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1．自分のキャリアの軌跡を振り返る

ビジネス環境の劇的な変化や職業人生の長期化を見据え、私たちには、今後ます
ます、組織に過度に依存することなく、「自分のキャリアは自分の意思でつくって
いこう」とする、自律的なキャリア形成のスタンスが求められます。第１節で述べ
たように、こうしたスタンスをキャリア・オーナーシップといいます。
働く人がキャリア・オーナーシップを持つためには、今後自分がどうありたいの

かに関する見通しや展望を持つことが必要です。第１章で述べたように、これから
の時代の職業人生はマルチステージモデル化していくことが想定されています。こ
の考え方を前提とするならば、１つの組織にとどまるだけではない、さまざまな職
業人生の可能性を描くことも可能です。キャリア・オーナーシップを育むためには、
まずそうしたさまざまな活躍可能性のシナリオを自分でデザインしてみることから
始めてみるとよいでしょう。
しかし、さまざまな活躍可能性のシナリオを考えるといっても、そもそも自分は

何をしたいのか、何をすべきなのか、何ができるのかなど、自分自身の動機や能力
が明らかになっていなければ、今後の見通しや展望を描き出すことは難しいものです。
「自分自身の動機や能力を改めて確認する」、その第一歩として取り組むべきこと
は、自分自身がこれまで歩んできたキャリアを一度丁寧に振り返ることです。これ
は、自分はこれまでの職業人生の中で、どのような経験をし、どのような能力を身
につけ、またどのようなことに価値を置きながら仕事をしてきたのかなど、自分の
「来し方」を見つめ直すとても大切な取り組みです。キャリアとは自分の「来し方」
のことであり、その振り返りは自己の再発見へとつながります。

（１）キャリアとは
そもそも「キャリア（career）」という言葉の語源は、車が通った後にできる轍

わだち

を意味するラテン語の「カラリア（carraria）」であるとされています24。自分自身

第2節
キャリアの振り返りを通して、自己の

可能性を再発見する
キャリア・オーナーシップを持って自分の人生のかじ取りをしていくためには、今
後自分がどうありたいのか、展望を描くことが求められます。そのためには、まず、
自分がこれまで歩んできたキャリアを振り返り、自分自身の志向性や能力の整理を
通して、自己の可能性を再発見することが必要です。
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が歩んできた道につけられた軌跡がキャリアというわけです。
自分の軌跡、すなわち経歴の観点からキャリアを見た場合、大きく２つの考え方

があります。１つは、人生そのものを経歴として捉える「ライフ・キャリア」とい
う考え方、もう１つは仕事経験を通して積み重ねられていく職業人としての経歴を
キャリアとする「ワーク・キャリア」の考え方です25。このうち、経営学の分野など、
組織と個人の関係性の観点からキャリアを捉えた研究の多くは、職業人としての経
歴をキャリアとするワーク・キャリアを中心に行われています。
ただし、マルチステージモデルの時代を前提とした場合、仕事生活から離れて学

校等での学び直しをする期間や、ボランティアなどの社会活動にメインで携わる期間、
家庭生活に比重を置く期間など、個人が職業人としての経歴以外のキャリア（ライ
フ・キャリア）を歩む時期も出てくることが想定されます。そのため、人のキャリ
アをめぐる今後の議論は、ワーク・キャリアのみならず、職業以外のライフ・キャ
リアにも視野を広げて展開していく必要性があるでしょう。本テキストも、こうし
たキャリアの両側面を念頭に置きながら、解説していくこととします。

（２）キャリアの軌跡の振り返りとその意味
皆さんはこれまでの何年にもわたる自分の職業人生を一度立ち止まり、振り返っ

てみた経験があるでしょうか。多くの方は、忙しい日々の中でそうした振り返りを
する余裕などなかったかもしれません。「気づいたらもう40代、50代……、時がた
つのは早いなぁ」とため息をつかれる方も多いのではないでしょうか。
しかし、一度立ち止まって自分が歩んできた轍を見ると、自分がどのようなルー

