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【 論　文 】

自然災害によるワーク ･キャリアの 
再体制化とイナクトメント※

── 東日本大震災被災地事業所従業員のケースをもとに ── 

上野山達哉・櫻田　涼子

は じ め に

自然災害のような，予測や統制の難しいできごとが自分のキャリアにどのような影響を与えるか，
普段から考えているひとはきわめて少ないと思われる。しかしながら，ひとたびそのような現実に
直面すれば，事態が深刻であるほど，われわれは仕事や生活全般について，過去から現在，未来に
いたる記憶や見通し，さらにはそれらの意味づけをも再構成せざるをえなくなる。本研究では，こ
のようなプロセスを「ワーク ･キャリアの再体制化」と位置づけ，関連する理論的パースペクティ
ブを検討するとともに，事例の記述をおこなうことにしたい。キャリア研究において，自然災害と
個人のキャリアのかかわりにふれているものは少なく，この関係にふれているものとしてトランジ
ション（transition）研究があげられるが，そこでも豊かな記述が展開されているわけではない。
事例の記述は，2011年 3月の東日本大震災によって被災し，福島第一原子力発電所事故（以下，
原発事故）の影響も受けていた，福島県郡山市の事業所に勤める従業員 32人への面接調査をもと
としている。この震災と事故が大規模で深刻であったことからして，本事例は災害とキャリアの問
題を考える上で貴重な事例と考えられる。本報告ではこの記述をもとに，あらたな理論的含意を導
くことを目的としたい。

1.　2つのパースペクティブ : トランジションとセンスメイキング

1.1.　トランジション・パースペクティブにもとづく論点の整理

ここでは，トランジションについてのいくつかの研究（Anderson et al., 2012 ; Louis, 1980 ;  Nich-

olson, 1984 ; 1990）を中心に依拠しつつ，自然災害とのかかわりからみたトランジション概念と理
論についての論点を 3つとりあげることにしたい。第 1に，トランジションの定義についてである。

 ※ 本研究の遂行にあたっては，科学研究費補助金（研究課題番号 : 25516004，研究代表者 : 上野山達哉）の
助成を受けた。また，本稿は構想段階の内容（Uenoyama & Sakurada, 2012 ; 上野山・櫻田，2013）を発表
した機会（欧州組織研究学会，経営行動科学学会）での貴重な議論を踏まえ，構成されている。
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一般には「節目」や「転機」と呼ばれるこの術語は，生涯発達心理学の文脈における「移行」ない
し「移行期」をさす言葉をルーツとしている（金井，2002 ; 黒川，2007）。その構成要素として不
可欠であるのは，まず，役割その他における変化（change）である。研究者はおおむね，トランジ
ションをキャリアにおける変化をともなうできごとや時期として定義している。もうひとつの構成
要素としては，順応（adjustment）あるいは適応（adaptation）があげられよう。つまりトランジショ
ンは，キャリアにおける変化とそれへの順応プロセスとして定義される。
第 2の論点は，そのプロセスについてである。研究者はおおむね数段階のプロセス・モデルを提
示している。Andersonらの統合モデルによれば，転機の始まり（moving-in）と転機の終わり
（moving-out）には，転機の最中（moving-through）というどっちつかずの状態が存在する。本研
究の事例では，これはすなわち，災害を契機にそれまでの日常と切り離されてから，あたらしい日
常に復帰していくまでの順応の段階として位置づけられる。
第 3の論点は，トランジションの分類についてである。Andersonらが示している 2つの視点か

らの分類である。第 1に，転機の予測にもとづく分類であり，予測していた転機（anticipated tran-

sitions），予測していなかった転機（unanticipated- ），期待していたものが起こらなかった転機
（non-event- ）である。震災や原発事故などは予測がきわめて困難な転機のひとつであると考えら
れる。この点について，Andersonらも，2005年の合衆国南部におけるハリケーンの被害や，2010

年のハイチでの震災などを例示しているが，経験的な分析を展開しているわけではない。第 2に，
なにについてのトランジションであるのかという，内容にもとづく分類である。それは，個人的な
転機，人間関係にかかわる転機，仕事にかかわる転機にわけられる。ワーク・キャリアにおけるト
ランジションであっても，それはしばしば個人的な問題や人間関係での変化とむすびついているの
で，適切な理解のためにはそれらを複合的にとらえることが必要である。深刻な自然災害による変
化では，なおそれがあてはまるであろう。

1.2.　センスメイキング・パースペクティブとの複眼的枠組みの意義

センスメイキング（sensemaking）は，われわれがワーク・キャリアの再体制化を記述し議論す
るにあたり，トランジションと関連させつつ，相補的に位置づける意義があると考えるパースペク
ティブである。トランジション過程について，センスメイキング・パースペクティブをもとに論じ
た理論的研究として Louis （1980）があげられる。このプロセスは個人による変化の知覚を端緒と
している。これがセンスメイキングへのインプットとなる。センスメイキングのアウトプットとし
て，個人は知覚された変化に何らかの意味を付与する。この意味づけが個人の反応行動の選択をも
たらし，個人の認知マップや予測を新しくする，というが Louisのモデルの概要である。

