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-ソフトスキルの重要性-
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オートメーション社会におけるソフトスキルに関する考察
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SK

Skills

タスクの自動化に伴い、職務や責任が発展する中、
働く人や職場に新たに求められている
「人としての資質」
これまで知識経済だった世界は自己知識経済へ
と形を変えています。
オートメーションとロボティク
スは、私たちのこれまでの日々の仕事の仕方を
あらゆる分野で作り変えています。
バーチャル・
コラボレーションは、
私たちの働き方や
働く場所さえ変えています。デジタルによって、
これ
までにないほどのスピードでの判断が容易になって
います。
しかし、
新たなビジネス手法が生まれるとき、
真のゲ
ームチェンジャーはアルゴリズムでもAI (人工
知能) でもなく、
人間の知性なのです。

なぜ、これほどまでにソフトスキルが、
注目されるの
でしょうか？まだ、確固たる研究が行われていない
ため、
ソフトスキルが求職者や企業を成功に導い
たというようなの直接的かつ因果的な根拠を示す
具体的な数字はありません。しかし、
ソフトスキル不
足がもたらす影響は各企業で認識されています。
この分野のトレーニングを行えば組織のパフォーマ
ンスや業績を持続できるような状況を生み出すこと
ができると先駆的な研究は示唆しています。

まだ人間には、
テクノロジーに勝る強みがあります。
それは相手を理解する能力です。
人間は、
共感を表
現したり、
言葉を巧みに使って会話をしたり、
共通点
を探りながらアクションプランについてグループの
合意を得ることができます。
そして、
何よりも、チーム
で成功に向かって進んでいると感じることができま
す。
だからこそ、
世界中の市場はソフトスキルを実践
できる人材を重要視し、
企業も社員の資質強化の
ための育成プログラムに投資しています。

潜在的な起業家層を解放し
GDP成長の可能性も
グアテマラで行われた女性用研修プログラムの参
加者と、
メジャーリーグ・ベースボールの2016年ワー
ルドシリーズのチャンピオンであるシカゴ・カブス。
一
見すると共通点の少ない２つのグループですが、
両
グループの成功にはソフトスキルに対する意識と育
成が寄与していると考えられています。
国際協力団体オックスファム・アメリカが資金援助し
ている「the Women in Small Enterprise
（小企業
で働く女性たち）
」
というプログラムが重視している
のは、ビジネスに関することだけにこだわらず、
ソフト
スキル・トレーニング及び男性との関係性を通して
女性の起業家精神を養うことです。オックスファム・
アメリカとバリュー・フォー・ウィメンによって2016年10
月に共同出版された報告書では、著者のデイナ・ル
ーバック氏は女性の本格的な起業を妨げているも
のは何なのかを特定することに関心を持ちました。
そして、
女性の起業を訓練・サポートするプログラム
を途中で離脱してしまう人がいるのはなぜか、
その
問題解決の糸口を見つけようとしました。

ルーバック氏の研究では、交渉やコミュニケーショ
ンの分野におけるソフトスキル向上やリーダー育成
を行うことにより、女性が男性社員と対等な立場で
勝負できるようになり、長期的な成功の見通しが強
まることがわかりました。ルーバック氏は、
次のように
述べています。
「ソフトスキルが向上すれば、ビジネ
スが上手く進むようになったり、また家庭内で家計
を管理が苦手な主婦であっても主張をしたり、決断
する力をつけられるようになります。
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特に、ソフトスキル・
トレーニングに参加したある中南
米出身の女性は、短期的で離脱することなくプログ
ラムに参加し、
今では、
より成功したと感じることがで
き、起業の道を歩み続けています。
」

