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有限会社プラントライブ代表
パーソナルブランドコンサルタント／ブランド戦略プロデューサー
山本 秀行（やまもと ひでゆき）
ソニーグループ、日産自動車グループの広告代理店等でクリエイティブディレクター、コピーライターとして朝日広告賞、
毎日広告デザイン賞等多くの広告賞を受賞。2002年に独立し、有限会社プラントライブを設立。現在、パーソナルブラ
ンディングの第一人者として、講演、コンサルティング、執筆、社員研修の講師として活躍。キャリアカウンセラー
（GCDF‒Japan, 米国CCE, Inc. 認定）、上級生涯生活設計コンサルタント（社団法人中高年齢者雇用福祉協会）、
レゴ® シリアスプレイ®メソッドと教材活用トレーニング修了認定ファシリテータ。著書に『パーソナルブランディング／
あなたをもっと高く売る』（日経BP社）、『人前で話すことが楽になる 人前力 33のルール』（日本経済新聞出版社）、
『いいね！と言われる伝え方／コンパクトメッセージ39の法則』（日本経済新聞出版社）がある。

1．パーソナルブランドが求められる時代
　長く日本のビジネス社会の基盤となっていた終
身雇用や年功序列の考え方。それらがまだ残って
いる企業もあるかもしれないが、全体としては確
実に減少傾向である。その背景には、成果主義の
導入、グローバル化、人材の流動化、IT化等、ビ
ジネスを取り巻くさまざまな変化がある。そうし
た変化の中で、ビジネスパーソンは自分のキャリ
アを会社や組織に委ねるのではなく、自分自身で
考え、切り拓く必要性が生じてきた。つまり、横
並び発想でキャリアを積んでいくのではなく、自
分ならではのキャリアを描き、自分ならではの価
値を作り、パーソナルブランドを構築することが
求められるようになったのである。

　2002年、サッカーの日韓ワールド杯が開催され
た年、私はそれまで勤めていた広告代理店を退社
し、パーソナルブランドコンサルタントとして起
業した。それは、ビジネスの変化やインターネッ
トの急速な発展を目の当たりにし、それまで私が
広告マンとして関わってきた企業ブランドや製品
ブランドと同様に、これからは個人のブランド、
すなわちパーソナルブランドが問われる時代にな
ると強く感じたからである。しかし、その当時、パー
ソナルブランドの重要性について熱く語っても、
なかなか相手に伝わらないことが多かった。なぜ
ならパーソナルブランドが求められるのは、芸能
人やプロスポーツ選手、政治家、起業家等、特別
な職業人に限るものだと思われていたからだ。し

Point
❶  ビジネス環境の変化からパーソナルブランドは特定の職業だけでなく、一般のビジネスパーソンに
も求められる。

❷  ミドル・シニアが人生100年時代のキャリアを考える際、パーソナル “リ” ブランディングの視
点が有効である。

❸  社外での自分の市場価値を探ることは、より豊かなセカンドキャリア、セカンドライフの実現につ
ながる。

❹  「講師デビュー」を考えることで、今後、ミドル・シニアが活躍するための自分の売りや課題が整
理される。

人生100年時代を見据えた
『パーソナル“リ”ブランディング』
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かし、先ほど記したように、その後、われわれを
取り巻くビジネス環境は大きくかつ速いスピード
で変化し、パーソナルブランドがいわゆる一般の
ビジネスパーソンにも必要なものであることが広
く理解されるようになった。
　拙著『パーソナルブランディング／あなたをもっ
と高く売る』等において、私はパーソナルブラン
ドについて「その人ならではの “売り” を活かし
た “約束” の “市場価値”」、パーソナルブランディ
ングについては「めざすパーソナルブランドを実
現するためのあらゆるアクション」とそれぞれ定
義している。また、社員研修等で活用するパーソ
ナルブランドハウスと名付けたフレームがある。
それは、パーソナルブランドの基本的要素である
“ビジョン”“機能的価値”“情緒的価値”そして“USP
（売り）” の関係を視覚的に理解するものである。
これまでにパーソナルブランディング研修を受講
されたビジネスパーソンは、実に幅広い。新入社
員から3年目・5年目社員、若手リーダー、中堅
社員、女性社員、営業マン、そして部下指導にパー
ソナルブランディングの考え方を取り入れたい管
理職等である。受講者が抱える課題に応じたプロ
グラムを設計し、「魅力あるリーダーをめざすパー
ソナルブランディング研修」「指名される営業マン

をめざすパーソナルブランディング研修」等を行っ
ている。また、話し方や伝え方のテクニックだけ
ではなく、パーソナルブランディングの考え方を
基本としたプレゼンテーション研修の需要も多い。