Weick （1995）はさらに統合されたセンスメイキングのパースペクティブを論じている。それは
7つの特性をもつプロセスとして理解される。第 1にそれは，アイデンティティの構成に根づいて
いる。第 2にそれは，回顧的性格をもつ。第 3にそれは，感受可能な環境をイナクトしている。第
4にそれは，社会的である。第 5にそれは，継続中である。第 6にそれは，抽出された手がかり（キュー）
にたいして，またその手がかりによって，焦点があわされている。第 7にそれは，正確さよりも納
得性によって導かれる。Weick et al. （2005） では，センスメイキングの過程はさらに単純に概念化
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されている。それは，生態学的変化，イナクトメント，淘汰，保持の連続として示される。多義的
な状況のもとでこれら 4要因は以下のように機能する。生態学的変化は，新しい段階の組織化ある
いはセンスメイキングの端緒となる。イナクトメントはわれわれが認識と行為が可能な環境をつく
りだす。淘汰は個人に集合的なセンスメイキングをうながす。保持によって淘汰は強化され，行動
の選択がより確固たるものになる。

Weickらの議論は，Louis （1980）ではセンスメイキングの過程そのものは暗箱とされていたのに
たいして，そこへ洞察を与えるための助けになるとわれわれは考える。またこの議論は，個人だけ
ではなく，集団や組織レベルの認知枠組みや行動の変化あるいは一貫性をとらえうるという点でも，
本研究の視角に有用である。甚大な自然災害によってもたらされる混乱は個々人にたいしてのみな
らず，職場や企業組織，地域や社会全体にもおよぶ。あらゆるレベルのつながりが多義性に満ちる
なかで，ひと（びと）がどのようにそれぞれの環境をとらえ，行動を選択していったのか，という
問題は，本研究での事例を考察するにあたって不可欠の視点であるといえる。

2.　方　　　法

2011年 12月より 2012年 1月にかけて，福島県郡山市にある製薬会社 N社郡山工場で勤務する
32人の従業員にたいし，半構造化面接調査が実施された。被面接者には，面接の趣旨とおおまか
な質問事項があらかじめ示された。質問項目はその時点での仕事など全般的なものから，震災前後
の仕事および生活にかかわるもので構成された。被面接者の平均年齢は 35歳であり，20歳から 54

歳までの範囲であった。被面接者中 18名（56.3%）が女性であった。被面接者全員が郡山市また
は近隣市町村居住者であった。ひとりあたりの面接時間は 30～ 60分程度であった。すべての面接
は録音のうえ文章化された。
データの処理は，Glaser & Strauss （1967）によるグラウンデッド・セオリー・アプローチを参考

にしているが，トランジションやセンスメイキング研究の諸理論から完全に切り離されたかたちで
コーディングやカテゴリー生成がなされているわけではない。たとえば，本研究であげるカテゴリー
の生成にあたっては，先行研究における分類を参考に，個人的な要因，人間関係の要因，仕事上の
要因いずれにもかたよらず，すべてを備えるような抽象度を持つものにするよう心がけた。他方で
事例の特異性に鑑み，それをリアルに反映するようなカテゴリーの生成に留意した。

3.　結　　　果

3.1.　全般的状況

ここではまず，震災前後の被面接者をめぐる全般的な状況を示すことにしたい。郡山市は約 34

万人の人口の，県最大の都市である。地理的には，福島県のほぼ中心に位置している。太平洋沿岸
からは約 60 km程度離れているため，地震による津波の被害はなかった。しかしながら原発事故
直後より市内の空間放射線量は上昇し，3月 14日には郡山合同庁舎の観測地点で最高 8.26 μSv/h
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を記録した。3月より 8月までの半年間で，県民の 1%にあたる 25,000人が県外に避難した。その
多くは津波などの直接的な被害によるものであるが，放射線，とくに子供への影響への不安も大き
な理由であったといわれている。

N社は外資系の製薬会社で，グローバルな本社拠点はデンマークにある。郡山工場の震度は比較
的軽微で，設備の損傷もほとんどなかったが，放射線問題等も考慮して 2週間の操業停止が決定さ
れた。N社は操業停止期間中の雇用と給与を従業員に保証した。しかしながら当時，デンマークの
本社は，工場機能を日本から撤退させ，中国に集約するという噂が工場内に流れた。幸い，その噂
は本社によって公式に否定され，郡山工場の当面の操業継続がアナウンスされた。