「ソフトスキル・トレ―ニングに参加した
女性は、プログラムに長期間参加できる
ようになりました。プログラムによって、
より成功したと感じることができ、起業
ビジネスの道を歩み続けています。」
個々の女性だけでなく、世界経済においても著しい
効果が出るという結果を得ています。2014年10月
のBCGパースペクティブズのある記事で「ボストン・
コンサルティング・グループの研究によると、女性
と男性が対等に起業家として参加した場合、世界
のGDPは2％（1.5兆ドル）上がる」
ことが報じられま
した。
ソフトスキル・トレーニングが増加の火付け役として
直接関連しているかどうかは断定できませんが、
女性たちが1兆ドルの成長を促すようなビジネスを
立ち上げ、
持続できることを示す根拠になってい
ます。
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シカゴ・カブスのケースを見てみましょう。選手の採
用やチーム育成の際にソフトスキルを重視した結
果、チームは1908年以来初のワールドシリーズ・チ
ャンピオンシップを勝ち取ることができたと言われ
ています。クオーツ2016年10月号の記事では、監
督がいかにソフトスキルを備えた選手や失敗しても
前向きに対処できるような選手を熱望していたかが
語られています。また、
内野・外野での候補者選び
においては、逆境を乗り越えた実績をもつ選手を
探すようスカウトに指示していました。
シーズンでプ
レーする際にとても重要になってくるからです。
バッティングや守備のスキルだけでなく、このよう
な特性を持つ選手を高く評価することで、
シカゴ・カ
ブスはレギュラーシーズン中、161試合中103勝をあ
げるようなチームをつくることができました。ワール
ドシリーズ中は3試合分の遅れをとっていたにも関
わらず、選手たちは諦めずにやり抜くことで優勝す
ることができたのです。

仕事のあり方自体が崩壊している今、利益の増加
や成長の可能性が高まるかどうかに関わらず、
従来のスキルはその効力を失いつつあるため、
ソフトスキルはビジネスで必要不可欠なものになっ
ているのです。

この事例は少し逸話的な印象もありますが、
カブス
の例から、
企業が採用や人財を育成する際に
こうした特性を重視するとことで得られるものを探
求していることも納得できます。

「選手の採用やチーム育成において
ソフトスキルを重視した結果、
チームは1908年以来初のワールド
シリーズ・チャンピオンシップ
を勝ち取ることができた」
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「人事マネージャーの59 ％が求職者
のソフトスキルを見極めるのは
『難しい』と回答しています」

新しい職場は古いワークスキルの
刷新を求めている
世界経済フォーラムが2016年11月に発行したグローバル・
チャレンジ・インサイト・レポートの中にThe Future of jobs,
Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution（第四産業革命に備えた仕
事・雇用・技能・要員戦略の未来）という報告書があり
ます。その中で著者は「加速する技術・人工統計学・社
会経済学の崩壊が要因となり産業やビジネスモデルの形
が変容しているため、企業の求めるスキルが変化し、
社員が有する従来のスキルは古くなる一方だ。ロボティ
クスや機械学習などの技術的崩壊によって、既存の仕事
や職種が完全になくなるというわけではなく、特定のタ
スクが代替されている。
社員は新しいタスクに集中できるようになり、このよう
な職種においては必要なスキルセットが急速に変わって
いる。」と記しています。

このような大きな変化の中でソフトスキ
ルの需要は高まっています。それは企業
が社員に学習や新しい職務に就ける基盤
を提供したいと考えているからです。
LinkedInがアメリカ国内の291人の人事
マネージャーに実施した調査によると、
59％が求職者のソフトスキルを見極める
のは「難しい」と回答したことが分かり
ました。回答者の58％が求職者のソフト
スキル不足は「企業の生産性向上の足か
せになっている」と答えるほど問題は深
刻です。2016年8月、経済学者のガイ・
バーガー博士は
2014年6月から2015
年6月にかけて新しい職場を追加した人
に絞り、LinkedInのプロフィールに掲載
されたソフトスキルを分析し、その結果
を公開しました。
コミュニケーション、組織、チームワー
ク、継続的な几帳面さ、クリティカル・
シンキング、社交スキル、創造性、対人
コミュニケーション、適応能力、友好的
な人柄、これら10種類のソフトスキルが
企業から求められていることが報告書で
明らかになりました。