2．人生100年時代と
パーソナル “リ” ブランディング

　研修依頼の中で、ここ最近特に増えているのが、
ミドル・シニア層を対象としたキャリア研修であ
る。その主な理由は、年金支給が先送りされ、そ
れと連動するかたちで65歳定年制が多くの企業
で導入されていることである。平均寿命が80歳を
超え、少子高齢化社会が進み、『LIFE SHIFT／
100年時代の人生戦略』がベストセラーとなる今、
ビジネスパーソン、特にミドル・シニアには新た
な働き方が求められている。人生100年時代は、
従来型発想でのサバイバルはとても困難である。
そのような状況の中、初の民間人校長として有名
な藤原和博氏は「富士山型から八ヶ岳連峰型のキャ
リア形成」を、また東京大学の柳川範之先生は「40
歳定年制」を提案している。共にとても興味深く、
人生100年時代に働き、生きるわれわれにとって
とても参考となる提案である。
　以前、日本経済新聞社が主催するセミナーで、
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図表 1　パーソナルブランドハウス

出所： 『パーソナルブランディング／あなたをもっと高く売る』より、
筆者作成
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図表 2　パーソナルブランドハウス

出所： 『パーソナルブランディング／あなたをもっと高く売る』より、
筆者作成
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セカンドキャリアをテーマとした講演を行った。
対象は、ミドル・シニアである。その際、私は「パー
ソナル “リ” ブランディング」への取り組みを提
案した。ミドル・シニアであれば、それなりの実
績と経験を積み、ひとつのパーソナルブランドを
構築してきたはずである。かつては、それまでに
構築したパーソナルブランドの遺産で、会社に残っ
たり、子会社や関係会社への出向や転職等のセカ
ンドキャリアを送れたりしたかもしれない。しか
し、今は難しい。仮に55歳の役職定年から65歳
での定年までを考えれば、実に10年間もある。
昔取った杵

きねづか

柄で過ごすには、あまりにも長過ぎる
期間である。世界有数のファッションブランドで
も、時代に合わせてそのデザインを変えている。
時には、大胆に変革を起こすこともある。それは、
まさに “リ” ブランディングである。時代のニー
ズをつかみ、時代に取り残されず、いつの時代に
おいても活力があり魅力あるブランドとして存在
するために行っている。ビジネスパーソンにも、
同じことが求められる。人生100年時代といわれ
る今、ミドル・シニアはパーソナル“リ”ブランディ
ングに取り組むことが必要なのである。
　ここ数年、某エネルギー企業において53歳の
社員を対象としたキャリア研修を行っている。そ
の内容は、まさにパーソナル “リ” ブランディン
グを一人一人が考えるものである。それまでの経
験や実績、技術、知識、人脈を踏まえながら、時
代と自社の変化を見据える。そして、今後求めら
れる新たな自分の役割を考え、めざすべき自分の
姿を描き、その実現のための具体的なアクション
プランを立てるのである。それは、自分の価値を
再構築するための設計図である。多くの企業にお
いて、これまで以上にミドル・シニアの活躍が期
待されている。その期待に応えるには、マインド
およびスキルにおける再構築が必要である。パー
ソナル “リ” ブランディング研修は、まさにその
両面からアプローチし、ミドル・シニアの新しい
働き方、新しい働きがい、新しい貢献スタイルを
探るものである。一人でも多くのミドル・シニア

がパーソナル “リ” ブランディング研修に参加し、
それぞれのキャリアにとって有益な気づきや学び
を得てほしい。そして、自分ならではの魅力を活
かして活躍し続けてもらいたい。

