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日本 では 寿命 が大 幅に 伸び た結 果、 現 役を 退い た人 材の 有効 活用 が社 会の 要請
にな って いる 。実 務能 力の ある リタ イ アエ ンジ ニア にと って も有 意義 であ ろう 。
だが 現実 はど うか 。多 くの 企業 が定 年 の延 長や 再雇 用の 道を 開い てい るが 、ま だ
60 代の 前半 ま でが 大半 で、 健康 年令 と言 われ る 70 代 後半 まで は程 遠 い。 その 結
果、図 書館 とス ポ ーツ クラ ブで 余暇 を過 ごす リ タイ アシ ニア が大 幅に 増え てい る。
では 人材 の ニ ーズ がな いの かと いう と 、多 くの 産業 で時 間外 労働 が慢 性化 し、 公
務員 であ る教 師で さえ 長時 間労 働が 問 題に なっ てい る。 人材 のニ ーズ とシ ーズ の
マッ チン グに 課題 があ るこ とが 明ら かで あ ろう 。そこ で両 側か ら この 問題 を考 え、
具体 的な 改善 の方 向を 提起 した い。
まず リタ イア エン ジニ アの 希望 だが 、 せっ かく 定年 まで 勤め て余 暇を 手に 入れ
たの だか ら、 今さ らフ ルタ イム の仕 事 は望 んで いな い。 それ に多 くは 年金 収入 な
どで 生活 の基 盤を 確保 して いる から 、 高い 報酬 は求 めて いな い。 生活 のた めで は
なく 、自 分の 能力 を生 かし て社 会の 役 に立 ちた いの だ。 この 点か ら定 年延 長や 再
雇用 の形 態は 、希 望に 沿わ ない こと が 明ら かで あろ う。 また 、自 分の 能力 を生 か
した いの だか ら、 仕事 なら 何で もよ い とい うわ けで はな い。 では 社会 の役 に立 つ
自分 の能 力は 何か とい うと 、多 くの 実 務経 験が あり なが ら、 培わ れた 「社 会の 役
に立 つ能 力」 を自 覚し てい ない 。だ か ら実 務体 験や 経歴 は語 れて も、 普遍 的な 能
力を 示せ ない。そも そ も、リ タイ ア後 は 人材 ニー ズに 接す る機 会が 非常 に少 ない 。
次に ニー ズ側 の希 望を 考 え てみ よう 。 確か に長 時間 労働 にな って いる が、 実務
には 関連 する 知識 が必 要で ある 。そ れ に時 間的 な制 約も ある から 、人 に頼 める 仕
事は 限ら れて いる 。外 部に 人材 がい る とし ても 、ど こに いる のか 見当 もつ かな い
し、 アク セス する 方法 もな い。 この よ うな 状況 が、 現在 の人 材ニ ーズ とシ ーズ の
実態 であ ろう 。で はど うす れば よい か 。私 は三 つの 方策 が必 要で 実効 性が ある と
考え てい る。
一つ はア ウト ソー スが 可能 な業 務の 切 り出 しで ある 。現 役の エン ジニ アが 担当
して いる 業務 には 、時 間の 余裕 さえ あ れば 外部 に委 託で きる 仕事 が少 なか らず 含
まれ てい る。 たと えば 市場 や技 術の 調 査、 マニ ュア ルや 説明 資料 の作 成、 社員 研
修な どで ある 。組 織と して 業務 を分 析 し、 ある 程度 の専 門知 識さ えあ れば 外部 に
委託 でき る業 務を 抽出 した らど うか 。 二つ 目は シー ズ側 人材 の実 務能 力確 保で あ
る。 管理 者と して では なく 、担 当者 と して 実務 を受 託し て遂 行す るの だか ら、 専
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門分 野の 知識 以外 に一 定水 準の コミ ュ ニケ ーシ ョン 、プ レゼ ンテ ーシ ョン 、文 書
作成 、パ ソコ ン作 業の スキ ルが 必須 で ある 。も し十 分で ない なら 、多 少の 訓練 が
必要 かも しれ ない 。三 つめ はシ ニア エ ンジ ニア のニ ーズ とシ ーズ をマ ッチ ング さ
せる 仕組 みの 整備 であ る。 ニー ズ側 が 求め る人 材の 専門 知識 やス キル と、 シー ズ
側が 提供 可能 な 業 務を 集約 し、 マッ チ ング させ る活 動が 必要 不可 欠で ある 。こ の
目的 に沿 って 一部 の組 織が 活動 を開 始 して いる が、 将来 は広 範な 産業 分野 と多 様
な職 種を 対象 とす る仕 組み が必 要に な るで あろ う。 業界 団 体 や職 種団 体な どに よ
る積 極的 な展 開を 期待 した い。
以上
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