「仕事のあり方自体が崩壊している今、従来のスキルは
その効力を失いつつあり、ソフトスキルはビジネスで
必要不可欠になっています。」
熟練者も新しい職務を引き受けることが必要になること
になります。研究によると雇用者も被雇用者も既に起き
ている変化に対する十分な準備ができていないと報告
されています。オックスフォード・エコノミクスとSAP
によって実施された研究と、ワークフォース2020の研究
結果では、見解の相違が顕著に表れています。27カ国の
2700人以上の役員と2700人の社員を対象にした調査で
は役員の50％以上が「能力や主要スキルに関する問題が
業績に影響している」と回答し同時に、社員の半数は
「今後3年間で現在のスキルが十分なものになるとは思わ
ない」と回答しています。
役員・社員に関わらず企業で働く半数の人しか「継続的
学習の意思」を持っていないという事実が明らかになり、
その点に関する懸念は高まっています。

ません。例えば、専門家の中にはクリテ
ィカルシンキングというものは問題解決
におけるファシリティの一部に過ぎず、
ハードスキルのカテゴリーに含まれると
考える人もいます。また、コミュニケー
ション能力や対人関係など基本のソフト
スキルは繊細な能力であるため、ますま
すグローバル化が進展する職場での重要
性が増しています。ピュー・リサーチ・
センターがアメリカの雇用状態のレビュー
を行った際、回答者の85％が「多様な経
歴を持つ人と一緒に働ける能力」を主要
なソフトスキルとして位置付けしたこと
が分かりました。ソフトスキルや特色と
は一体何なのか、その定義について満場
一致することはないかもしれませんが、
社員が様々なソフトスキルを実践するこ
とで現代の職場における財産となり、
キャリアを通して継続した生産性を持つ
ためにソフトスキルを養うべきであると
いう見解は一致しています。

これらはソフトスキルを構成する総合的
なリストでも万人向けのリストでもあり
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ペルー

2016年10月、アジア太平洋経済協力（APEC）フォ
ーラムの加盟国がリマで開催された国際シンポジウ
ムStrategies for Strengthening Employability
(Soft) Skills：Facilitate Quality Growth through
upskilling（雇用を可能にする〈ソフト〉スキル強
化戦略：スキル向上を手段とした質の成長の促進）
に集結しました。ペルー労働・雇用省のアルフォン
ソ・グラドス大臣は演説の中でソフトスキル不足＝
雇用市場への限られたアクセスであると述べまし
た。加えて、ペルーは雇用の可能性強化の一環とし
てソフトスキル向上に関する知識や成功事例につい
て情報交換できるネットワーク構築を計画している
と伝えています。APECの全加盟国が利益を享受
できる「グローバル・ベンチマーク」の作成を目的
としいます。

壁を打ち崩し、
国境を超える
世界中のソフトスキル研修プログラムが
より雇用に適する労働者の育成を
目指しています
ソフトスキル向上に関する動きは先進国やゆとりが
ある労働市場に限った動きではありません。ヨーロ
ッパ、アジア、アフリカ、アメリカなどの企業や政
府、NGO団体や個人までもがソフトスキルは生産
性、顧客との関係、業績の向上に貢献すると確信し
ています。ソフトスキルによって個人やチームの潜
在能力が引き出されるという考えが多くの産業や世
界で研修のイニチアチブを立ち上げるきっかけに
なっています。次に、いくつかの国の事例を紹介し
ます。

カナダ

カナダ移民局のニュースレター、CICニュースは
2016年10月に開催されたウェビナーCareer Success and Communication Skills in Canada（カナ
ダ国内におけるキャリアの成功とコミュニケーショ
ン能力）での情報を読者に提供しました。「特殊技
能を持つ移民」の数に言及し「カナダでキャリア達
成を目指す場合、社内のコミュニケーション能力の
向上が最重要要素の1つになる。」とアドバイスし
ています。このスキルは英語を流暢に話せるという
ことに限らず、声のトーン、ボディーランゲージ、
異文化の理解、ユーモアのセンス、その他好印象を
与えられるようなコミュニケーションのソフトスキ
ルなど、総合的な「職場での有効なコミュニケー
ション」であると説明しました。

