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1．  与えられるキャリアから
自ら積極的にキャリアを創造するために

　企業などの組織に属する多くのビジネスパーソ
ンは、これまで積極的に自らのキャリアを切り開
いていくという意識や行動はあまりなかったのか
もしれない。その大きな要因としては、日本企業
の特徴的な雇用制度である終身雇用や年功序列が
考えられる。新入社員として入社してから、その
配属先や職種は会社から与えられるもので、その
与えられた環境の中で成果を出していくことが出
世や昇給につながってきたからだ。しかし、いつ

の頃からか、終身雇用や年功序列は近い将来には
なくなっていくと言われるようになった。それで
も「自分の勤める会社では終身雇用はなくならな
いだろう」「自分が定年を迎えるまでは、終身雇用
も年功序列も続くだろう」と思い込んでいるビジ
ネスパーソンは少なくないようである。
　そのような中、今年（2019 年）5 月、トヨタ自
動車の豊田章男社長が日本自動車工業会の会長会
見で「雇用を続ける企業などへのインセンティブ
がもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っ
ていくのは難しい局面に入ってきた」と発言し話
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Point
❶  終身雇用が見直されるとき、すべてのビジネスパーソンは自らキャリアを創造するためのパーソナ
ルブランディングに取り組む必要がある。

❷  企業や製品のブランドと同様に、パーソナルブランドも他者評価によって構築される。人前で話す
ことは、他者評価を獲得する絶好の機会である。

❸  人前力とは「人前で自分の考えやメッセージをちゃんと伝える力」であり、パーソナルブランドの
構築・向上において、とても重要である。

❹  「コンテンツ／内容・情報」と「キャラクター／個性・自分ならではの魅力」の両方を同時に伝え
ることは、パーソナルブランドの構築につながる。
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題を呼んだ。これに続き、経団連の中西宏明会長
も「企業からみると（従業員を）一生雇い続ける
保証書を持っているわけではない」と話した。長
らく続いている終身雇用という雇用慣行の見直し
を唱えているのだ。日本を代表する企業であるト
ヨタ自動車がもしも終身雇用を見直すならば、国
内の多くの企業が右へならえと、終身雇用を見直
すことになるかもしれない。このニュースは、崩
れそうで崩れないと思われていた終身雇用の上で
キャリアを積み重ねてきた多くのビジネスパーソ
ンに対して、とても大きなインパクトを与えたに
違いない。
　ここ数年、副業・兼業を解禁する企業が増えて
きた。そこには、ビジネスパーソンが副収入を得
る機会として歓迎される面もある。しかし、その
一方で、社員が会社に依存することなく、自らの
キャリアを自己責任の中で創造してほしいという
企業からのメッセージを読み取ることもできる。
　たとえ大企業に勤めていても、会社から与えら
れるキャリアに安住している時代ではなくなって
いる。すべてのビジネスパーソンにとって、自身
のキャリアについてあらためて考える時期を迎え
た。会社の看板、会社のブランドに寄りかかるの
ではなく、市場の変化を捉えながら、自分自身の
看板、自分のブランドを構築すべき時が来ている。
つまり、パーソナルブランドを構築し、自らのキャ
リアを自らの手で積極的に創造していかなくては
ならない時代を迎えている。日本のビジネス界が
終身雇用の終わりを迎えるというのであれば、日
本のすべてのビジネスパーソンはまさに各々の
パーソナルブランディングに取り組むべき時代を
迎えていると自覚すべきだ。

2．  他者からの評価によって構築される
パーソナルブランド

　企業や製品にブランドがあるように、個人にも
ブランドがある。それが、パーソナルブランドで
ある。その人ならではの魅力、その人ならではの
価値が評価される時、人はパーソナルブランドを

築くことができる。みんなと一緒、横並び主義では、
到底パーソナルブランドを構築することはできな
い。私が講師として担当しているパーソナルブラ
ンディング研修は、新入社員から若手社員、若手
リーダー、管理職、ミドル・シニア社員まで幅広
い層を対象に行っている。それらの研修において
共通した目的は、「ならではの魅力」「ならではの
価値」を持ったビジネスパーソンをめざすことで
ある。そして、その研修の冒頭でまず受講者に伝
えることは、「パーソナルブランドは他者からの評
価によって構築される」ということだ。
　その人が「自分は○○についての専門家である」
とどんなに思い込んでいても、上司や同僚がそれ
を評価しなければ、その人は社内における○○に
ついての専門家としてのパーソナルブランドを築
くことはできない。それは、たとえ高級ブランド
に仕立てる目的で大規模なプロモーションを行っ
ても、消費者がその商品を高級と感じることがな
ければ、その商品は決して高級ブランドとして成
立しないことと同様だ。
　ビジネスパーソンが他者から評価される機会は、
どのようなときだろうか。数字として表れる営業
成績、作成した資料など、職業や職種によってい
ろいろとあるだろう。その中で、どのような仕事
でも共通して評価される機会として思い浮かぶの
が、人前で話す場面である。打ち合わせや会議、
報告・連絡・相談、プレゼンテーション、交渉の

