
経営戦略とHRD（人的資源開発）のあるべき姿  

三上  登，西野 浩子  

混迷する時代において，過去からの連続性の中で将来をとらえることはもはや不可能であり，物事は萬に演繹的に発  

想すべきである．人材育成・人材開発もまたしかり．むしろ，人材の育成・開発こそ，積み上げ的発想から開放され，  

長期的観点から意図的・計画的に行われるべきである．スピーディな変化対応で，新たなる成長軌道にのるために，一  

元的・画一的育成，横並び人事から脱皮し，組織の方向性と個人のキャリアのすり合わせ，適正なるアセスメントによ  

って，公正かつ有効な教育を行うことが求められる．組織と経営戦略，組織と資源としての人材，経営戦略と人材，の  

関係および今後のあり方を探っていく．  
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おり，多角化のための事業の選択，つまり自社の事業  

としてどの市場・どんな製品を選択するかのガイドと  

して，戦略という概念が積極的に取ケ）入れられていっ  

たのである．   

チャンドラーは，『経営戦略と経営組織』において，  

経営戦略を「企業の基本的長期目標・目的の決定，と  

るべき行動方向の採択，これらの目標遂行に必要な資  

源の配分」と定義づけ，最良の戦略を創れば組織はそ  

の戦略を達成するためにふさわしい組織構造となると  

説いた．また，アンゾフは，企業における意思決定を，  

業務的意思決定，管理的意思決定，戦略的意思決定の  

三つに区分，戦略的意思決定における「製品・市場の  

領域」「成長ベクトル」「競争優位性」「シナジ」の四  

つの要素を示し，実践的な経営戦略の理論を展開した．  

アンゾフは，チャンドラーの「戦略は組織を規定す  

る」という考えとは逆に，戦略が策定されても組織の  

抵抗によってその戦略が実現することばほとんどない，  

戦略が変革的であればあるほどその抵抗は大きく，戦  

略は組織文化や組織能力によって影響を受ける（組織  

は戦略を規定する）という見解を示した．その後，  

1970年代に入って，ミンツバー グは，チャンドラー  

とアンゾフのいずれでもなく，戦略は試行錯誤しなが  

ら思考と実践の相互作用の中で形成されるものである．  

すなわち，「戦略と組織は相互関係にある」とする考  

えを示した．   

2．2 戦後の日本と経営戦略   

一方，そのころのわが国は，戦後復興を遂げ高度成  

長期の直中にあー），量産・量販が事業成長のカギであ  

った．作れば売れる時代であり，1958年から1973年  

にかけての平均成長率は9．5％．あえて「戦略」を考  
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1．はじめに  

企業において，HRD（ヒューマン・リソース・デ  

ィベロップメント）を考えるときに，併せて考えてい  

かなければならないのが経営戦略である．その企業が  

どこへ向かおうとしているのか，そのために何をしよ  

うとしているのかが不明確なままでは，どんな人材が  

必要なのかを判断することはできない．必要な人材像  

が不鮮明なままで，人材の獲得・育成を行うことは不  

可能であろう．同時に，経営戦略を実践していくのは  

人材であり，企業が経営資源としてのどのような人材  

を保有しているかがその企業の運命を左右する．つま  

り，経営戦略のプロセスにおいてHRDは非常に重要  

であり，双方は密接な関係にあるといえる．   

戦後の高度成長を経て，バブル期を迎え，バブル崩  

壊後の失われた10年，そして21世紀．その時々によ  

って，経営戦略は変更され，人材に対する考え方は変  

わってきた．企業における個人のあり方も変わってき  

ている．時代とともにある人材開発の変遷について，  

今一度振り返りかえるとともに，今後のHRDのある  

べき姿について考えていきたい．  

2．時代の流れと経営戦略  

2．1経営戦略の歴史   

軍事用語であった戦略という概念が経営学に取r）入  

れられたのは，1960年代のアメリカにおいてである．  

当時，アメリカでは企業の多角化が急速に進められて  
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える必要はなかった．   