ガーナ共和国

2016年10月、ガーナ通信社はベージュ財団主催の
社会的責任プロジェクトであるベージュ・タレント
が大学院にソフトスキルを養う新しい授業と育成
プログラムを導入したと伝えました。記事によると、
このプロジェクトの中心となるミッションは「授業
と現実世界の職場でのギャップを埋める」ために必
要なソフトスキルを習得し、新入社員を労働市場に
送り出す支援をすることであるとしています。
2015年にそのイニシアチブがスタートして以来、
3グループ、計100名の卒業生一人一人に研修を
実施しています。

インド

2016年9月、ジ・エイジアン・エイジは中央産業安
全部隊（CISF/デリー・メトロのネットワークの安
全管理）が250人の職員を対象にソフトスキルの研
修を実施すると報じました。この研修は対人スキル
向上のための研修で、職員は友好的かつ毅然とし
た態度で乗客（主に旅行者）に対応できるようにな
るだろう、とCISF当局の発言が記事に引用されて
いす。このイニシアチブは民間企業が実施していた
研修から始まったもので、現在も進行中です。
初期の努力が実を結び、CISF自らソフトスキルの
コーチを組織に置くまでになりました。また、
2016年10月、ザ・ヒンドゥーはポンディシェリー
自治体の情報技術局が5000人の志願者に対してソ
フトスキル・トレーニングを行うというアナウンス
メントを伝えました。ICTアカデミーと協力して
実施されるこの研修では求職者に評価及び証明書が
が付与され、研修生には多国籍企業での雇用に必
要な資格が与えられます。

南アフリカ共和国

ヨハネスブルグではCFO（最高財務責任者）らがス
キル向上に取り組んでいます。運営管理・危機管理
という従来の仕事からより複雑な戦略的、カタリス
ト、リーダーとしての責任を担おうとしている為で
す。2016年10月のビジネス・リポートのインタビ
ューで、デロイトのCFOプログラムでグローバル・
リサーチ・ディレクターを務めるアジト・カンビル
氏は同社のCFOトランジション・ラボについて次の
ように説明しています。「1日限りのワークショップ
は新任CFOが優先事項の定義及び伝達、人材戦略の
評価及び構築、主要投資者の把握及び感化について
学び、最初180日間の行動計画を立てることを目的
としています」。今日の市場においてCFOは数字に
精通しているだけでは不十分であり、ソフトスキル
を向上させ企業の業績や方向性を上手く伝えられる
ようにならなければいけないという認識が深まって
います。

マルタ共和国

Employment and Training Corporation（教育・雇
用省の課の1つ）が集計したデータによると、同国
の労働人口における外国人の割合が2008年から2倍
になっていることが明らかになっています。同年12月
のデータでは9821人（労働人口の6.1％）に対し、
2015年の7月のデータでは27,145人（14.7％）に
まで増加していました。2016年8月に発行された
タイムズ・オブ・マルタのコラム記事で、コンサル
ティング会社MISCOの共同設立者でディレクターで
あるローレンス・ザミット氏は「量的にも質的にも」
現地労働者が不足している傾向にあるとし、コミュニ
ケーション能力、対人スキル、組織力やその他の
ソフトスキルを向上させ、今の市場にある職の獲得
に成功して欲しいと若者に呼び掛けました。
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アラブ首長国連邦

2016年10月、ドバイのバロール・ベンチャーズで
教育局長兼最高戦略責任者を務めるダラ・ファロー
キ・カコス博士がソフトスキルは「生涯にわたる学
習及び雇用確保を可能にする手段」であると称賛し
ました。ザ・ナショナルに掲載されたコラムの中
で、カコス博士はソフトスキルを特に重視し「時代
遅れの学生スキルと現代の労働人口が実際に求めて
いるものとのギャップを埋める」ことができるよ
う、教育におけるパラダイムシフトを呼びかけまし
た。