トを通って現在地にたどり着いたのかを確認することができます。現在地に至る道
のりでは、見通しがよい道や平坦な道ばかりではなく、見通しの悪い道やデコボコ道、
時には乗り越えるのに苦労した急

きゅう

峻
しゅん

な坂道があったかもしれません。そうしたさま
ざまな道をたどりながら、積み重ねてきた仕事経験を振り返ること、そして、多く
の仕事経験の蓄積の中から自分自身の志向性や価値観、獲得してきた能力や人脈な
どを客観的に見つめ直すことを「キャリアの軌跡の振り返り」といいます。
これまで自分が進んできた轍を見つめ直すことで、自身の能力やスキル、人脈、

仕事に対する自分の価値観や志向性などが整理されていきます。例えば、次のよう
なことです。

 24 武石恵美子（2016）『キャリア開発論　自律性と多様性に向き合う』中央経済社,p.2．
 25 このうち、後者の職業人としての経歴（ワーク・キャリア）にも２つの考え方があります。それは、１つの組織の中でおの

おのの従業員が積み重ねていく経歴をキャリアと考える「組織内キャリア」という考え方と、１つの組織の中だけでなく、
いくつもの組織にわたる職務経歴をキャリアとする「組織間キャリア」という考え方です。昨今は、日本でも転職市場が
充実してきて、1社だけでキャリアを全うする従業員ばかりではなくなってきており、かつてと比べ「組織間キャリア」の
考え方が一般的になりつつあるといえます。詳細は、開本浩矢編著（2019）『組織行動論』中央経済社,pp.73‐74参照。

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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• 自分が大きく成長したと感じた仕事経験は何だったのか
• 自分はさまざまな仕事経験の中で、これまでどのような知識やスキル、人脈
を獲得してきたのか

• 自分が仕事経験を通して獲得してきた人脈にはどのような特徴があるのか
• 自分はどのような仕事をしていたときにやりがいや楽しさを感じていたのか
• 自分が意義を見出せた仕事はどのようなタイプのものだったのか 
など

こうした振り返りの過程で、「あまり意識していなかったけれど、自分は何か企
画をする仕事をしているときにやりがいを感じていたんだな」とか、「自分は人を
育てることに意義を感じるので、今後は若い技術者に自分の技能や経験を伝えるよ
うな仕事で頑張っていきたい」など、自分の仕事に対するやりがいの源泉や、自分
が今後取り組みたい仕事の方向性、自分の生かし方が見えてくる可能性が高まります。
その意味でも時間をかけてキャリアの軌跡を振り返り、改めて自分自身と向き合う
ことは、皆さんが今後の新たな可能性を探索する上での第一歩でもあるのです26。

 ◆ワーク：キャリアの軌跡の振り返り
このワークではあなたのキャリアの軌跡を振り返っていきます。
20代の若手社員の頃から今日に至るまで、皆さんは組織の中でさまざまな仕事

経験を積み重ね、その中で多くの知識やスキル、人脈を獲得してきたことと思いま
す。また、仕事を通してさまざまなやりがいや楽しさを感じ、仕事に対する意味を
見出してきたことでしょう。
そうした事柄を、次の記入例を参考に、次ページ以降のワークシートに記述して

