー重視の考え方から離れて、

っても、また困難な状況がきても自

う。バリューカードとよばれる、多

どのような状況にあっでも自己のキ

分のキャリアを構築し続ける力こそ

様な価値観をリストしたものを使用

ャリアを形成し続ける力といった、

が重要という考え方が、今後のキャ

したり、自分自身のライフヒストリ

能動的・積極的なキャリアコンピテ

リア開発論の中心にくるべきという

ー記述なども使用されたりしている

ンシーの考え方が必要になってくる

ものである。

が、筆者が最も効果があると考えて

のである。米国において、この考え

そして、このような力の大切さを

方を理論化した動きが、環境変化・

どのようにひとりひとりに自覚して

技術変化の最も激しいシリコンバレ

もらい、それを新しい学習メカニズ

いるアプローチは「自己の働き甲斐」
ストーリーの記述である。
これは、過去において自分が働き
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甲斐を感じたこと、仕事を遂行して

ツを用意していた。しかしこれから

において提供されるという考え方で

いく上において生き生きとした想い

は個人が個人のバリュー、ライフス

ある。一般的なコーポレイトユニバ

を持ち、やりがいを感じることので

タイルを念頭において、個人のキャ

ーシティの定義では、企業の戦略と

きた仕事・出来事を 3 つほどあげて

リアを自己責任で開発していくこと

ドッキングされた教育メニューであ

もらう方式である。そしてこの 3 つ

がむしろ主流となってくるのである。

るとか、エリート教育などがその活

の仕事・出来事に共通する背景・テ

そのためには、インフラとしてキャ

動にあげられているが、筆者はむし

ーマが実は、個人が大切にする価値

リア相談にのれるキャリアカウンセ

ろ外部の様々な教育機関を活用し、

観を反映しているものであると自覚

ラー、コーチ、メンターなどの役割

個人が主体的にメニューを選べる、

してもらうアプローチである。この

が必要となり、また上司もキャリア

外に開かれた、そして個人の主体性

バリューを中心として個人の仕事選

アドバイザーとして部下のキャリア

をベースとした、そしてライフプラ

択が開始されるわけであるが、キャ

開発に貢献することが要求される。

ンなどと連動した個人のキャリアデ

リアビジョンの策定、キャリアゴー

上司が何から何まで責任を持って

ザインを可能にするプログラムの提

ルの策定といったキャリアデザイン

指導・教育をする時代は終わった。

供を行う総合的な場としてコーポレ

の各々の局面においてもこの価値と

個人が自己のキャリアデザインに責

イトユニバーシティという名称を使

の整合性が確認される必要がある。

任をもち、主体的な活動を行うこと

用すべきという考えを持っている。

このように個人のキャリアパスの

が前提となる時代に、上司の役割は

むしろ経営戦略とドッキングした

設定、キャリアゴールの設定などに

部下の指導から支援、成長への貢献

教育やエリート教育は、企業内研修

おいて、価値の位置付けが重要にな

に変化するのである。

の社内ビジネススクールや社内

ってくると、人事的にも個人の価値

このようなキャリア自律をベース

MBA といった色彩を持ち、多くの従

観をしっかりと把握し、それが人事

とした人事の運用においては、一連

業員に開かれたコーポレイトユニバ

面談や上司との面談においても重要

のカウンセラー、アドバイザーなど

ーシティとは異なるものと考えてい

な資料となってこよう。従来ややも

のインフラ整備に加えて、相互にお

る。

すると軽視されていたこのような個

互いを助け合う社内のデータベース、

人の価値観の把握が、人材のトータ

掲示板などの情報交換のメカニズム

ークライフバランスである。キャリ

ルアセスメントの一環として重要な

が必要となってこよう。さらには個

ア自律、キャリアと個人のバリュー

役割を担うようになってくるのであ

人が自己のスキルやコンピテンシー

やライフプランとの整合性という課

る。

を棚卸でき、またバリューなども自

題に直面すればするほど、このワー

己評価できるセルフアセスメントの

クライフバランスという概念が重要

ツールの提供も必要不可欠であろう。

となってこよう。最近企業内コンシ

６．総合的な人間力中心の考え方は新

次に注目しているキーワードがワ

こういった一連の活動の中で筆者

ェルジェサービスなどを加えた、ワ

が最近特に注目しているキーワード

ークライフバランスを提供するベン

が、コーポレイトユニバーシティと

ダーの成長が米国においては著しい。

従 来 の キャ リア開 発 論で は、 教

ワークライフバランスである。各企

年率ベースで 500％を超える成長を

育・人材育成は組織中心で行われて

業は従来の企業研修のプログラムを