イギリス

ブリティッシュ・ガスが実施した調査によると、企
業はコミュニケーション能力や時間管理能力、リー
ダーシップやその他のソフトスキルを持つ新入社員
を積極的に求めているとのことです。2016年8月に
TheBusinessDesk.comでは回答者の半分以上がス
キルの判断材料として応募者のボランティア経験を
見ていると回答したと伝えています。回答した企業
の90％は成績や経験と同じぐらいソフトスキルに注
力するように新卒者に助言しているということも書
かれています。回答者の23％が面接選考に進める
前に応募者のソーシャルメディア上での姿を確認し、
どのような性格で他者とどのような交流をしている
かをチェックしていると回答したことから、企業が
ソフトスキルを最重視していることが分かります。
このようにソフトスキル・トレーニングに対する幅
広い考え方やアプローチがあり、価値観というもの
は文化、経済、事業開発へのアプローチを越えて広
がることを教えてくれます。コミュニケーション能
力の強化、対人スキル、社交スキル、顧客との関係
の強化、コラボレーションの改善と生産性向上、社
員同士の関わり・チームワークの増加、これらが相
互に関係していることは今では広く知られていま
す。企業がグローバル市場で競争を続ける中、迅速
かつ顧客の期待に敏感に反応し続け、業績及び成長
を持続できる可能性を最適化できる方法の一つとし
てソフトスキル向上が注目されています。
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前進するには居心地の良い場所から
抜け出すことが肝心
これまでソフトスキルを必要としてこな
かった、または必要としない職種を選ん
できた専門職の労働者にとって、そのよ
うな能力を習得することは容易ではあり
ません。例えば会計、財務、テクノロ
ジーの分野では一層自動化が進んでいる
ため、口頭でのコミュニケーションが得
意でない人や計算やコーディングに没頭
したい人のためのポジションは職場では
少なくなっています。また、一人のほう
が仕事がはかどるというような社員も新
しいコラボレーションが必要な文化の中
ではチームに貢献することを学ばなけれ
ばいけなくなるでしょう。
The Adecco Groupのステファン・ハウ
グCMO（最高マーケティング責任者）兼
CCO（最高コミュニケーション責任者）
は「仕事への姿勢で採用し研修でスキル
を身につけてもらったのは昔のことです。
今はほとんどの人がキャリアを通してス
キルを継続的にアップデートさせなくて
はいけない時代であり、姿勢や考え方が
これまで以上に重要になっています。
ソフトスキルそのものに価値があります。
求職者が変化に適応できるか、昨今の
市場で成功を収めるために必要不可欠で
ある組織的対応力に貢献できるかどうか
を測定する良いバロメーターでもありま
す。」と述べています。

るのではなく、改善するにはどうすれば
いいでしょうか？どうしたら組織の管理
者や役員、リーダーたちによって振る舞
い方を教え、認識し、報いる最高の環境
が作られるでしょうか？
「心理学者によって考案されたプログラ
ムでは心の理論のスキル（相手の身にな
って思考を考え、相手が必要としている
ことや反応を予測する力）と呼ばれて
いるものに取り組んでいるケースもあり
ます。」と、ハーバード大学教育学大学
院で教育学と経済学を教えているデイ
ビッド・J.デミング教授は述べていま
す。
心の理論のスキルは例えば誰かがプレゼ
ンテーションや交渉をしようとする際に
作用し始めます。プレゼンテーション後
の質疑応答の時間に聴衆からどんな質問
をぶつけられるだろう？交渉の中で反対
にあいそうなポイントはどこだろう？そ
のような反論を想定することでどのよう
に合意まで持っていけるだろう？デミン
グ教授は「『もし自分が質問をするとし
たらこんなことを聞くが、他の人たちは
自分のようには考えない。彼らはどう考
えるだろう？』という考え方をしなけれ
ばいけません。そのようなスキルの育成
をしているプログラムがあります。」