3．会社の肩書きを離れたキャリアを考える
　昨年、「働き方改革」という言葉が、新語・流行
語大賞にノミネートされた。人生100年時代の中、
65歳定年制、副業解禁、パラレルキャリアの時代
である。かつて私たちが経験したことのないビジ
ネス環境において、どのようなカタチが正解であ
るかは定かでないが、働き方改革が必要なことは
確かである。
　入社以来、その会社しか知らないことは、いま
やリスクであると言われている。人生100年時代、
まずは自分の会社以外の世界を積極的に知ろうと
する姿勢が必要である。そして、外の世界におけ
る自分の市場価値を知ることで、これからのミド
ル・シニアは次の成長をめざすのである。本業・
本職の名刺とは別に、社会の中で自分の価値観を
表す「2枚目の名刺」を持つことを促進するNPO
団体がある。とても良い活動である。パーソナル
ブランドは、「その人ならではの “売り” を活かし
た “約束” の “市場価値”」である。会社以外での
自分の市場価値を知るには、会社の肩書きを離れ
たキャリアに挑戦してみなければならない。
　自分は何者なのか？　自分は会社を離れて何が
できるのか？　何を提供できるのか？　このよう
なことを考える際、ミドル・シニアであればキャ
リア（仕事・働き方）だけでなく、ライフ（人生・
生き方）についても合わせて考えたい。出世や昇
給を目的とした仕事ではなく、人生における価値
観や大切にしたいものについて、あらためて考え
る良い機会であるからだ。この10年ほど、私は「山
本道場」という私塾を開催しているが、そのスロー
ガンは《W♡RK ＊ L!FE／心ある仕事を、感動
ある人生を》である。私たちにとって、仕事も人
生も両方ともかけがえのないものである。そのこ
とを会社の肩書きを離れ、あらためて考えるとき
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に、自身のセカンドキャリアとセカンドライフを
深く考えることができるものである。まずは、自
分の心の声にしっかりと耳を傾けることだ。しか
しながら、これがなかなかうまくできないミドル・
シニアも多い。そのようなときに実施しているの
が、レゴ®ブロックを使って行う「レゴ®シリア
スプレイ®メソッド」1と教材を活用したワーク
ショップである。このワークショップでは、モヤ
モヤとした思い（潜在意識）を言語化し、自己理
解や他者理解を促進することができる。働き方改
革やセカンドキャリア、セカンドライフを丁寧に
考える上で、とても効果的なメソッドであり、常
に高い評価を頂いている。今後のキャリアを思い
悩んでいるミドル・シニアには、ぜひ参加しても
らいたいワークショップである。

4．  パーソナル“リ”ブランディングの第一歩は、
「講師デビュー」から

　これからの自分の役割や課題を知り、より豊か
なキャリアを積んでいくために、ミドル・シニア

にはぜひパーソナル “リ” ブランディングに取り
組んでもらいたい。その具体的な方法として、ま
ず私がお勧めしているのが「講師デビュー」であ
る。もしも自分が講師をするとしたら、何をテー
マに語ることができるのか、そのテーマにニーズ
はあるのか、誰に何の目的で語るのか等を考える
ことで、自分の売りや市場を意識することができ
る。また、ターゲットは社内にとどまらず社外も
対象とする。そうすることで、世の中における自
分の市場価値を考えるのである。講演のタイトル
とレジュメ、対象者を整理することは、自分の価
値を整理することとなる。
　また具体的に講師として人前で話す機会を持つ
ことができれば、自身のプレゼンテーションを含
めたコミュニケーション力の向上にもつながる。
定年後の再就職先で、その話し方や態度が横柄で
あると苦情を受けるミドル・シニアは決して少な
くないという。せっかく良い技術や知識を持って
いても、そのコミュニケーションが悪ければ、宝
の持ち腐れとなってしまう。講師デビューは、そ

1    レゴ ®ブロックを用いて、個人の価値観やビジョン等、頭の中でなんとなく意識しているモヤモヤとした部分を可視化することで、
問題解決能力やコミュニケーション能力の向上をめざすメソッド。NASA、マイクロソフト、グーグル、トヨタ自動車、日立製
作所等、多くの企業や組織で採用されている。

図表 3　 テーマに基づいて、参加者は思い思いの
作品を作る

出所： レゴ®シリアスプレイ®メソッドと教材を活用した
ワークショップより、筆者撮影

図表 4　 作品には、その人の思い（潜在意識）が
込められている

出所： レゴ®シリアスプレイ®メソッドと教材を活用した
ワークショップより、筆者撮影
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のようなもったいない状況を避けるための機会で
もある。
　講師デビューを考え、実際にそれを果たすこと
で、ミドル・シニアは新たな知識等を加味しなが
ら自分ならではの売りを持つことができる。さら
には新たな人脈が広がり、新たな市場価値、新た
な活躍の場を手に入れることができる。これは、
まさに人生100年時代において活躍するための何
よりの資産形成ではないだろうか。今後、ミドル・
シニアを対象としたパーソナル “リ” ブランディ

ング研修では、講師デビューを通じて自身のセカ
ンドキャリア、セカンドライフを考えるプログラ
ムも実施していきたい。またその先には、ミドル・
シニアが他社で自分の価値を試すインターンシッ
プと組み合わせたプログラムの展開もある。ミド
ル・シニアの活躍には、まだまだ大きな可能性が
ある。パーソナル “リ” ブランディングが、その
一助となることを信じ、これからも取り組んでい
きたい。

『人前で話すことが楽になる 
人前力 33 のルール』

出所：筆者／山本秀行　日本経済新聞出版社　2010年

『パーソナルブランディング／
あなたをもっと高く売る』

出所：筆者／山本秀行　日経BP社　2014年

（著書紹介）
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