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異なる世代をどうマネジメントするか 
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異なる世代をどうマネジメントするか 

AI BLOG:「アジア式組織運営」を考える                 著者: ⼤前瞳 

私たちが異⽂化をテーマとした研修を⾏う中で、国と国の⽂化背景および物事のとらえ⽅の違いにつ
いて触れることの他に、世代の違いに如何に向き合うかをテーマとした内容の質問、相談を頂くこと
があります。タイ⼈のマネージャーが、タイ⼈の若⼿社員の考えを理解できず、どのように関わって
いいか悩んでいる。例えば、このようなご相談です。世代の異なる⼈たち、つまり若⼿のマネジメン
トという点について今回お話してみたいと思います。 

ミレニアル世代 

ミレニアル世代または、Y世代、Z世代などという⾔葉を⽿にする機会が増えているのではないでしょ
うか。これらの⾔葉は全て1980年から2000年代⽣まれの新しい価値観を持つ世代を⽰す⾔葉です。
⽣まれた年で、これよりさらに細かく分類できるのですが、およそで捉えて頂ければと思います。年
齢でいうと20代から30代半ばまでの世代を指し、物⼼がついたときにはインターネットが普及し、
スマートフォンなどをはじめとしたデジタル機器の恩恵を受け、欲しい情報を瞬時に得られる環境や
オンラインショッピングなどが続々と整備される中で育った世代です。またSNSなどを通じて仲間と
つながること、共感を得ることに重きを置く⼀⽅で共同体（コミュニティ）への参画意識に乏しいと
⾔われます。こうした現象は、⽇本でも、タイを含む東南アジアでも同様にみられるといわれます。 

2020年には、このミレニアル世代が世界の労働⼒の3分の1を占めるとされており、この世代が「働
く」ということに対し、どのような考え⽅や価値観を持っているのかを知ることは、今後の企業の組
織⼈事戦略を描くうえでは不可⽋です。 

個⼈と組織の結びつき⽅を⾒直すということ 

ミレニアル世代の働くモチベーションは「その会社で働く
意味」を⾒出せるかどうか、が特に重要だと⾔われていま
す。⾦銭報酬や地位報酬といった給与、ポジションという
もののほかに、仕事のやりがいや仕事を通じて⾃⼰成⻑で
きるか否かという点が重要であり、それは個⼈ごとで異な
る、という点がこれまでと⼤きく違います。つまり、企業
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ミレニアル世代の働くモチベーションは「その会社で働く意味」
を見出せるかどうか、が特に重要だと言われています。 
つまり、企業が個人個人にそこで働く意味ややりがいを創出
できているのか、その価値を提供できているのかいうところ
を見ていく必要があります。
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が個⼈個⼈にそこで働く意味ややりがいを創出できている
のか、その価値を提供できているのかいうところを⾒てい
く必要があります。従業員の⾃⼰実現に企業のアセットが
如何に貢献しうるか、という視点を持ち制度作りなどをし
ていく、そういった姿勢が企業側や⼈事に求められている
という現状があります。 

最近、デロイトトーマツが⾏った「The De lo i t t e 
Millennial Survey 2018」という調査によると、世界のミ
レニアル世代の勤務先への帰属意識が⼀層低下したという
結果が出ました。また、2年以内の短期での離職を考える
割合が43％、⼀⽅で5年以上の⻑期勤続を⾒込む割合は28%
と昨年の調査と⽐較し、短期での離職を考える割合が増加
したそうです。そして、従来から⻑期就業が価値観として
当たり前とされてきた⽇本においては、2年以内の短期離
職を⾒込む割合（37％）が5年以上の⻑期勤続を⾒込む割
合（30％）を上回る結果となり、1社での就業期間に対し
ての価値観が⼤きく変わりつつあることを⽰す結果となり
ました。 

このように、ミレニアル世代の定着は、世界共通の課題で
あるということは間違いないでしょう。この世代の圧倒的
多数が、継続的なスキル開発を未来のキャリアにおける重
要な要素とみなしています。つまり雇⽤可能性の維持のた
めに⾃分のスキルを⾼めていくことを重要視しており、そ
こに時間やお⾦を投資する傾向にあると⾔えます。⼀社の
中での雇⽤の安定ではなく、労働市場において雇⽤されう
る可能性の維持に努め、⾃⼰研鑽に励むという志向が⾒え
ます。 

⾒てきた景⾊の違いを理解し、若い世代と関わる 

こうしたミレニアル世代の現場レベルでのマネジメントに
は多くの企業のマネージャーが悩んでいるようです。先⽇
とある企業のマネージャー研修でタイ⼈マネージャーから
若⼿のマネジメントにおける悩みをいくつか聞く機会があ
りました。悩みの多くは彼らとのコミュニケーションに関
するものが多いです。「⾃分で考えることをあまりせず、
指⽰を細かく出さないとその通りに動いてくれない」「⾃
分に⾃信がある⼀⽅で、⾃分の考え⽅に固執する傾向があ
り、上司からのアドバイスを受け⼊れてもらえない」「⾃
ら能動的に上司にコミュニケーションを取ろうとしてこな
い」といったお悩みです。 
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Asian Identity  
読者からの相談コーナー