しかし、ソフトスキルは認知しにくい能
力としても知られているため、多くの
場合、スキルの向上とは行動や習慣の
適応を学ぶことを指します。システムを
習得したりタスクを実行したりすること
ではありません。上手く会話をしたり他
人との交流する方法を学ばなくてはいけ
なくなると、まるで自身の性格を変えな
さいと言われているかのように感じてし
まう人は少なくありません。資質を変え
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認識の検証、説得力の
活用、協力関係の模索
精度の高い共感力（少なくとも認識）は
ソフトスキルを向上させる上で肝心です。
「自分の考えている方向に人を動かすと
いう説得の原理は、理性的に構築されて
きた論拠ではなく、個人レベルで人と繋
がることができるかが大きく作用します」
と、オーストラリア・シドニーを拠点と
するエンスキルズ・ラーニング＆ディベ
ロップメントのリンダ・チェンダー取締
役は述べています。
そのためには考え方を一変させる必要が
あります。己の賢さをアピールしながら
専門的にキャリアを積んできた人には訓
練が必要かもしれません。聡明に見られ
たい、関わろうとしている同僚やパー
トナーよりも優秀に見られたい、という
ように写ってしまうのは危険なことで
す。そうなれば相手の威厳を損ね嫌悪
されることになり、自分が享受できてい
たかもしれない支援が他者に向けられ
かねません。一方、ソフトスキルを訓練
すれば皆が共通の認識を持つことや親密
さを感じること、決断や行動における合
意も容易になるのです。
共感力を微調整しながら高めていくには
訓練が必要になります。より高い意識を
持ちながら慎重かつ意図的に育むことを
習慣化することで、例えば、これはこう
あるべきだと熱弁するような人は、以前
なら異なる意見を持つ人に対し反論して
いたような場面でも、相手の意見も聞き
入れられようになります。相手の立場
から問題を見ようとすることで、意見や
見解の違いを理解できるようになります。
そうして理解することで、共通点を見つ
けるための土台や合意に向けて働きかけ
るための基礎を作ることができます。
チェスが勝者と敗者を分けるゼロサム・
ゲームであるのに対し「ビジネスの世界
にそのような状況はありません。」
とデミング教授は指摘しています。ビ
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ジネスでは相手がお客様であろうと同僚
であろうと、場合によっては社内のライ
バルにも協力関係を求めます。その結
果、仕事量を分け合ったり、チームのメ
ンバー一人ひとりが持つ強みに基づいて
任務を与えたりできるようになります。
また、個人でやるよりもみんなで努力し
たほうが強い結果が生まれると確信するた
たともできます。
ソフトスキルの中のこの要素が上達すれ
ば、すぐに人の意見を反対から賛成に変
えられる訳ではありません。上達の目的
はむしろ全員の意見に耳を傾けて受け入
れる力や言いたいことを受け入れてもら
う力を促進することにあります。
知性と同様、ソフトスキルを活用すれば多
くの目標を達成することができます。
相手の考えを真っ向から批判するのでは
なく、説得力のある話し方で共通の目的を
共に果たせられるよう人々に働きかける
ことができるようになります。

「知性と同様、ソフトスキルを活用すれば
多くの目標を達成することができます。
相手の考えを真っ向から批判するのではなく、
説得力のある話し方で共通の目的を共に果
たせられるよう人々に働きかけることが
できるようになります。」
ビジネスシーンにいる全員がソフトスキ
ルの最適化に取り組めば、持ちつ持たれ
つの関係を促しプロジェクトメンバーと
の信頼感を養える環境を作ることができ
ます。ソフトスキル向上とは様々なアプ
リケーションが存在する能力育成の一種
であり、ソフトスキルがあれば個人やチ
ームの利益を広範囲にもたらすことがで
きるとデミング教授は見ています。
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ソフトスキル・トレーニングは
リーダーシップ育成のプラットフォーム
企業レベルのソフトスキル向上プログラム
では組織内の公式・非公式のリーダーを見
つけ育成する機会を創出しています。元々
コミュニケーションが上手な人、率先して
チーム作りに取り組もうとする人、工夫し
て問題を解決しようとする人、より良い解
決策を求めて順応するように促す人はロー
ルモデルとなって現れるでしょう。彼らは
模範を示して指導する側に立ち、ソフトス
キル向上に悪戦苦闘する同僚の才能を発揮
させることでしょう。