みましょう。
年代ごとに主な仕事経験を最大５つほど書き出し、その経験から得た知識やスキ

ル、人脈を洗い出してみましょう。また、それぞれの仕事を通してどのようなこと
を感じたかを振り返り、気づきを記述してみましょう。

 26 そもそもキャリアを捉える視点には、学歴や所属する企業規模、企業名、職業、職位、ポスト、所属部門、社会活動の内容など、
外からみてわかる「外的キャリア」と、個人にとって意義が感じられるか、働きがいややりがいにつながっているかなど、
主観的な観点からキャリアを捉えようとする「内的キャリア」の２つの視点があります（武石恵美子（2016）『キャリア開
発論　自律性と多様性に向き合う』中央経済社,p.17）。この点を踏まえると、キャリアの軌跡の振り返りを通して自己探
索を進めることは、「内的キャリア」の視点から自己のキャリアを捉えようとすることでもあるといえます。前節で述べ
たように、パーソル総合研究所の「ミドル・シニアの躍進実態調査」では、年代が上がるごとに昇進や昇格への見通しを持
てなくなっているというミドル世代・シニア世代の状況が明らかにされています。このことは、ミドル世代・シニア世代にとっ
て「外的キャリア」の視点から働くことに対するモチベーションの要因を探ることが難しいことを示唆するものでもあ
ります。その意味で、社内で昇進していくこと以外に、「内的キャリア」の視点からモチベーションの要因を見つけていく
自己探索の過程は、ミドル世代・シニア世代にとって極めて重要なことだといえます。
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▶キャリアの軌跡の振り返り＜20代の自分編＞

年月 年齢
20代の頃の 
主な仕事経験

獲得した知識・
スキル・人脈

仕事を通して感じたこと 
（やりがい、楽しさ、意義など）

記入例）

❶

❷

❸

❹

❺

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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2．無形資産を棚卸しする

キャリアの軌跡の振り返りのワークはいかがだったでしょうか。過去から現在に
至る自身のキャリアを見つめ直す中で、自分にはさまざまな仕事を通して獲得して
きた知識やスキル、人脈といった資産があることに気づくでしょう。グラットンらは、
著書『LIFE SHIFT』の中で、こうした資産を「無形資産」と呼んでいます。無形
資産は、マイホームや現金、銀行預金などの有形資産に比べ、直接的に金銭的価値
に換算しにくいものではあるものの、「100年ライフを生きるうえで欠かせないもの」
とされています。
また、グラットンらはこの無形資産には遺伝的・先天的な要素（生まれつきの要素）

は含めず、後天的に「本人の選択によって影響を及ぼせる要素」に絞った上で、「生
産性資産」「活力資産」「変身資産」の３つのカテゴリーに分類しています。私たち
もこの３つのカテゴリーに沿って、キャリアの資産を棚卸ししてみましょう。

（１）生産性資産
生産性資産は、「人が仕事で生産性を高めて成功し、所得を増やすのに役立つ要素」

で、具体的にはさまざまなスキルや知識が主な構成要素とされています。
「仕事の生産性を高め、所得を増やすのに役立つスキルや知識」と聞いて皆さん
はどのようなスキルや知識を思い浮かべるでしょうか。英語や中国語などでコミュ
ニケーションを行うスキル、統計に関する知識や統計ソフトを使ってデータ分析を
するスキル、人材育成に役立つコーチングスキル、戦略やマーケティングに関する
知識、プログラミングのスキル、ITリテラシーなど、さまざまなスキルや知識に思
いあたるでしょう。キャリアの軌跡の振り返りのワークで書き出したものなども参
照しながら、あなたが既に持っている生産性資産を具体的に棚卸しして整理してみ
ましょう。

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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 ◆ワーク：生産性資産の棚卸し
仕事の生産性を高め、所得を増やすのに有用なあなたの生産性資産を具体的に棚

卸ししてください。

生産性資産の例：外国語、統計に関する知識、人材育成に役立つコーチングスキル、プロジェ
クトマネジメントスキル、マーケティング知識、財務会計の知識、プログラミング、クレー
ム対応スキルなど

生産性資産となるスキル・知識 獲得時期
記入例）
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（２）活力資産
活力資産は「肉体的・精神的な健康と幸福のこと」で、「健康、友人関係、パー

トナーやその他の家族との良好な関係」などを指しています。肉体的・精神的に健
康で、また心理的に幸福であることが長寿化する人生を支える活力資産となります。
精神的な健康をめぐっては、近年、職場におけるストレスやうつ病などのメン

タル不調に悩む労働者の増加が社会問題化しています。独立行政法人労働政策研
究・研修機構が行った「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」によれば、
60％弱の事業所においてメンタルヘルスに問題を抱えている「メンタル不調者（正
社員）」がいること、また、そうしたメンタル不調者が増加傾向にあることが確認
されています。長期化する職業人生を実り豊かなものにするためには、自らのメン
タルヘルスに十分に気を配る必要があります。
また同様に、肉体的な健康を保つことも長い職業人生を歩んでいく上では不可欠

