第 9 回：人が余っている。同時に人が足りない
「どこか に“い い人” いない ？」。こ の場合 の “いい人 ”とは 仕事が できる 人のこ とです。
“人手” のこと ではあ りませ ん。い ま、企 業が 欲してい る人は 「仕事 をする 人」で はなく 、
「仕事が できる 人」へ とシフ トチェ ンジし てい るのです。
「仕事 があり ません か」と 問い掛 け
る人たち には求 職のチ ャンス はわず かしか あり ません。
「 この仕 事がし たい」と問い 掛ける 人
たちには 求職の チャン スは、 それこ そ山の よう にあると いうお 話です 。
今から 20 年以上 前に、 P・F・ドラ ッカー がい みじくも 述べた 、ある 会社に おける 人事部
での面接 のやり とりが 思い出 されま す。
「い っ たいあな たは、私たち の組織 に対し て、ど のよ
うな貢献 をして くれる のでし ょうか」。非営 利 企業にお ける面 接現場 でのや り取り です。これ
からの時 代は、 あきら かに、 この非 営利企 業に おける意 識が不 可欠な 時代に なるの です。 キ
ーワード はボラ ンティ アであ ること です。
しかし現 実は、このボ ランテ ィアで あると いう 意味を、
「 無料奉 仕」と いう日 本語に 翻訳し
たがゆえ に悲劇 が始ま ったと も言え ます。 自ら が考え、 自らが 決断し 、自ら が責任 をとる と
いう決意 をあら わす言 葉、こ れがボ ランテ ィア なのです 。自発 的であ ること なので す。無 料
奉仕の意 味では 決して ないの です。 あえて 言う ならば、 報酬は 二の次 にして も、仕 事に納 得
できれば 折り合 いがつ く、と いう意 味なの です 。
自発的で あるこ とは、スピード があが るとい う ことです 。行動 が早く なるとい うこと です。
現場レベ ルで決 断でき ること です。 権限委 譲が できるこ とです 。行動 のベク トル、 つまり ビ
ジョンが 一致し ている ことで す。明 確なビ ジョ ンが共有 化され 、その ビジョ ンに対 して納 得
と合意が できる ことで す。何 をすべ きかが 共有 化されて いる組 織。何 をすべ きかを 的確に 宣
言し、そ のため に必要 なリソー スをサ ポート し つづける 経営者 。ボラ ンティア という 言葉は 、
軍隊用語 におい て「志 願兵」 を意味 してい たの です。対 極にあ る言葉 は「徴 兵」で あり、 ド
ラフトで した。
戦争ほど 明確な ものは ありま せん。 敵を殺 せ、 殺さなけ れば自 らが殺 される 。国を 守れ、
守らなけ れば、 自らの 国が滅 ぶ、家 族が殺 され る。言葉 は悪い が、一 つの真 実がこ められ て
います。
「 自発的 である 」とい う言葉 には、決 意と、自 覚と、人のた めに、という「意志 」が
こめられ ている のです 。
そして、 この「 意志」 がもっ とも希 薄な上 に構 築されよ うとし ている 制度が 、わが 国にお
ける「ス トック オプシ ョン制 度」とい えます 。ス トックオ プショ ン制度 を導入 するた めには 、
企業の業 績を、 経営す る側と 同じレ ベルと 密度 と速さで 共有し なくて は不公 平であ るにも か
かわらず 、業績 （株価 ）が上 がった ら利益 を手 にできる という まやか しを、 いった い誰が 信
じるのだ ろうか。
「スト ックオ プショ ン制度 」の導入の 前提は 、経営 のガラ ス張り 化です 。役
員会議に 出席す る必要 は無い が、役 員会議 のあ りのまま を伝え る情報 開示が 不可欠 である に
もかかわ らず、 その仕 組みが できて いない ので す。
もはや、 決算書 をその まま信 じる人 間など いな い、とい っても いい。 知りた いのは 、決算
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書を作成 するに 至った 経緯で あり、 すべて の真 実はそこ にある のです 。役員 会議の ありの ま
まを伝え る情報 開示を ガラス 張り化 する仕 組み ができて いない 会社に おいて 実施さ れるス ト
ックオプ ション 制度は 、企業 を衰退 させる 制度 となるの です。
※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 10 回 ：貧 しい 社会 のル ール から 、豊 かな 社会 のル ール へ
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