このような文化の受容及び促進はトップダ
ウンである必要があり、組織としての基準
や社員に望むことを明確にしておく必要が
あります。チェンダー取締役は、「私が
行うセッションでは、リーダーとしての
最低基準が社員の最高基準になるというこ
とを教えています。」と述べています。
組織が取らなければいけないもう一つのイ
ニシアチブはスキルとは何かを特定するこ
とです。デミング教授は企業が必要とする
ソフトスキルとは何かを明確にしてそのよ
うな能力を持つ社員を選抜すること、また
期待値に満たない社員には向上支援を実行
することを勧めています。この件に関し、
心理学者が行っているソフトスキルや社交
スキルの評価法が役立つかもしれないとデ
ミング教授は確信しています。

「職場における需要が進化する中、社内で
ソフトスキルを養成する能力があるかどう
かでリーダーは評価されるようになるでし
ょう」と、The Adecco GroupのCEOで
あるアラン・ドゥアズは述べています。
「そうなればリーダーシップというものが
また企業は「グループワークの率先した評
組織の中の役職や肩書を反映するのではな
価と分析」をおろそかにしてきた為「チー
く、業績目標を達成する上でのメリットや
ムをより良くしてくれているにも関わらず
成功を反映するようになるでしょう。つま
貢献度が見えづらい社員」を特定できてお
り従来の階層をフラットにしてより多くの
らず「社員の貢献度を測る良い方法がない
人が責任を持つ機会を創出し会社を前進さ
為そうした人たちは過小評価されてしまっ
せるというもう一つのビジネスのトレンド
ているかもしれません。」と教授は述べて
に沿った動きなのです。またこの流れはホ
います。
ワイトカラー企業だけでなく、ブルーカ
ラー産業でも見られるようになるでしょう。」
もう一つ補足のトレンドとしては、社員に
よりクリエイティブになる自由を与えイノ
ベーティブなアイデアを探す機会を増や
すことで、成功を収めている企業の動き
です。チェンダー取締役は、ソフトスキル
向上がこのことを間接的にサポートしてい
ると考えています。それは「押し付けられ
てきた商業的制約が緩むことで社内で大き
な協力が得られるようになる」ためです。
その目標を達成するためにチェンダー取締
は雇用者に次のことを勧めています。
ソフトスキル向上の負担を全て社員に押し
付けるのではなく、企業文化が果たす役割
を認識しこの分野における最大限の可能性
を社員一人ひとりに気付かせること。

「どの企業文化のイニシアチブにも言える
ことは、重要なのはどのような貢献や振る
舞いが企業から高く評価されるかを社員に
伝えるだけでなく示し、評価された社員
を周知させ意義を持たせることです。
日の目を見ない英雄たちを認知し、報いる
方法を見つけた組織は、競争においてか
なり優位に立つことができます。より多く
の社員がこのような同僚の振る舞いを見習
いたいと思うようになるからです。「どの
企業のイニシアチブにも言えますが、重要
なのはどのような貢献や振る舞いが企業か
ら高く評価されるかを社員に伝えるだけで
なく示し、そして評価された社員を周知さ
せ意義を持たせることです。」
16
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全ての仕事を機械的にさせないための
メカニズム

強い信念を犠牲にせず
コミュニティをつくる

このような原理はどんな規模の企業やどん
な産業の職場にも平等に適用するとThe
Adecco Groupのパブリックアフェアズ
担当者のメノ・バートは言います。ソフト
スキルを備えた社員には企業の成長や自身
のキャリアの達成など、より積極的な役割
を果たすことのできるポジションが相応し
いのです。「打刻してその日の仕事をこな
す以上のことをできる能力を彼らは自ら発
見することができます。ただ与えられた仕
事をするのではなく、自分たちの仕事を組
織全体の活動であるという大きな枠組みで
捉えられるようになります。また、より
オープンになって自らの役割を広げそのよ
うな活動に協力するようになるのです。」
とバートは述べています。