日本で経営戦略が意識され始めたのは，第1次オイ  

ルショック以降であろうか．戦後初のマイナス成長と  

なった日本であったが，インフレと不況の混乱の中で，  

主に船舶・自動車・電気機械などの業界で徹底した合  

理化を推し進め，価格面でも品質面でも卓越した商品  

を欧米に輸出拡大することによって不況を脱出したの  

である．このことを契機として日本的経営の研究が進  

み，海外においても「日本に学び，日本を超える」と  

するウイリアム・オオウチによる『セオリーZ』が出  

版され，コスト・品質・納期の面で高い競争力を持つ  

とされるトヨタ生産方式の研究が進むなど，日本的経  

営ブームが起きた．したがって，オイルショックによ  

って日本において経営戦略という概念が注目されはき  

たものの，自分たちがこれまで行ってきた経営のあり  

方が外からの視点で整理・理論化されたにすぎず，自  

らが本当の意味で，日本経営のあり方を深く考えるに  

は至らなかったのである．   

その意味で，経営戦略について其の取－）組みがはじ  

まったのは，やはり1991年のバブル景気以降の平成  

不況に突入してからといえよう．長引く不景気により，  

大型倒産が相次ぎ，雇用調整が行われた．オイルショ  

ック時に比べれば，物質的な面での生活水準は明らか  

に高いにもかかわらず，失業者数は急増し，2001年  

にはついに完全失業率が5％台を超えた．   

そして，21世紀を迎えた今，若干の景気回復のき  

ざしが見え始めたといわれ，完全失業率も下降傾向に  

あるとはいえ（2003年12月期は4．9％となったが年  

平均はまだ5．3％を占める），依然厳しい経済情勢は  

続く．また，インターネットの急速な普及・定着によ  

町社会構造は大きく変化し，同じ商品，同じ品質を保  

ちつづけても環境によってその価値は刻々を変わって  

しまう．これまでわが国は，危機に直面しつつも“カ  

ミカゼ’によって幾度となく奇跡的な復興を遂げてき  

た．しかし，今回ばか㌢）はいくら待ってもカミカゼは  

吹きそうにない．多種多様な価値とめまぐるしく移り  

変わる状況に耐えうる存在となるために，日本企業が，  

やっと自社の経営のあり方について真剣に向き合いは  

じめたのである．   

2．3 経営戦略の概念定義   

では，そもそも「経営戦略」とはいかなるものか．  

経営戦略とは，一般的には中長期的概念で形成された，  
●●●  

戦略的な経営計画のことを指す．軍事用語では，戦略  

すなわちストラテジとタクティクス（＝戦術）および  

コンバット（＝戦闘）は明確に区別されている．スト  

ラテジは基本的に中期的な政策をいい，タクティクス  

は短期的計画のことをいう．このことから，戦略の失  

敗は戦術では回復できないといわれたりもする．  
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図1戦略と組織の関係（STI⑥）   
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しかし，戦略の定義となると，チャンドラー，アン  