な要素です。「医食同源」27という言葉があるように、健康な状態を維持するためには、
栄養バランスのよい食事を規則正しく取ることや、定期的に運動を行うことも必要
でしょう。「歯が痛くなってから歯医者に行く」のではなく、「歯が悪くならないよ
うに定期的に歯医者に行く」ことと同じで、肉体的な健康を維持するには予防やメ
ンテナンスの発想が求められるでしょう。
また、活力資産を充実させるためには、健康維持を図ることのほかに、友人や家

族らとの良好な人間関係を構築することも必要です。もし皆さんが家族（妻や夫、
子供など）とよい関係性を築けていないならば、ネガティブな感情が生じてしまい、
仕事にも悪影響を及ぼす可能性が高いでしょう。そういう意味で、自分にとって身
近な家族との良好な関係性は、長期化する職業人生を支える重要な資産といえます。
また、友人との良好な人間関係も、精神面での健康や心理的な幸福感・充実感を

与えてくれる重要な活力資産です。友人との人間関係は、長い時間をかけて形成さ
れたものであり、職業上の人的ネットワークとは異なるものです。筆者も、年に１
回程度、高校時代の友人と会って旧交を温める機会がありますが、気の置けない親
しい仲間とのつながりは自分を前向きな気持ちにさせてくれます。グラットンは『ワー
ク・シフト』の中で、私たちの人生に支えや安らぎを与えてくれるこうした友人た
ちとのネットワークを、「自己再生のコミュニティ」28と呼び、そうしたコミュニティ
の構築に向けて意識的に努力する必要があると述べています。

 27 公益財団法人長寿科学振興財団は、「医食同源」を、「病気を治療するのも日常の食事をするのも、ともに生命を養い健康
を保つためには欠くことができないもので、源は同じだという考え」で、「古くから中国にある、体によい食材を日常的に
食べて健康を保てば、特に薬など必要としないという薬食同源の考えをもとにした造語」と説明しています。  
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/koureisha-shokuji/ishoku-dogen.html

 28 「自己再生のコミュニティ」については、リンダ・グラットン著・池村千秋訳（2012）『ワーク・シフト』プレジデント社,pp.327
‐335を参照。

2　キャリア・オーナーシップを持つ



44

心身ともに健康な状態を維持し、長期化する職業人生を豊かで実りあるものとす
るためにも、私たちは家族や友人との良好な関係性といった自分にとっての活力資
産を充実させていく必要があるのです。

 ◆ワーク：活力資産の棚卸し
活力資産についてイメージできたでしょうか。
心身ともに健康を維持してくれる、あなたの活力資産を具体的に棚卸ししてくだ

さい。

活力資産の例：肉体的健康、親、パートナー、子供、友人、恩師、メンターなど
活力資産となる心身の健康や人間関係 獲得時期

記入例）
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（３）変身資産
変身資産は、「人生の途中で変化と新しいステージへの移行を成功させる意思と

能力」29を意味し、具体的には「自分についてよく知っていること、多様性に富ん
だ人的ネットワークをもっていること、新しい経験に対して開かれた姿勢をもって
いること」30などを指しています。
ビッグデータやIoT、AI、ロボット技術等の進展によって、社会やビジネスのあり方、

私たちの働き方など、さまざまなものに大きな変化が訪れているように、人生100
年時代を生きる私たちは、その過程で大きな変化を経験し、その中で多くの変身を
遂げることとなります。
こうした変身には、自分が勤務していた企業の事業がうまくいかなくなり、やむ

を得ず転職をしなければならなくなるなど、自分の意思とは関係なくいや応なく訪
れるケースもあれば、フルタイムで働いていた企業を辞め、新たな知識やスキルを
学び直すために学校に通うなど、自ら変わる選択をするケースもあるでしょう。い
ずれにせよ、状況の変化や新たな状況への移行は不確実性を伴うため、人は不安や
戸惑いを覚えます。
しかし、グラットンらは『LIFE SHIFT』の中で、私たちに自分自身を変身させ