遂げているベンダーも少なくない。

いた。それは必要な仕事の役割、ス

最近になって、コーポレイトユニバ

これらのベンダーのサービスはい

キルが明確化され、その明確化され

ーシティという名称に変更するケー

わゆる法定外の福利厚生サービスメ

た目標をターゲットとして組織が主

スが目立つようになってきている。

ニューの提供であるが、筆者が注目

導してプログラムを開発してきたこ

筆者はこのコーポレイトユニバーシ

しているサービス機能は 24 時間のヘ

とによる。

ティという言葉に特別の意味合いを

ルプデスク形式のカウンセリング機

しかしながら、この方式はこれか

込めている。それは、従来の企業主

能、さらにはライフプランやワーク

らは変更されなければならないと考

導型の能力開発は経営研修所や教育

ライフバランスの企業内プログラム

える。要は、従来のキャリア開発で

研修所で実施されるのに対し、従業

への講師派遣サービスなどである。

は組織が組織の発展を念頭において、

員の自律をベースとした個人の自己

例えばヘルプデスク形式のカウンセ

組織主導で従業員のスキルを開発す

開発・啓発を主流にする教育サポー

リングサービスには、親の介護、子

るものであり、組織がそのコンテン

トが、コーポレイトユニバーシティ

供の育児・教育、生活不適応現象な

しいサービスの台頭を促す
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どに対するサービスが提供されてい

的開発、個人の自律型キャリアデザ

るが、キャリアカウンセリングも重

インのサポートメカニズムは人事の

要なサービスとして位置付けられて

新たな重要なサービスとして台頭し

いる。企業内でキャリアカウンセリ

てこよう。各種アドバイザーやカウ

ングやキャリアドバイザーによって

ンセラー、コーチの活動のコーディ

提供されるサービスとは異なる、全

ネート、各種セルフアセスメントに

く組織から離れた外部のカウンセラ

対するサポートサービス、ワークラ

ーの意見を聞く場の確保も、今後は

イフバランスの各種サービスの提供、

重要であろう。専門的なワークライ

筆者が定義するコーポレイトユニバ

フバランスの企業内セミナーの実施

ーシティの運営などは、いずれもト

などは、退職予定者の社会へのソフ

ータルなコーディネートが必要とさ

トランディング中心のライフプラン

れ、従来の福利厚生部門や、教育部

研修に代わって、今後日本企業にお

門等の役割を超えた新たなとり

いても急速に伸びていくだろう。も

まとめの機関が必要となってこよう。

ちろん従来も、ソフトランディング

現実的には企業はキャリアデザイン

型のライフプラン研修は外部企業に

センター、ワークライフバランスデ

よりサービスが提供されていたが、

ザインセンター、ライフデザインセ

年齢、性別、家族形態を限定しない、

ンター、コーポレイトユニバーシテ

ワークライフバランスの様々なきめ

ィなどの名称でこのとりまとめ機関

の細かいサービスは、開かれたコー

の設置をはかるようになるであろう。

ポレイトユニバーシティの中で積極

筆者は従来から、これらのサービ

的に活用されるプログラムメニュー

スをとりまとめる機関の名称として

となってこよう。

「生き方研究所」という名称を提唱
している。もちろんこのような名称
が現実に企業に採用される可能性は

７．人事サービス提供機関としての
「生き方研究所」

高くはないことを認識はしている。
しかし敢えてこの名称を唱え続ける
ことにより、キャリアデザインセン

筆者はこのような人事業務の新サ

ターやワークライフバランスデザイ

ービスの台頭が人事の役割分担を大

ンセンターなどにおける活動が、高

きく変化させるようになると考えて

齢者のソフトランディングや女性社

いる。従来の人事の役割は小さな本

員の育児休職後の復帰支援センター

社の採用により、本社人事機能は報

的な位置付けに矮小化されない、歯

酬委員会や指名委員会、経営資源委

止めの役割を果たすことを期待して

員会などの委員会機能に対するサポ

いるのである。

ートサービスに変貌しよう。個別の

従業員の総合的な人間力を高め、

カンパニー人事においては、人事企

キャリアコンピテンシーを磨き、生

画や配置・任用、報酬管理、評価・

涯現役への道を開くこのような機関

アセスメントが行われるようになっ

の名称を敢えて「生き方研究所」と

てこよう。そのほかサービス業務は

提唱し続けることの意義を理解して

アウトソーシングされ、また人事の

いただければと念ずる次第である。

ホームページなどのデジタル化対応

（2001 年 5 月）

で処理されるようになってこよう。
このような一連の動きの中で、個
人のキャリアコンピテンシーの継続
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