ゾフ，ミンツバーグそれぞれの定義が異なるように十  

人十色であり，社会背景や組織の現状によっても捉え  

方が異なり，何が正しいと明言できるものではない  

（図1）．戦略の定義は，それぞれの企業によって定め  

られるべきものであろうと思う．ただ，「戦略性」の  

条件を整理することはできる．いうまでもなく経営戦  

略は戦略的であるべきであり，経営戦略を策定する際  

はこの「戦略性」における諸条件を押さえておく必要  

がある．以下に，戦略性の条件を挙げる．  

1．環境の先取り（先取性）   

2．競合優位策（競争性）   

3．資源の重点化（集中性）   

4．相乗効果（シナジ性）   

5．体質強化策（活垂加生）   

すなわち，環境を先取りすることは，企業の成長ベ  

クトルを探ることであり，競合優位策を立てることは，  

自社の勝ちパターンを確立することである．また，資  

源の重点化は，有限である経営資源の有効に活用し事  

業効果を高めるために不可欠である．しかし，資源投  

入の成果が投資と同等であれば，現状維持は望めても  

拡大はありえない．投資をする以上，10＋10＝20で  

はなく10×10＝100になるような，シナジ効果が期待  

されるものでなくてはならない．そして，組織構造や  

システムの変更，社員の意識改革など，組織そのもの  

の体質が強化され組織の活性化が図られるものでなけ  

れば，戦略的とはいえないのである．  

3．経営戦略と人事制度  

3．1経営プロセスにおける演鐸的発想   

前述のように日本経済は高度成長期・安定期と環境  

が変遷してきた．それに応じて企業経営プロセスも変  

化していくべきものである．今，混迷する環境の中で，  

戦略策定の方法や意思決定の仕方，問題解決の考え方，  

そして人材開発といった経営プロセスはいかにあるべ  

きであろうか．   

過去の成長・安定期には，経済全体や企業そのもの  

が成長軌道にあり右肩上がりであったため，原則とし  

ては過去を分析し，その数値を参考に未来を想定する  

ことができた．「前年比」何％アップという目標設定  

が許された時代である．しかしながら，低成長期とな  

れば，過去の延長線上に未来を描くことはできない．  

延長線にあるのは，「維持」か「撤退」かである．し  

かも，現状を維持しようとしても，物の価値が刻々と  

変化する中で，過去のやり方を踏襲し前例にならって  

いて現在のレベルを維持することは無理である．一方，  

「撤退」は，結果としての撤退なのか，意図的な撤退  

なのかで大きく意味が変わる．不採算事業の撤退によ  

って，経営資源を別事業に集中・再配分することで成  

長を狙うという「撤退戦略」もあり得るのである．低  

成長期においては，成長・維持・撤退いずれの道を行  

くにしても，明確な意思を持って将来を選択し，その  

将来像から論理的に逆算して，現在の進むべき道・取  

るべき方法論をまさに戦略的に考えていかなければな  

らないのである．   

また，めまぐるしく移り変わる状況に，その都度適  

応していこうとしたらどうであろうか．環境との適合  

rヽ  

′Tヽ  

演繹的聞孤解決  帰納的問題解決   

図2 演緯的発想と帰納的発想（STI⑥）  
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や臨機応変さは大切ではあるが，過剰適応はアイデン  