ようとする意思や能力（自己理解、多様性に富んだ人的ネットワーク、新しい経験
に対して開かれた姿勢など）が備わっていれば、こうした変化のプロセスを乗り越
えることも可能となり、不確実性への対処もできるようになると述べています。
　

 ◆ワーク：変身資産の棚卸し
変身資産は他の２つの無形資産に比べ、わかりにくいかもしれませんが、自分自

身を変身させる上で有用な資産です。自分の志向性や価値観、自分の得意なこと、
不得意なことは何かなど、「自分自身のことをよく理解していること」は、自分を
変身させようとする際のエネルギーとなります。また、自分が新たなことを始める
きっかけを提供してくれるさまざまな仲間やコミュニティの存在なども自分を変身
させるための資産です。さらに、あなたが、経験のないことでも、好奇心を持って
取り組もうとする前向きな姿勢を持っているとするなら、それも変身資産です。こ
うした観点を参考にしながら、大きな変化に対応するためのあなたの変身資産を具
体的に棚卸ししてください。

 29 リンダ・グラットン／アンドリュー・スコット著・池村千秋訳（2016）『LIFE SHIFT』東洋経済新報社，p.157より引用。
 30 リンダ・グラットン／アンドリュー・スコット著・池村千秋訳（2016）『LIFE SHIFT』東洋経済新報社，p.127より引用。

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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変身資産の例：自分自身についてよく理解していること、社外の人脈、ロールモデル、現在出
入りしている異業種交流会、何事にも積極的にチャレンジしようとする自身の好奇心など

変身資産となる意思や能力 獲得時期
記入例）
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ここまでグラットンらが述べている無形資産の３つの分類について紹介し、皆さ
んに自身の資産の棚卸しをしていただきました。私たちが過去から現在に至るまで
のキャリアを通して、こうした無形資産を蓄積してきたことが実感できるはずです。
今後、社会の不確実性が高まっていくと予想される中、これからも無形資産を蓄え
る努力を継続していかなければなりません。
グラットンらは、こうした無形資産を増やすための投資が、金銭などに代表され

る有形資産を増やすことにもつながると指摘しています。例えば、社会活動で得た
人的ネットワークが縁となって副業をスタートさせ、収入が増えるといった例が該
当するでしょう。他方、私たちが、新たな知識やスキルを学ぶべく学校に通おうと
したら、または、活力資産を高めるために、新たにスポーツジムに通い始めるとし
たら、そのためにはまとまった資金が必要になります。このように、有形資産がな
ければ無形資産の形成が難しいといった側面もあるわけです。
こうした点を踏まえると、人生100年時代では、無形資産と有形資産、両方の資

産をバランスよく運用していくことが求められているといえます。

（４）資産を生かせる文脈を探す
キャリアの軌跡を振り返り、これまでの仕事生活の中で獲得してきたさまざまな

無形資産の棚卸しをし、整理ができてきました。例えば、入社以来20年間、営業
職で頑張ってきたミドル世代であれば、仕事に有用な知識やスキル、技能、ノウハ
ウ、人脈、健康、家族といった図表２－７のような資産が蓄積されてきたはずです。

■図表２－７　蓄積してきた資産（営業職の例）

生産性資産

・ 自社の商品・サービスに関する幅広い知識や、提案書や見積書を作成する
スキル

・ 商談での応酬話法、クレーム対応スキル
・ 顧客の課題を探り出すヒアリングスキル
・ 顧客のキーパーソンを見抜くノウハウ

活力資産
・ 20年間働き続けてこられた自身の健康状態や家族の支え
・ いつも自分の営業の仕方を理解し、サポートしてくれる営業拠点長の○

○さんの存在

変身資産

・ 顧客や取引先などの社外人脈
・ 有志で行っている「営業・マーケティング研究会」で知り合った異業種の

知人
・ 新規の顧客開拓を積極的に行う自身のチャレンジ精神

出所：筆者作成

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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キャリアの過程で蓄積された資産を改めて整理し、俯
ふ