3.2. 　生成されたカテゴリー

1.　事前のキャリア志向性
第 1のカテゴリーは事前のキャリア志向性である。被面接者 32名中 11名が，2010年 9月に N

社郡山工場で筆者のひとり（上野山）によるキャリア・アンカー（Schein, 1978 ; 1990）のワークショッ
プに参加した。したがってこれらの 11名については，キャリア志向性についての情報が得られて
おり，また面接時，この点も話題としている。技術的・職能的コンピタンスのアンカーを有するも
のが 3名（52歳男性，42歳男性，49歳女性），一般的管理者コンピタンスのアンカーを有するも
のが 1名（40歳男性），安全と安定のアンカーを有するものが 3名（40歳女性，37歳女性，54歳
男性），奉仕と献身のアンカーを有するものが 1名（38歳男性），純粋挑戦のアンカーを有するも
のが 2名（36歳女性，35歳女性），生活様式のアンカーを有するものが 1名（38歳男性）であった。
以下は，一般的管理者コンピタンスのアンカーを有する被面接者の回答例である。

スペシャリストとしては限界があるんだろうなっていう風には思ってまして，それでデンマー
クにあの 1年間海外赴任してましたけども，そのときに，まあやはりデンマークの方で，今の
工場長の上司にあたる方の直属という形でまあすぐ下という形，所属にはなったんですけど，
やはり話す機会がぽつぽつありますと，やはり向こうのマネジメントの方は本当のマネジャー
という方かなって思いましたので，やっぱりマネジャーと言うのはきちんと意識して，マネ
ジャーになるべきなんだろうなっていう私の考えがだんだん固まっていったっていう，要する
にスタッフの延長がマネジャーではなくて，スタッフとしてキャリアを積むのはそれは構わな
いけども，一方できちんとマネジメントを考えるんであれば，マネジメントとしてきちんと訓
練，勉強すべきだろうなっていうに思ったのが，特にデンマーク出張行ったあとは，特にその，
自分の行動をより明確にっていう風には考えるようになりました。（40歳男性）

また以下は，安全と安定のアンカーを有する被面接者の回答例である。

あまり冒険は小さい頃からするようなタイプではなかったですね。何かをやるにしても，誰か
がやって大丈夫だなっていうのを確認してからやる方でした。先頭にたってやる方ではないで
すね。ちょっと危険なこともそうですけど，その他のことも含めてそうでしたね。（54歳男性）
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さらに以下は，奉仕と献身のアンカーを有する被面接者の回答例である。

もともとある程度そういう傾向があったと思います。周りの人も医療関係の方が何人かいたし
そういったところからこういう話を聞いて，直接的に社会貢献をするという意識はもっていま
せんでしたけど，まぁ今考えるとそういうのも潜在意識のなかにはあったのかなと思います。
（38歳男性）

その他の 21名については，事前のキャリア志向性については不明であるということになる。し
かしながらこの点については，ワークショップに参加したかどうか以上に，被面接者の年齢にも関
連があると考えられる。これらのうち 15名が 35歳未満であり，アンカーが確定する一般的なキャ
リア・ステージの前にいると考えられるからである。他方で，ワークショップ未参加であっても事
前のキャリアの展望について回答が得られた被面接者もいた。これらは基本的に年長の従業員であ
り，その展望の例としては，ジョブ ･ローテーションによってより広い知識を獲得したいと考えて
いた，というものや，より大きいパワーと責任ある地位につきたいと考えていた，というようなも
のである。これらを総合して，震災以前に被面接者が有していたキャリア・アンカーやその他のキャ
リア志向性についてのデータのまとまりを本カテゴリーに位置づけている。

2.　中断
第 2のカテゴリーは「中断」と名づけられた。これは，震災による物理的損壊，物資や情報の不
足によって被面接者の通常の生活の継続が不可能になったことを示すデータのまとまりである。震
災によって，被面接者のそれまでの日常生活が中断した。水道，電気，ガスといったライフライン
は数日～ 10日程度止まり，またガソリンの極端な不足は，自家用車が主要な交通手段である地方
都市居住者の不安を増大させた。短い期間であったが，被面接者が無事を確認したいひとびととの
連絡も途絶えた。また，操業停止によって，仕事のない 2週間を被面接者は過ごすことになった。
以下は，自宅の損壊について言及した被面接者の回答例である。

揺れがひどくて，半壊になりまして…。周りは大丈夫だったんですよ。この差は何かなと思っ
て家を建ててくれた所に電話したんですけれども，やっぱり土盛りした家の被害の連絡が多
いって言われました。それを聞いてそれが原因なんだなと思いました。だからひどかったって
うちの家内から東京で電話で聞いて，そんなにひどくないだろうと思ってたんですけれども，
次の日の夕方家に入って中見たらもうひっちゃかめっちゃかで，車も 3台とめてあったんです
けど，車が全部 1か所に集まってぶつかっていました。家の窓は全部全開であいちゃっている
し，ドアは外れて倒れているし，ちょっと想定外っていう感じでした。（54歳男性）