ソフトスキルは人間関係を強くし変化に
も対応させることができるパワフルなツ
ールです。それと同時に社員も組織も両
者共にソフトスキルを訓練しコントロー
ルできるようにしなければならず、また
スキルを賢く適度に使うことを認識す
る必要があります。チェンダー取締役は
他者の意見や見解を考慮に入れることと
己の中心にある信念や義務を曲げてまで
人に合わせることは別物であると強調し
ています。

ミレニアル世代はキャリアの開始時期から
そのような経験ができることを期待して労
働市場に加わります。彼らにとって仕事と
は生活費を稼ぐだけでなく、生きる意味を
見出す手段でもあるのです。ソフトスキル
があればより有効な人間関係を構築するこ
とができるため、ソフトスキルはこの世代
が仕事へアプローチする際の補完やサポー
トになっています。ミレニアル世代のもう
一つの利点は、現在や将来の職場環境に最
も適した仕事のやり方を身につけると同時
にソフトスキルを培うこともできること
です。

一方、彼らの同僚で中堅社員にあたる者は
社内のダイナミクスが生んだ時代遅れの慣
習を捨てなければならないことに気付くで
しょう。バーチャル・コラボレーションが
一般的になり、声のトーンや表情などを掴
みにくい孤立した空間の中で、コミュニ
ケーションを取らなければならなくなった
環境の中、ソフトスキルを習得して適用さ
せることはより難しく感じられるかもしれ
ません。

「『ミレニアル世代』にとって仕事とは
生活費を稼ぐだけでなく、生きる意味を
見出す手段でもあるのです。

ソフトスキルが備わっていることが専門
職である社員が情熱を傾けたり、見解を
明確に述べる妨げになってはなりません。
むしろコミュニケーションや説得、個人
的なやりとりを通じて見解を述べたり
その情熱を周囲に伝播させたりすること
ができるのです。
また、チームが一丸となって戦略構築や
問題解決、決断や行動計画の実行に取り
組めば、互いに尊重ができ、自身を持て
る環境が生まれます。

対して、ミレニアル世代はさらなる課題に
直面しています。業界や労働市場の変化を
モニタリングし、今後数十年で起こる変化
に対応できるよう追及すべきソフトスキル
育成に今から着手しなければいけません。
つまり、ソフトスキルを育成すればキャリ
アのステージに関わらず誰でも価値を高め
ることができるということ。そしてそれが
できなければリスクを抱えることになりま
す。そのようなリスクは、すでに現実のも
のとなっているため、軽視してはいけませ
ん。「ソフトスキルは絶対に必要です。
ソフトスキルは業績や職場の一人ひとりの
経験に膨大な変化をもたらしてくれます。」
とチェンダー取締役は述べています。

「個人や企業がソフトスキルを活用すれば、
現在から将来にわたり最高の実績を挙げる
ことができるようになります。」
このような資質はプロジェクトで当事者
意識を持ってもらいたい、自らの成功に
投資したい、新しいマイルストーンに到
達する度に集合体としての達成感を持ち
たいという組織や社員一人ひとりの願い
をサポートしています。つまり、個人や
企業がソフトスキルを一旦活用すれば、
在から将来にわたり最高の実績を挙げる
ことができるようになります。
ソフトスキルには強力なパワーがあるた
め市場からの需要は残り続けることで
しょう。また、もっとも成功を収めてい
る企業は競合他社との差を引き離し続け
ることができるでしょう。

「ソフトスキルがあればより強く生産性
のある人間関係を作ることができるため、
ソフトスキルはこの世代が仕事へ
アプローチする際の補完及びサポートに
なっています。」
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