■Asian Identity の ⼈材コンサルタン
トがマネジメントを担う⽅へのおスス
メの本はありますか︖ (No.6) 

■HBR's 10 Must Reads on 
Emotional Intelligence

■by Harvard Business Review 

■ E m o t i o n a l 
Intelligence とは⼼の知
能指数を指し、EQ と略して
表 現 さ れ ま す 。 こ の
Emotional Intelligence
の領域の専⾨家によって書
かれた記事をハーバードビジ
ネスレビューが厳選して取り
纏めた本です。 

組織を率いるリーダーで⾃⾝と組織のパフォー
マンスを最⼤化できている⼈物はこのEQ、とい
う指数が⾼いということが研究によって明らかに
されています。具体的には、⾃⼰や他⼈の感
情を知覚し⾃分の感情をコントロールできる指
数を表します。⾃⼰認知⼒、感情をコントロー
ルする⼒、他⼈への共感性、⾃⾝のモチベー
ション管理、社会性（ネットワークを築く⼒）
などの能⼒で構成されています。これらの能⼒
は同僚をはじめとした他者からの適切なフィード
バックや練習で向上させることが可能です。記
事の中にはチーム内のメンバーの感情を起点と
した衝突を如何にコントロールするか、困難な
状況に対応する精神⼒の養い⽅などもテーマ
として取り扱われています。リーダーとして
成⻑したい⽅に是⾮読んで頂きたい1冊
です。 

こちらのコーナーでは、今後、みなさ
まからの⼈事・組織に関する質問にお
答えしていきたいと思います。 
何か、お聞きになりたいことがありま
したら、是⾮、こちらのニュースレター
にご返信ください。
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こういった悩みについては「⾃分の世代がもつ
価値観」でものを⾒て「彼らはダメだ」と⾔っ
ていては問題は解決されません。育った時代が
異なるのだから、⾒てきた景⾊が違う、という
理解を前提に彼ら若い世代と関わっていく、と
いうことにしか解はありません。 

例えば、分からないことがあれば⼈に聞いたり、
図書館に⾜を運んで本を選んで情報を得た時代
とは違い、ネット検索で容易に答えが⼿に⼊る
時代の中にいれば、⼈との関わり⽅や考える時
間、質が違ってくるのも当然です。そうした前
提の違いから、年⻑世代からは「⾃分で考えていない」ようにも⾒えます。そうした「考える」こと
の認識の違いがあるのであれば、なぜ考えることが重要なのかのすり合わせから始めていく必要があ
ります。 

また、「⾃分の考えに固執する」ように⼀⾒⾒えるのも若者の特徴ですが、⼀⽅でミレニアル世代
は既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想、多様性を受け⼊れる⼒を持つと⾔われています。彼ら
のそういった志向をうまく⽣かしながら、これまで考えられることのなかった新たな価値の創造を

する姿勢が上司には求められます。 
そして、先ほど述べたように「その会社で働く意味を求める」ミレニアル世代に、その意味をコミュ
ニケーションするのは上司の仕事です。⾃分の部下がなぜこの会社で働いているのか、この仕事を
通じてどう成⻑していきたいのか、という点についてよく理解したうえで、部下に必要な経験を積
んでもらい、必要な成⻑に向け都度フィードバックを⾏っていくという、部下個⼈のキャリアや仕
事観に焦点を当てた育成が求められています。 

⼿がかかる、と感じるかもしれませんが、やれ、といっただけではやらない。なぜやる必要がある
のか、それを⾏うことでどんな価値に結びついているのか、そう細かくコミュニケーションしてい
く必要があります。「ここで何が得られるのか」それを若⼿に強く伝えていくのです。そして、⾏
動や結果についてフィードバックし、承認する。あなたは価値がある、そう承認してあげることで
彼らはさらに⾃分や組織の成⻑にコミットするはずです。 

組織に従属する個⼈ではなく、組織と個⼈の関係性がフラットになりつつある時代、企業がどのよ
うな働き甲斐やキャリアを個⼈に提供できるかという視点が重要です。組織と個⼈が良好な関係を
築くこと、個⼈と組織がお互いの成⻑にコミットする、という結びつきが当たり前とされる時代に
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なぜやる必要があるのか、それを行うことでどんな価値に
結びついているのか、そう細かくコミュニケーションして
いく必要があります。「ここで何が得られるのか」それを
若手に強く伝えていくのです。
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なると思います。どうか「⾃分たちの頃はこうだった」「⾃分たちはこうやって育てられた」と⾔
いたくなる⾔葉を飲み込んで、部下に向き合っていきましょう。