また以下は，家族の避難について言及した被面接者の回答例である。

親戚が山形にいますので，家族みんなでそちらに逃げました。10日間いました。操業再開ま



42― ―

商　　学　　論　　集  第 84巻第 3号

でめいいっぱいでした。（郡山に戻ったとき）まあ，生活していくためには仕事をしないとい
けないし，そういうときはあまり，政府のほうも東京電力のほうも情報を開示していなかった
んですね。心配な点もありましたし。（42歳男性）

さらに以下は，ご近所のコミュニティによる震災直後の対応について言及した被面接者の回答例
である。

1日目は（集合住宅が）危ないから入らないでくださいという指示があって入れなかったので，
家族と車に合流して，車中泊でした。つぎの日は，家の片付けとかをしていました。（操業停
止中）2週間ぐらい，水とかも止まってしまったので，水をもらいにいったのと，あと，集会
所の，うちの母が役員をやっているので，それの手伝いで，来るひとに配給を配ったりとか，けっ
こうそこにずっといました。（原発事故について）なんか，本当に現実のことなのかよくわか
らないというか，テレビしかみていないから，ぼーっときいているというか，そんな感じでし
た。（25歳女性）

3.　安全
第 3のカテゴリーは「安全」と名づけられた。これは被面接者に対して会社から与えられる仕事
やその他のもろもろの保障，さらには家族の安全無事も含まれるデータのまとまりである。被面接
者全員はもちろん，被面接者の家族も全員，まもなく無事が確認された。また，N社によって雇用
や給与の当面の保証がなされたことも，被面接者に大きな影響を与えた。以下は，家族の無事につ
いて言及した被面接者の回答例である。

家族は無事でした。家には父がいました。しばらくすると兄が帰ってきました。姉はその日は
泊まり番の仕事だったので，帰って来なかったです。姉は泊まり番のつぎの日にはあけて帰っ
てきました。（34歳女性）

また以下は，N社の対応について言及した被面接者の回答例である。

体制的には N社さんとかすごくちゃんとしてくれていたんですけど，避難のためのバスの手
配とか，避難の際の持ち出し袋を支給してもらったりとか，お水とかももらったりとかはあっ
たので，そこは，ここにいてよかったなと思います。（37歳女性）

さらに以下は，N社の対応をもとに，自分自身の境遇についてどう考えたかについて言及した被
面接者の回答例である。

うちの会社はすごく恵まれていると思うんですよね。みんな，あたりまえのようにやっていま
すけど，震災の，社員に対するフォローとかも，普通じゃあり得ないぐらいやっていただいて
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いる，そういうのが当たり前というひともいますけど，実際仕事があるというだけで幸せじゃ
ないですか。原発付近で仕事もない，避難所生活で，その日その日をやっと生活している。で
も普通にこちらだと通勤できて，住むことができて，給料がもらえる。放射能の不安があると，
放射能カウンターも準備してもらえる。そういう面ですごく恵まれているので，自分ができる
能力を出す，みたいなかたちはありますけど。前向きに考えるしかないというのはありますけ
ど。（37歳男性）

4.　復旧
第 4のカテゴリーは「復旧」と名づけられた。もろもろの物資やサービスの提供の再開がこのカ
テゴリーに位置づけられる。約 1週間の混乱のあと，ライフラインも復旧し，食料や生活必需品も
地域の人々にしだいに届きはじめた。4月になると幼稚園や小中学校，高校の新学期も始まること
で，日常生活の再開が印象づけられるようになった。以下は，生活全般の復旧について言及した被
面接者の回答例である。

気づいたら戻っていたって。ガソリンも普通にいれられるようになったし，買い物に行っても，
そろってくるようになったし。ものが足りないっていうのは大きかったです。ものがそろって
くると，戻ってきたのかなと。あと道路もきれいになってきて，ああ，なおってきたなって。（24

歳女性）

また以下は，学校や職場の再開にも言及した被面接者の回答例である。この回答では，被面接者
の家族親類と本人との意見の相違にもふれられているなかで，どのような行動が選択されたかが述
べられている。

（3月）16日の時点でなんとかガソリン半分ぐらい片道分ぐらい入ったので，埼玉のほうに行っ
て，ちょっと卒園式卒業式とか，あとは自分の仕事もあったので，27日ぐらいかな，戻って
きたと思います。（放射線について）わたしは反対したんですけど，卒業式も卒園式もでなく
ていい，ぐらいだとわたしは思っていたんですけど，家内はまあ，帰るっていう派だったのと，
わたしの両親が他界しているので，家内の実家ぐらいしかなかったのでそこにいきましたけど，
むこうのお父さんのほうも，いいんじゃない帰れば，っていうほうだったので，どちらかとい
うとあの家のなかでわたしだけが違う意見ですねという感じではありました。（40歳男性）