図表 1　  他者評価によって構築される
パーソナルブランド

パーソナル
ブランド

他 者

他 者 他 者

他 者 他 者

評 価 評 価

出所：著者作成

マネジメント



2019.9　経営センサー
3535

席など、ビジネスパーソンが人前で話す機会は多
い。そして、それらの場面で、日々、私たちは他
者からの評価を受けているのである。その人はど
のようなことを話すのか、どのような言葉で話す
のか、どのような声で話すのか、どのようなスピー
ドで話すのか、どのような表情で話すのか、どの
ような姿勢で話すのか、どのような思いを伝えよ
うとしているのか。当人が思う以上に、聴き手は、
さまざまな角度から話し手を評価しているもの
だ。そして、その評価の積み重ねこそが、その人
のパーソナルブランドの構築につながっていくと
いえよう。
　短い時間の中で伝えるべきことをしっかりと伝
えられる人は、自分自身の考えをよく整理できて
いる人と評価される。難しい専門用語も相手に合
わせて分かりやすく伝えられる人は、しっかりと
内容を理解していると共に相手への気遣いができ
る人と評価される。その声色が力強く明るければ、
その人は前向きで積極的な人と評価される。日々
の業務の中で、話し方や伝え方においてプラスの
評価が積み重なっていけば、その人のビジネスに
おけるパーソナルブランドの価値も高くなってい
く。つまり、人前で話す機会は他者からの評価を
得られる機会であり、自分のパーソナルブランド
を構築するチャンスだ。だからこそ、パーソナル
ブランドの構築や向上をめざす際には、人前で話
す力や伝える力を積極的に身につけるべきである。

3．  パーソナルブランドの構築・向上に
つながる人前力を身につける

　パーソナルブランディングに取り組む上で、人
前で話す力、伝える力を身につけることが肝心で
あると述べてきた。ここからは、その「人
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」
について話していきたい。
　人前力について、私は「人前で自分の考えやメッ
セージをちゃんと伝える力」と定義している。ま
ずは自分の考えやメッセージを持たなければなら
ない。それを相手に伝えるわけだが、ポイントは

「ちゃんと」ということである。ただ話す、ただ伝

えるだけではなく、その内容を整理して相手に
「ちゃんと」理解してもらうことができたかどう
か。大事なことを時間内に「ちゃんと」伝えられ
たかどうか。相手の心に「ちゃんと」届けられた
かどうか。相手が 1 人だろうが、10 人だろうが、
100 人だろうが、伝えるべきことを「ちゃんと」
伝えられたかどうか。この「ちゃんと」というこ
とが、簡単なようでなかなか難しいのである。し
かし、より良い仕事を成し遂げかつ自分自身のパー
ソナルブランドの構築をめざすビジネスパーソン
であれば、誰もがこの人前力を身につけ、向上さ
せる必要がある。
　「私は営業マンではないので人前で話すことは勘
弁してください」「子どもの頃から私は人前で話す
ことが苦手なので、プレゼンテーションは他の人
にお願いします」などと話すビジネスパーソンを
時々見かけることがある。しかし、人前で話すこと、
伝えることは、ビジネスパーソンであれば基本ス
キルとして身につけなければならないものであ
る。職種や性格を人前力の拙さの理由にしてはい
けないのである。私自身、学生時代は人前に立っ
て話すことは苦手であり、極力そのような場面を
避けていた。しかし、就職し、コピーライターと
して自分のアイデアや企画を相手に認めてもらう
ためには、人前で話すこと、伝えることは絶対に
避けて通ることはできなかった。初めのうちは少
人数での打ち合わせの際にも、自分の考えをうま
く説明できず、悔しい思いを重ねた。クライアン