ティティの喪失につながりかねない．会社が環境に追  

随すれば，存在基盤自体が危うくなっていく．経営理  

念と企業の目的をきちんと踏まえて，これからどこへ  

向かうのか，何を目指すのかを明確な意思を持って描  

いていくことが重要なのである．   

このように現在の経営は，過去との連続性のなかで  

物事を判断するような帰納的発想で行っていくことは  

困難であり，環境への過剰適応もわが身を見失いかね  

ない．21世紀の経営プロセスはすべて，自らの意思  

であるべき姿を明確に描き，その上で「今」を考えて  

いく演緯的な発想で行われるべきなのである（図2）．   

3．2 人が運命のカギを握る   

そうした経営プロセスをまわしていくのは，ほかで  

もない人である．ヒト・モノ・カネという三大経営資  

源の中で，限と）あるカネやモノを動かすのは紛れもな  

くと卜である．もちろん，ヒトという資源にも数の面  

では限りがある．しかし，ヒトだけにはi替在能力とい  

う無限の可能性が秘められている．また，ヒトのキャ  

パシティは大きく，さまざまな状況にフレキシブルに  

対応していくことが可能である．個の力を最大限に引  

き出し，さらにそれを集結していけば，組織力はさら  

に発揮される．反面，ヒトの音替在能力は放って置いて  

も勝手に発揮されるというものではない．あくまでも，  

潜在能力を引き出すためのしかけが必要であり，それ  

が企業における教育なのである．   

今，経営戦略を間違えた企業は倒産し，勝ち組みと  

いわれる企業も決して未来永劫安泰とはいえないだろ  

う．そうした時代において，将来の自社を担っていく  

経営人材を今から育成しておかなければ，その企業に  

未来はない．  

4．HRDのあるべき姿  

4．1人材育成の考え方の変化   

先に，バブル期以前の日本には其の意味での「戦  

略」が存在しなかったと述べた．それは，右肩上がり  

の時代，向かうべきは拡大・成長であり，どこへ向か  

うのかを決める必要がなく，誰かが方向を指し示さず  

とも，企業で働く誰もが同じ方向を向いていたからで  

ある．そのため，経営戦略が明確でなくともなんとか  

なった．人事制度においても，売上拡大・事業成長が  

企業の大前提であり，過去の延長での判断・経験に裏  

付けられた業務遂行が優先されたため，年功による右  

肩上がりの人事システムがマッチしていた．  

644（30）   

これまでの人材育成は，新入社員から中堅社員まで  

の比較的早い段階において，OJT教育や，職能別教  

育，階層別教育など，知識・技能・役割意識喚起のた  

めの教育は積極的に行われ，役職があがっていくにつ  

れて教育への投資が徐々に少なくなっていくのが一般  

的であった．役職があがっていけばいくほど，個人が  

会社に与える影響力が大きくなっていくにもかかわら  

ず，である．OJT教育や職能別教育などは，実務能  

力を高めていくには必要なものではあるが，そこに次  

代を担うリーダを意図的に育てるという意識はない．  

その意味では，これまで経営を担ってきたのはビジネ  

スリーダではなく有能な実務家であったといえる．右  

肩上がりの時代においては，それでも良かった．圧倒  

的な存在感の創業者の元で，過去から培われてきた企  

業風土が組織全体を支えてこられたからだ．   

しかし，仕事観・組織観が多様化しているこの時代  

においては，有能な実務家というだけで優秀な経営者  

として成功する保証は全くない．とすれば，新たな成  

長軌道を目指し，意図的・計画的にビジネスリーダを  

育成してし、くことが益々重要なこととなろう．この低  

成長期においてこそ，人材育成への投入エネルギを緩  

めてはらないのであるである（図3）．   

4．2 教育は戦略に先行すべし   

今，教育エネルギの投入を空間軸で述べた．次に，  

それを時間軸で見てみたい．  

「人事システムは戦略より先行させるべきであー），  

人事システムよりも教育を先行させるべきである．し  

たがって，教育は戦略に先行すべきものである」と言  

われる．   

変化の激しいこの時代において，方向のプレない戦  

略などというものは存在し得ない．戦略性の条件であ  

げた先見性を発揮して，フットワークよく戦略は変更  

を加えていかなければならない．そのときに，最も動  

かしやすいのはカネであり，戦略が変われば重点投下  

する場所を変えれば済む．モノも作る時間を短縮すれ  

ば戦略変更への迅速な対応が可能であろう．しかしな  

がら，ヒトだけは，戦略が変わったからといって，一  

朝一夕で技能や意識を変えることは難しい．したがっ  

て，戦略を立ててからその戦略を実践する人材を育て  

ていたのでは，間に合わないのである．ヒト・モノ・  

カネという経営資源の配分を考えるときに，ヒトの問  

題は過去から将来にかけて長期的に捉えるべきであり，  

モノは中期的，カネは短期・単年度の中で捉えていく  

ことが大切である（図4）．戦略より教育を先行させ  

オペレーションズ・リサーチ  
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（  【特徴】   

①総需要拡大（右肩上がり）  

②集団合議制主体、遅い意思決定  
③固い組織、組織の壁  

【特徴】   

①低成長（波動）  ④指導  
②単独決裁性併用、迅速な意思決定 ⑤オーハ●ァチーハ●＆ノ＼イハ○フォーマ教育  
③やわらかい組織、タイムリーな離合 ⑥重点主義   

集散  

④管理  
⑤オー／くアテーパ教育  

⑥絵花主義  

図3 人材育成の考え方の変化（STI⑥）  

資源配分の基本  

〔資源配分のバランス〕   

○ヒトおよびヒト存度合いの強い資源は、長期的に考えること  

人材育成、R＆Dなど  

○モノおよびモノに関係する資源は、中期的に考えること  

ロジスティクス、情報システム、設備投資など  

○カネおよびカネに直結する資源は、単年度の中で考えること  

売上、利益、原価など  

／一〔＼  

図4 三大資源の基本配分（STI⑥）  

な人材が100％明らかになるわけではない．そのとき  

指針とすべきは経営理念である．   

いうまでもなく経営理念は，企業の普遍的価値観で  

あり，企業の存在価値そのものである．「どんな会社  

でありたいか」を表現したものであり，経営を永きに  

わたって規定する価値観である．理念は遺伝子と呼ば  

（31）645   

るべきとするのは，このためである．   

4．3 多種多彩なプロ集団   

では，どういう人材を育てればよいのか．拡大成長  

期にあっては，拡大基調にのって同質の管理者を何年  

後に何人用意すればいいかを予測することは容易にで  

きる．しかし，戦略が変わる可台引生がある以上，必要  
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価値前提  