5.　見えないこと
第 5のカテゴリーは「見えないこと」と名づけられた。このカテゴリーには，放射線が目に見え

ないことと，被面接者の今後の生活に与える影響も見えにくいこととの両方が含まれている。調査
当時，被面接者は放射線自体もみえなければ，長期的な低線量被曝の影響もよくわからない状態で
日常を過ごしていた。この問題についての感度や考え方には個人差があったので，近所・親類・子
供の保護者同士などの人付き合いにも変化が生じたようである。また N社は当面の郡山での操業
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を約束はしたものの，将来的にはどうなるのか，従業員もはっきり見通せないでいる状態であった。
以下は，社内での放射線についてのとらえ方の傾向をどのように感じたかについて言及した被面接
者の回答の例である。

わたしは特に感じてはいないです。ただ社員会のほうでアンケートの集計をしたんですけど，
女性の方，結婚をしている方，子供のいる方，そういう方は，目に見えないということで，悩
んでいるんだなというのは，そういうのは感じました。（37歳男性）

また以下は，見えない放射線を測定器で把握しようとした被面接者の回答例である。

1回会社で線量計を借りて，家のまわりを測ってみたんですけど，まあだいじょうぶだろうと
は思っていたんですけど，1箇所だけ 7点いくつとか，外なんですけど，台所の排水溝のとこ
ろで，すごい量が上がっていたので。そこではじめて意識したかな。外に出るとき，排水溝と
か草むらとか。（37歳女性）

さらに以下は，工場の操業継続についての不透明さについて言及した被面接者の回答例である。

切り替えが早いんで外資系の，御存じかどうかわかんないですけど，ここの酵素の工場が北海
道にあったんですけど，北海道組っていう人が何人かいますけど，この工場ももうパツンと切っ
て中国の方に工場移転しましたよっていう話ももう聞いてるので，やるとなったら早いよって
いう話をずーっと聞いてたので，その日本向けのパッケージを向こうでつくってるよって話を
聞いたときに，おおやっぱり早いなっていうのがあったんでほんとに，現実問題として捉えて
ましたけどね。（38歳男性）

6.　しがらみ
第 6のカテゴリーは「しがらみ」と名づけられた。被面接者やその家族がさまざまな社会的ネッ
トワークに埋め込まれていることを示すデータのまとまりがこれに含まれた。被面接者のなかには，
もしできることなら長期的な避難も，と考えたひとも少なくない。しかしながら，自分自身の地域
への愛着や，家族親類等との関係，さらに，県外に避難したとしても，経済的な基盤をどのように
確立するのかという問題もあり，この地にとどまることを選択したひとが多かった。以下は，自分
の配偶者のつながり（いわゆる「ママ友達」）とのつながりのなかでのしがらみについて言及した
被面接者の回答例である。

家内のなかでは実際，ここが地元ではないですけど，10年ぐらい住んでぐらいで，まあまわ
りの付き合いとかもあって，どちらかというと，自分だけ逃げている的な。わたしもそれは感
じなくもなかったですけど，家内のほうがより，ママ友達的なところがあるのかなというのが
あったのと 。（40歳男性）
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また以下は，先祖代々の地にとどまろうとする父親との葛藤について言及した被面接者の回答例
である。

父が，お前たちだけ，子供 3人だけで避難しろと。オレは残ると。家と畑と母のお墓を守ると
いってちょっときかなかったです。兄弟で，いやそんなことをいっても，死んじゃったら終わ
りなんだから，とりあえず避難しようという話をしつつ，毎日そんな感じでした。（34歳女性）

さらに以下は，比較的移動障壁の低い専門職が家族にいるにもかかわらず，夫婦の実家との兼ね
合いからとどまることを選択したという点について言及した被面接者の回答例である。

一時はありましたけど，仕事の関係上わたしだけここに残るっていう考えもありましたけど，
ちょうど娘が仙台の病院で看護師やっていたんですけど，たまたま今年の 3月に郡山の保健所
にたまたま受かったもんですから，4月からこちらに勤めることになって，それでまた県外に
行って看護師やるのもいいんじゃないかっていったんですけど，せっかくこっちに来ることに
なったのにもったいないと。うちの家内も看護師なんですよ。だから 2人で県外に行けば看護
師だからどうにかなるだろうっていう頭があって，安達太良とかに行ったらって言ったんです
けど，両方の実家からもせっかく受かったんだからこっちに残ればと言われて諦めたんですけ
ど。（54歳男性）

7.　～ない
第 7のカテゴリーは「～ない」と名づけられた。これはこれまでの状況を要約し，それ以降の行

動を方向づけるデータのまとまりである。具体的なフレーズは，「しょうがない」「仕方がない」と
いうものである。以下は，放射線と健康との関連で「しょうがない」という言及をした被面接者の
回答例である。