図表 2　「人前力」とは？！
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トに対するプレゼンテーションでは、緊張のあま
り声がうわずり、恥ずかしいほどの汗をかいたこ
ともある。しかし、それらの失敗や悔しい経験を
重ねながらも、少しずつではあるが自分自身に人
前力が身についていくことを感じていた。そして、
人前力を身につけることで、新たな仕事の声が掛
かることがあった。また、リーダーとしての役割
を任されることもあった。専門知識や技術を身に
つけることと同様に、人前力を身につけることは、
自分ならではのキャリアを創造するチャンスを得
ることにつながるのである。このことは私自身の
経験から強く思うことである。

4．  人前力を向上させるために心がけたい
「2つのC」

　人前力とは、単に話し方、伝え方の技術力を意
味するものではない。私が講師を務める研修とし
て人前力研修があるが、それもまた単にスキルアッ
プをめざす通常のプレゼンテーション研修とは基
本的な考え方が異なっている。なぜなら、人前力
は自身のパーソナルブランディングにおいて欠か
すことのできないものとして捉えているからであ
る。
　大勢を前にして行うプレゼンテーションは、大
きな他者評価を獲得できる貴重な機会である。だ
からこそ、人前力に基づいたプレゼンテーション
を行いたい。その際、意識したいことは、同時に
伝えるべきものとして「2 つの C」があることで

ある。ひとつめの C は、「コンテンツ／内容・情報」
である。当然ながら内容がしっかりとしていなけ
れば、そのプレゼンテーション自体がそもそも評
価の対象にならない。そして、伝えるべきもうひ
とつの C が「キャラクター／個性・自分ならでは
の魅力」である。プレゼンテーションの内容が良
かったとしても、プレゼンターの個性や魅力が伝
わらなければ、パーソナルブランドの構築・向上
は難しい。資料を淡々と読み上げるだけのプレゼ
ンテーションやスクリーンに映し出された文字や
データばかりに目をやりながらのプレゼンテー
ションでは、プレゼンターが持つ魅力は伝わらな
い。プレゼンテーションにおいて「コンテンツ／
内容・情報」を伝えることは、当たり前のことだ。
その上で、ぜひ自分自身の「キャラクター／個性・
自分ならではの魅力」を伝える努力をしてもらい
たい。繰り返すが、大勢の前でのプレゼンテーショ
ンは、大きな他者評価を手に入れる絶好の機会で
ある。それにもかかわらず、その機会の貴重さに
気づかず、「コンテンツ／内容・情報」ばかりに注
力したプレゼンテーションを行うビジネスパーソ
ンも少なからずいる。プレゼンターを務めるので
あれば、「コンテンツ／内容・情報」の質を高める
と共に「キャラクター／個性・自分ならではの魅
力」についても整理し、それを伝えるための方法
を考え、リハーサルを重ねるべきだ。
　例えば、自己紹介も同様で、1 分程度の時間の
中で自分が何者であるのかを「コンテンツ／内容・

図表 3　同時に伝えたい「2つのC」
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情報」と「キャラクター／個性・自分ならではの
魅力」の両方の視点から伝えるのが望ましい。自
分の職業、趣味、座右の銘などのコンテンツを語
りながら、自分の個性や魅力として知ってもらい
たいキャラクターについて、話す表情やスピード、
言葉選び、身ぶり手ぶりなどを通して伝えるので
ある。自己紹介はプレゼンテーションの基本であ
ると私は考えている。だからこそ、自己紹介の際
には、常に最高のプレゼンテーションを心がけた
い。すばらしい自己紹介からは、さまざまなこと
を読み取ることができる。その人物がどのような
キャリアを積んでおり、どのような価値観を持ち、
どのようなコミュニケーションを心がけているか
などが、たかだか 1 分程度の自己紹介で相手に伝
わり、理解されるのだ。自己紹介が正しく素早く

理解されることは、その人のパーソナルブランド
がスムーズに伝わることを意味し、またそこにス
ピーディな人間関係が生まれることにもつながる。
　与えられるキャリアに頼るのではなく、自ら積
極的にキャリアを創造するためには、パーソナル
ブランディングに取り組むことが大切である。そ
して、その具体的な取り組みのひとつが、プレゼ
ンテーションや自己紹介において人前力を発揮し、
コンテンツと共に自身のキャラクターを伝えるこ
となのである。ちょっとした会話においても、こ
の「2 つの C」を意識してほしい。それだけで人
前力は向上していく。そして、それがパーソナル
ブランドの構築・向上、キャリアの創造につながっ
ていくのだ。明日から、いや今日からでも、すぐ
に取り組むことができるはずである。
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