図5 経営理念と戦略の全体像（STI⑥）  

索型」の人材を登用し一気に攻めろといっても無理で  

ある．そこには，やはりバイタリティあふれる求心力  

の高い人材を投入していくべきであろうし，逆にリス  

クの大きな戦略をとる場合，リスクを恐れない大胆さ  

はもちろん，ljスクを最小化する対策を練る緻密さを  

持つ人材を投入していく必要がある．そうしたときに，  

画一的な人材のストックしかないと，環境変化や新た  

な戦略に対応するのは難しいであろう．   

しかしながら，やみくもにありとあらゆるタイプの  

人材をプールしておけばいいというものではない．そ  

れでは単に人件コストの無駄である．経営理念を踏ま  

えたうえで，できる限り客観的なデータに基づいて将  

来を予測し，今後自社がとり得る戦略を想定し，どう  

いう人材を今から育成しておく必要があるかを考えて  

いくことが必要である．最近では，戦略そのものを創  

出しうる能力を備えたビジネスリーダの育成が重視さ  

れており，「コア人材」の教育が積極的に行われるよ  

うになってきている．   

4．4 組織と個の関係   

企業の将来を見越して，必要な人材を育成していく  

ことが重要であることは上記のとおりであるが，企業  

論哩を一方的に押しつけようとしても人は育たない．  

あくまで自発的な参加意識を促し，経営を担う一人と  

して主体的に課題に関わるようなしくみ・評価・風土  

を作っていかなければならない．   

その一つの方法論として，複線型人事制度がある．  

戦後に比べ生活水準は圧倒的に向上し，かつての滅私  

オペレーションズ・リサーチ   

れることもあるように，成員個々人の日常的判断や行  

動に影響をあたえるものである．理念は戦略よ－）もは  

るかに長期的な観点でとらえられるべきであり，戦略  

はあくまで根底に流れる理念に立脚するものでなくて  

はならない．当然，方針や目標などよりももっと長期  

の概念である．（図5）．極論すれば「わが社が絶対に  

変えてはいけない大切な考え方は理念であり，それ以  

外はすべて変える」という発想であってもかまわない．  

ただし，経営戦略は環境変化を先取りして変更を加え  

柔軟に変更していくが，経営理念から決して外れては  

ならず，理念に反するものを戦略とは呼べないのであ  

る．したがって，人材育成は経営理念に沿って行って  

いけばよいのである（もちろん，理念そのものを見直  

すということは起こりうる．しかし，それは従来とは  

明らかにその企業の存在価値や使命が変わるときであ  

り，企業の使命・役割が変われば，当然そこに求めら  

れる人材も変わる）．組織の成員である以上，経営理  

念に沿った行動をしてきたはずであり，これまでもそ  

うした教育はなされてきたはずである．   

ただ過去と大きく異なる点は，育成すべき人材は一  

つのタイプだけではなし－ということである．どこから  

玉が飛んでくるか分からない状況の中で，それに耐え  

得るよう多様な人材を用意しておく必要がでてきた．  

刻々と変化する環境にスピーディにかつ的確に対応し  

ていくために，想定しうる多種多彩な人材を育成して  

おくことが不可欠となってきたのである．例えば，  

「一気に攻める」という戦略をとろうとしたとき，「思  

646（32）  
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奉公的な仕事観から，仕事を自己実現の手段として位  