そうですね。どっちかと言えばもう（放射線が）高いとこにいるならしょうがないっていう。
受け入れて，できることはやりましょうってだけなので，周りにいる小学校の同級生のお母さ
んなんかは，すごく過剰な方もいらっしゃいますし，情報はいっぱいくださるんですけど，で
も，「ウチはウチ」っていう。体に悪いことだけはしないように，ちょこちょこその辺の情報
だけはもらって，過剰にはならない。（40歳女性）

また以下は，生活観・人生観と経済感覚との関連で「しょうがない」という言及をした被面接者
の回答例である。

震災あっていつ何があっていつ死ぬか分からないとか。そんな危機感ってありますよね。たま
たま，今回は何の影響もなかったけど結局いつ死ぬか分からないから，人生楽しまなくちゃ損
だと思いますし，かといって楽しみすぎちゃうと，きっと何十年も続けてたら破産しちゃうか
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ら。考えながら，楽しんだほうがいいよねっていう。あまり我慢しすぎないほうがいいって思
いましたね，震災のあと。お金だって溜め込んでもしょうがない。ある程度ためながらも，無
理してでも遊んだほうがいいのかな。（37歳女性）

さらに以下は，さまざまな不安があるなかでの仕事について，「仕方がない」という言及をした
被面接者の回答例である。

仕方ないかという気持ち。心配だが仕方ない，生活のためには仕事をせざるを得ない，そういっ
た葛藤はありました。（42歳男性）

8.　一貫性
第 8のカテゴリーは，前述の「～ない」によって導かれたもののひとつであり，「一貫性」と名
づけられた。被面接者全員が，今後の自分自身のキャリアの見通しについて，アンカーを事前に把
握されていた被面接者も，そうではない被面接者も，震災前後でとくに変化はないと回答したので
ある。以下は，奉仕と献身をキャリア ･アンカーとしていた被面接者の回答である。

震災があったからといって特に変わっていないですね。まずは身近な家族を幸せにしてから周
りを幸せにして社会貢献をしていきたいです。（38歳男性）

また以下は，将来のキャリアの具体的な見通しとして，早期退職の予定にかわりはないと言及し
た被面接者の回答例である。

ある程度のめどがついたら早期退職でもいいかなっていう感じにはなりますね。（そうですか。
なるほど。それはかつてなかったですか。震災があったから？） いや，震災とは関係なく。（関
係ないんですか）関係ないですね。あの，海外で住んでみたいっていうのがこの頃強くなって
きてるっていうのが。毎年海外には行ってるんですけども，うーん，仕事もポンポン増えてき
てるっていうのもあるかもしれないんですけど。（52歳男性）

さらに以下は，N社にとどまることを志向していることにかわりはないと言及した被面接者の回
答例である。

あまり変わりはないです。それはやはり，働きやすい会社でありますし，いまの業務自体も，
満足している業務ですので，この環境と仕事内容，収入，をこれから別の会社で，この年齢で
さがすとなると，たぶん見つからないだろうというところもありますので，そういったところ
を考えて，震災の前とあととではとくに変わりないですね。（キャリア・）アンカー的な，軸
も変わらないですね。（42歳男性）

避難していないひとにインタビューしているというバイアスはあるにしても，これは顕著な特徴
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を示すものであるといえよう。

9.　伝達
第 9のカテゴリーも，前述の「～ない」の後にみられたもののひとつで，「伝達」と名づけられた。

これは，被面接者の考え方についての変化を示すものではなく，それを身近なひとにどう伝えるか，
という面での変化を意味する。おおむね，自分の考えを近しいひとにきちんと伝える行動を示すデー
タ単位で構成されている。以下は，教育方針や自分の意見についてこどもにどう伝えるかという点
について震災後の行動の言及をした被面接者の回答例である。

震災が終わってから子供たちに困ってる人に手を差し伸べることが必要で，困ってもいないの
に欲しがるのはだめだということを言ってます。最近あったのが，｢罹災証明あれば受験料タ
ダになるよ｣ って子供が言うので。ま，別にお金が欲しくてそういったわけではないと思うん
ですけど。でも，うちは困ってないから。だから本当に困っている人にこそ手助けが必要だよ
ねって。前よりも機会が増えましたね，こういう色々なシステムが出てきたので。ところとこ
ろで言うようになりました。あとは好きなことをやったら良いよねって。主人もそこは私と一
緒なんです。いままでは私も主人もどちらかというと生活に困らない職業であったと思うんで
す。だけど，判らないですね，これから先のことは。だったら好きな仕事をすべきだと。子供
たちには公務員になってくださいとか，これになってあれになってとか。昔から言ったことは
ないんですけど，そこは余計言わなくなりましたね。子供たちがやはり高校受験にあたっては
何になりたいかを考えて，それで大学に行きたいっていうのも考えとしてはあるかもしれなま
せんね。例えば，一番上の娘は中学のころから何になろうかって考えるようになって。考え付
かなかったんですけど，一応大学は行ってみたいと。そこまでいうなら公立高校行きましょう
と。そこからも色々な雑誌読んで，私は英語と法律が好きだから入国審査官になりたいと。そ
したら国家公務員なんだそうで。でも高卒でいけるから大学は要らないだと。でも，今は違う
職業を目指して，今大学はいるために努力をしています。そんな感じで，何をしたいかで職業
選択してもらいたいなと考えています。そこは私も主人も昔からそう考えていて。2番目の娘
は心理がやりたいっていってるんですけど，正直職はないです。そこはやっぱり心配なので本
屋さんで本を読んでみたら，やっぱり心理だけではご飯は食べれないですね。そこをどう話そ
うか今考えてます。きっと心理で大学に入ったとしても底からきちんと将来のことを考えるよ
うになるって思ってはいるんですが，こんな感じで好きなことをやってもらおうと思っていま
す。そういった面は本当強くなりました。（49歳女性）