MORE INTERESTING ARTICLES FROM ASIAN IDENTITY AT www.facebook.com/asian.identity 

AI college ８⽉・９⽉開講予定講座のご案内 

顧客価値創造（カスタマーバリュー）講座 
8月2日（木）１日間講座・THB ４,500 

営業、マーケティングを担当しているタイ⼈の⽅にお勧めの講座です。 
顧客のニーズ、潜在ニーズを正しく理解し、いかに⾃社製品・サービスの魅⼒を伝えるか、また関係性を如何に持続
させるかその⽅法論を体系⽴てて学べる講座となっています。⾃社製品やサービスは理解できても、巧く伝えること
ができない、顧客のタイプに応じたコミュニケーションの仕⽅が分からない、などの悩みへの解決のヒントを得るこ
とができます。 

 ⽇時︓ ８⽉2⽇（⽊ ）9時〜17時  
 場所︓ Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10） 
 料⾦︓ ４,５00 THB （VAT別） 
 申込ページ︓https://www.asian-identity.com/ai-college/ 
 メールアドレス︓info@a-identity.asia 
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講師: （タイ語） 
Voravee Ruengaramrut 
Senior Consultant, Asian Identity 
都市開発の戦略・政策コンサルタントとして活躍後、
Service innovation領域において従業員や顧客エン
ゲージメントのリサーチを中⼼としたコンサルタン
ト経験を有する。企業向け、政府向けにエンゲージ
メントサービスの向上実施のためのプロジェクトマ
ネージャーとして活躍後、Asian Identityに参画。 
  

講師: （タイ語） 
Nattakarn Theeraleela 
Consultant, Asian Identity 
⼈材育成コンサルタント。深い⼈材分析・理解を⾏
い、従業員に対してモチベーションを与える。
LEGO® SERIOUS PLAY®認定ファシリテーター。

コンテンツ （1⽇コース） 

Agenda （9.00-17.00）: 
! 顧客のニーズを正しく理解する
! 自社製品、サービスの魅力とは 
! タイプの異なるクライアントとのコ
ミュニケーション 
! 顧客との関係を継続させるためにで
きること 
※タイ語で実施

http://www.facebook.com/asian.identity
https://www.asian-identity.com/ai-college/
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HR COLLEGE (人事の学校)　採用・育成編 
9⽉21⽇・22⽇（⾦・⼟）2⽇間連続講座・THB 12,000 
タイにおいても、⼈事の仕事は従来型の事務的な仕事のイメージから⼤きく変化し、 
より戦略的な視点とスキルを持って、経営に付加価値をつけることが求められるようになっています。今回は採⽤お
よび育成をテーマにタイでの採⽤、⾯接スキル向上、また社員の育成や組織開発について包括的な知識・スキルを⾝
に着けることを⽬的としています。本セッションでは、⽇本、および東南アジアで⻑年⼈事・⼈事コンサルタントと
して経験を積んだ講師が、講義とワークショップを交えて⼈事スキルについての解説をします。 

 ⽇時︓ 9⽉21⽇・22⽇（⾦・⼟ ）9時〜17時  
 場所︓ Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10） 
 料⾦︓ 12,000 THB （VAT別） 
 申込ページ︓https://www.asian-identity.com/ai-college/ 
 メールアドレス︓info@a-identity.asia 

Contact Our Team

このEメールマガジンは、タイで活躍する様々な⽅に読んでもらえるよう、⽇本語・タイ語で発信します。⼤切な友⼈である⽇本⼈とタイ⼈
がより良い関係になるように、弊社Asian Identity チームから毎⽉お送りする予定です。ご興味があれば是⾮お読みください。  

配信を希望される⽅、また配信が不要な⽅は、お⼿数ではございますが info@a-identity.asia までその旨お送りください。
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コンテンツ（２⽇コース） 

Agenda （9.00-17.00）: 
! HRの全体像︓経営戦略と⼈事、⼈事
の役割、⼈材ポートフォリオ
! ⼈材採⽤・配置︓採⽤戦略、採⽤⾯
接のポイント、⼈材配置の考え⽅
! HRD（⼈材開発）︓OJTとOff-JT, 研修
のデザイン、研修ファシリテーション
! OD（組織開発）︓企業理念、組織
⽂化の育み⽅ 
※⽇本語とタイ語で実施

講師:  曽和利光 
株式会社⼈材研究所代表取締役社⻑ 
京都⼤学で学んだ⼼理学とリクルート⼈事部
GMとして培った営業スキル・２万⼈の⾯接
経験を融合しワンランク上の⼈材を採⽤する
⼿法を確⽴。リクルート、ライフネット⽣命、
オープンハウスで⼀貫として⼈事畑を進み、

株式会社⼈材研究所設⽴。 

講師:  中村勝裕 
Asian Identity Co. Ltd. CEO & Founder 

バンコクを起点にアジアに特化した⼈事・コ
ンサルティングファームAsian Identityを経
営。ネスレ、リンク＆モチベーション、グロー
ビスを経て現職。

https://www.asian-identity.com/ai-college/
mailto:info@a-identity.asia