置づける価値観が登場してきた．ある程度の生活の保  

証がされれば，必ずしも高い報酬を求めず，自分にあ  

った仕事・ライフスタイルを重視する，あるいは特定  

の専門領域で自己の専門性を高めることで自己実現を  

図りたいとする人々が増え，これまでのライン管理者  

としてポジションが上がっていくことをモテリレとした  

単線型人事制度では対応しきれなくなってきた．そこ  

で導入され始めてきたのが複線型人事制度である．   

しかしながら，制度を用意すればそれで済むという  

わけではない．その前提として個人のキャリアと組織  

の方向のすり合わせが不可欠であり，個人のキャリア  

の方向性と組織の目指す方向とがまったく違う中での  

育成と貢献努力は，双方の不幸である．   

成果主義と目標管理制度も同様である．中長期的キ  

ャリアプランと組織の目指す方向のすり合わせなくし  

て，双方の納得のいく目標設定はあり得ない．中長期  

展望がないまま立てられた目標は「こなす」ものとな  

り，達成するために目標を低く設定したり，評価対象  

となること以外やらなくなったりとし－う問題が発生し  

てくる．   

年功制・終身雇用の人事システムが機能しなくなっ  

た現在，新たな人事システムを導入してもうまく機能  

しないという企業が多いのは，個と組織のベクトルあ  

わせをなおざりにしたまま，職種や仕事内容・個人の  

価値観を考慮せず，形式だけを当てはめようとした結  

果であろう．   

もちろん個人の側にも責任はある．キャリア開発を  

支援するのは組織の責任であるが，キャリアそのもの  

を開発するのは100％個人の責任である．安定期にお  

いて，社員として果たすべき主要機能といえば，上位  

方針・コンセプトに基づき，確実に任務遂行すること  

であった．言葉を変えれば，上位からの指示を待ち正  

しく遂行することが重要であった．しかし，低成長の  

時代においては，そういった帰属的・依存的な姿勢は  

許されないのである．自己の強み・弱みを可能な限り  

冷静に判断し，自分の責任において自己のキャリアを  

開発していく自覚を持つことが必要である．その意味  

では，そういった自己認識・自己責任の意識を個人一  

人ひとりに持たせるよう，社員の意識改革を行ってい  

くこともまた企業の大きな課題といえよう．  

5．人材アセスメントの今後  

5．1公正な不平等教育   

誤解を恐れずにいえば，これからのHRDは，公正  

は期すべきであるが平等である必要はない．企業にお  

いて，こと人材開発において，平等と公平は明確に区  

別されるべきである．   

先に，人材育成への投入エネルギの手を緩めてはな  

らないと述べた．それはその通りであるが，万人にお  

しなべて同じ教育を行えということではない．個人の  

価値観が多様化するなか，また先行きの不透明な中で  

企業の生死をかけた経営戦略打って出なければならな  

いなか，必要な人材を選抜し早期に育成していくとい  

う人事戦略をとっていくことは，経営戦略を成功させ  

るためには必要なプロセスである．   

先にあげた複線型人事制度も，ピラミッド型組織経  

営が崩れポストが不足したため，単線型人事制度が通  

用しなくなったからというような，後ろ向きの発想で  

行うのではなく，経営のプロ， 管理者のプロ，専門領  

域のプロとを明確に区別して教育していくための，積  

極的な制度として捉えるべきである．グローバル化が  

いわれて久しいが，21世紀のビジネスにおいては，  

好むと好まざるにかかわらず，グローバルな市場で戦  

っていかなければならない．グローバルな市場では，  

国内市場では経験のしたことのない闘い方が迫られる  

だろう．それに対応しうるのは，自らの足腰の強さ，  

これだけは負けないという専門性であると考える．総  

花的に広く浅い技術・知識を備えていても，世界の前  

ではすぐにメッキがはがれてしまう．深い専門性を確  

立した領域・機能のプロを状況に応じて集散させフレ  

キシブルな人事が求められてくるだろう．また，そう  

した個性の強いプロを適材適所に配置し，取ー）まとめ  

ていく経営・管理のプロが，ぜひとも必要なのである．   

では，そうしたプロとしての潜在能力をどうやって  

見極めていくか．蒐にキャリアにおける自己責任とい  

うことを述べた．もちろん，個人が自己の強みを見極  

め自己評価していくことは必要な努力であるが，おの  

ずとそこには主観的判断という限界がある．本人も気  

づかない潜在能力や，今は影響力は少ないが次なる戦  

略において多大な戦力となる資質を，企業は正しく人  

材アセスメント（個々人の能力の現状・特性を評価・  

判定すること）し，プロファイリングしておくことが  

必要なのである．  

（  
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5．2 アセスメントの質が変わる   

これまで述べてきたように，個々の専門性を高め，  

潜在能力を含む強み・弱みを明らかにして，プロ集団  

を作っていくためには，アセスメントの質も変わって  

いかなければならない．単線型人事制度における一元  

的な管理者としての能力の良し悪しを評価するもので  

はなく，その人材がどういうタイプであるかを見極め  

ていくようなアセスメントが求められてくるであろう．   

各人のタイプを明らかにすることで，資源としてど  

ういう人材を保有しているかが把握でき，将来の戦略  

実践に必要な人材を多様なタイプの中から選んでいく  

ことができる．また，自部門では不通と思った人材も，  

他部門においては必要不可欠な人材である可能性があ  

る．一方，個人もまた，自分のタイプをより客観的に  

知ることは自己のキャリアを考える上で非常に有効で  

ある．希望するキャリアを優先すれば，自分の弱みを  

伸ばす努力をすればいし、し，自分のタイプを活かそう  

と思えば，新たなキャリアの方向を発見していけばよ  

しヽ   

いずれにせよ，アセスメントによって明らかになっ  

たタイプと本人の価値志向を掛け合わせて，個人のア  

イデンティティを明らかにし，それにふさわしい教育  

の場を与えていくことが必要であろう．アイデンティ  

ティを刺激すれば，潜在能力は発揮されるものである．  

6．おわりに  

人も企業も一元的・画一的な人事制度，人材教育で  

は通用しなくなってきた今，自分たちはどこに向かう  

べきなのか，そのためにどんな戦略をとりうるのか，  

そのためにどんなタイプの人材を必要とするのかを，  

演緯的に考えていくことが大切である．過去からの連  

続性の中で考えようとすると，必ず間違える．演鐸的  

に発想して，結果的に従来の方法論が一番いいという  

ことは，もちろんあり得る．大切なのは，組織を形成  

する成員が共通の価値をもち，将来に向けて何が最善  

であるかと，必死で考えることである．  
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