また以下は，震災後の夫婦の会話について言及した被面接者の回答例である。

結婚して 10数年ですからそれなりの立場，会社もそうですし，家でも割と最近自分の中では
今までは我慢したり，はいはいって聞いてるいいこちゃんだったんですけど。やっぱり，自分
の中で，震災もそうですけど自分の人生って一回しかないから我慢しててもしょうがないとか，
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言いたいことお互い言ったほうがいいんじゃないとかすごく思いますね。（37歳女性）

4.　考　　　察

4.1.　プロセスの概観

このセクションではまず，前セクションで定性的データより導かれた 9つのカテゴリーをひとつ
のプロセス・モデルに統合し，それによってワーク・キャリアの再体制化を説明することを試みた
い。図 1において，このプロセス・モデルにはトランジションのパースペクティブとセンスメイキ
ングのパースペクティブが相補的に反映されている。
センスメイキングのパースペクティブから見ると，この過程は以下のように説明できる。Weick

がいうように，これは継続中のプロセスである。しかしながら，「中断」によってひとびとはセン
スメイキングのあたらしい段階に移った。本研究の事例でいうと，ひとびとの日常的な，あるいは
長期的なキャリアにかんするものも含めて，もろもろの期待が震災によって中断されたということ
になる。それゆえ，このような中断はひとびとにネガティブな性質をもつ情緒をもたらした。たと
えばそれらは，おそれや不安といったようなものである。
まったく予想のできなかった震災後の日常的（めったにない災害の直後であるから，この語法は

不自然であるようにも思われるが，日々の，という意味で）な生活のなかで，混乱と多義性に満ち
た状況を理解するために，ひとびとがキューとしていると考えられるカテゴリーとして，われわれ
は「安全」「復旧」「見えないこと」および「しがらみ」の 4つを抽出した。安全や復旧は肯定的な
文脈と関連づけられることが多く，見えないことやしがらみについてはかならずしもそうでないと
いう傾向が指摘できる。また，安全と復旧は，震災後 8～ 9ヶ月経過後の面接時点から振り返って，

図 1　キャリア再体制化のプロセス・モデル

事前の 
キャリア志向性

中断 ～ない 一貫性

伝達

県外避難 
など

安全

復旧

しがらみ

見えないこと

（ポジティブ・短期的なキュー）

（ネガティブ・長期的なキュー）

（イナクトメント）

（淘汰）

（転機の始まり） （転機の最中） （転機の終わり）

（生態学的変化）

（保持）
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震災直後の短期的な状況とむすびつけられることが多かった。他方で，しがらみや見えないことは，
面接時点以降の長期的な見通しについての文脈とむすびついている傾向が見られた。このような結
果を考慮すると，4つのカテゴリーは（1）安全・復旧，（2）しがらみ・見えないこと，というサ
ブプロセスに分けることが可能であるかもしれない。
これらさまざまなニュアンスをもつ 4カテゴリーは，「～ない」とわれわれが名づけたカテゴリー

にある鍵フレーズ，たとえば「仕方がない」「しょうがない」といったことばで要約され，統合さ
れる。このカテゴリーは被面接者の仕事やキャリアをふくめた全般的な環境をイナクトするための
鍵となっている。このイナクトによって，キャリアの見通しが変わらないという「一貫性」と，そ
れによってさらに自分の考えや意見を近しいひとにより明確に伝えるという「伝達」が導かれてい
る。データによって明示されているわけではないが，このイナクトメントにつづいて，たとえばあ
らためて県外避難を考えるといった行動が淘汰され，日常生活での放射性物質との付き合い方を考
えるといった行動につながり，一貫性と伝達に要約される行動が保持されていると考えられる。
また，キャリア再体制化の一連の過程はもちろん，トランジションのパースペクティブからも理