瞰
かん

してみると、自分が持つ
資産をうまく生かせる業務は何かを考えることができるようになります。また、「自
分ではあまり意識していなかったけれど、この人脈を生かせば、新たにこういう仕
事にチャレンジできるかもしれないな」など、自分の資産を効果的に活用し、新た
な仕事を創造できるようになるかもしれません。
このように、時間をかけてキャリアの軌跡を振り返り、改めて自分自身の資産を

整理することは、皆さんが今後の新たな可能性を探索するための第一歩となります。
企業が固定資産の棚卸しを行うのと同様に、私たちも定期的に自分の無形資産を棚
卸しし、今後のキャリアを展望してみることが必要です。

3．パラレルキャリアを通した強みの発見

土地や建物の値段が時代によって変動するのと同様に、私たちが身につけた知識
やスキル、人脈などの資産も、状況によってその価値が劣化していくことがありま
す。キャリアの振り返りと無形資産の棚卸しによって、これまでに獲得してきたさ
まざまな資産を洗い出してみると、その中には、残念ながら今では価値が低くなっ
てしまったものが存在するかもしれません。
しかし、一見あまり価値が高くないと思われる資産であっても、すぐに役に立た

ないとあきらめてしまう必要はありません。ある資産だけを見ると価値がさほど高
くなくても、別の資産と組み合わせることで、相対的な価値が高まることがありま
す。そうなれば、今後も仕事に生かせるかもしれませんし、活用する状況を変えれ
ば、まだ十分に通用する場合もあるのです。
私たちは自分の知識やスキル、人脈、経験などが、社会の中でどの程度価値を

持っているのか、普段あまり意識していないのではないでしょうか。しかし、例え
ば、地域の社会活動に参加した際、異なる意見を持った地域住民同士の話し合いを
まとめるのにビジネスでの経験が役立つといったこともままあるわけです。そうい
う意味で、自分の知識やスキル、人脈、経験の活用可能性を探る際、あえて自分を
本業とは異なる状況に置いてみることは、効果的な方法といえるでしょう。
現在、新しい働き方として、本業と並行し、NPO活動やボランティア活動、副

業や兼業など、本業以外の社会活動に携わる「パラレルキャリア」が注目されてい
ます。このパラレルキャリアを始めることは、まさに自分を本業以外の状況に置
くことの具体的な方法といえます。「IT企業で培ったスキルを活用して、参加して
いるNPO活動のホームページをつくったら、関係者がすごく喜んでくれた」など、
パラレルキャリアを始めることで、自分の中ではたいしたことではないと思って
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いた知識やスキルが意外に役立ち、自分の強みが自覚できるかもしれません。また、
そうした取り組みがきっかけとなって、今後のキャリアに新たな見通しや展望を持
つことができるようになるかもしれません。
近年では、イラストやWeb制作、動画の編集など、さまざまなスキルや知識、

経験を持った個人が自分の「得意なこと」を売り買いできるスキルマーケットを運
営する企業31や、いろいろなスキルを持った個人ワーカーと仕事を発注したい企業
を結びつけるプラットフォームを運営する企業32など、個人の独立生産者としての
活動を支援するサービスや仕組みを提供する企業も多くみられるようになってきて
います。かつてに比べ、自分の能力を生かそうと思ったら、さまざまなことにチャ
レンジしやすい社会になっているともいえるでしょう。
ミドル世代・シニア世代の人たちの中には、これまでの職業人生の過程で、さま

ざまな知識やスキル、技能を獲得してきた人も多いはずです。そうした知識やスキ
ル、技能を埋もれさせることなく、社会のために役立ててみる、自分の可能性をそ
のような形で探索してみることも、今後のキャリアを展望する上で有用ではないか
と考えます。

 31 スキルマーケットには、例えばココナラhttps://coconala.com/などのサービスがあります。
 32 こうしたプラットフォームには、例えばクラウドワークスhttps://crowdworks.jp/などがあります。

2　キャリア・オーナーシップを持つ
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