解できる。転機の始まり，転機の最中，転機の終わりという Andersonらの段階モデルにもとづくと，
震災による中断によって，ひとびとはそれまでの日常生活から抜け出し，未知の，混乱した，不安
定な段階へと移行した。震災直後のもろもろの不便や必需品の不足は，キャリアにおけるトランジ
ションの事例研究はもちろん，それらが基礎とする文化人類学の，たとえば van Gennep （1909）に
よって通過儀礼の特徴としてあげられた，感覚の遮断や行動の制限などと容易に結びつけることが
できる。転機の最中の段階にあるさまざまな制限のもと，ひとびとは危機への対処策を手探りで求
めた。安全，復旧，見えないこと，しがらみといった 4つの要因は，今後この転機をもとにキャリ
アの意思決定をどのようにおこなうかについての諸基準となっているのである。

4.2.　理論的含意

本研究の理論的含意としては，以下の 2点にふれておきたい。第 1に，1.2でも述べた，ワーク ･
キャリアの再体制化にたいするセンスメイキング・パースペクティブ導入の有効性についてである。
福島県民の東日本大震災および原子力発電所事故への反応はおおむね 3つに区分される。すなわち，
（1）津波や原発事故などで県内外への避難を余儀なくされたひと，（2）低線量被曝の問題などから
自主的に避難したひと，（3）とどまることを選択したひと，である。本研究では主として（3）の
ひとびとに焦点をあてた経験的分析をおこなったが，（1）（2）（3）それぞれのグループが，集合的な
アイデンティティを形成しつつその後のキャリアについての意思決定をしていると考えられる。繰
り返しになるが，今回の震災が目に見える被害のみならず，低レベルの放射線という見えない被害
ももたらしており，それについてどのようなとらえ方をするかによって，キャリア上の意思決定が
おおきく影響されている。もともと，自然災害は多くのひとびとに同じタイミングでインパクトを
与えるので，個人的なキャリアの転機単独としてよりは，その側面とあわせて集合的事象あるいは
相互作用として理解するほうが適切であると考えられる。さらに放射線の問題については，科学的
に何が正確な情報かという点にあわせて，しばしばそれ以上に，どのように理解することに納得性
があるのかという点が，多くのひとによって重要であった。このような側面からも，センスメイキ
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ング ･パースペクティブの有効性が指摘できる。
第 2に，トランジション概念への含意がある。本報告のケースでは，従来のトランジション研究
が前提としてきた点と異なる側面がみられる。被面接者たちは震災と原発事故という状況の大きな
変化に直面し，それまでの日常からは確実に切り離された。しかしながら住居を失ったわけでも，
家族を亡くしたわけでもない。仕事や職場での役割もとくに変わったわけでもない。さらには，どっ
ちつかずの状態で「このままでいいのだろうか」と自問したひとは少なくないにせよ，今後の仕事
や全括全般についての見通しも，とくに変わった点はないと全員が回答したのである。
すなわち，このケースでは，トランジションのプロセスを経験しながらも，一連のプロセスの結

果としてトランジション研究が前提としてきた「変化」がみられないのである。われわれは，この
結果をどのように理解すべきであろうか。このようなケースは，結果としての変化が見えないので，
トランジションから除外すべきなのであろうか。
ここでは，以下のような理解を試みたい。本ケースのひとびとは，震災と原発事故という大きな

変化が刺激となり，とまどいや不安をくぐったことが，あらためて従来のキャリア諸要因の一貫性
を高めたのではないか，というものである。このようなプロセスをよく説明できるのは認知的不協
和の理論（Festinger, 1957）であろう。またそれはしばしば，本人たちが意識していない深いレベ
ルで起こる「変化」であるといえるかもしれない。
以上の議論をもとに，われわれは「静かなトランジション（quiet transitions）」という概念を提
示したい。これはキャリアにおける顕著な状況の変化に対する順応プロセスであり，キャリアの客
観的・主観的諸要因にわかりやすい結果としての変化はないが，逆にそれらの一貫性やそれらへの
コミットメントを高めるようなできごとを示すものである。静かなトランジションの事例としては，
本研究のような災害からの復旧以外にも，転職の誘いがあり，さんざん悩んだが，結局もとの仕事
をつづけることにしたというものや，療養・リハビリテーションを経て仕事に復帰したというもの
などがあげられよう。状況の変化のインパクトが大きいほど，またどっちつかずの状態が長く続く
ほど，新たな段階に移行するのと同様に，もとの状態に復帰することもある。しかしこれもまた，
個人により大きな負荷を与える順応の過程となるのである。従来注目されてきたトランジションと，
静かなトランジションという分類は，キャリアにおけるさまざまなできごとについて，変化と順応
のプロセスとしてとらえることを，理論的にも実践的にもより豊かにすると，われわれは考える。

むすびにかえて

今回の事例研究が抱えている制約として，インタビュー対象者がみな避難という行動を選択しな
かったひとであるという点がある。そのため，ここで示された「～ない」と分類した概念によって，
認知的不協和を緩和し，現状を受け入れるというイナクトメントが完結するというモデルは，東日
本大震災を経験した福島県民のうち，福島県にとどまることを選択したひとが，どのようにして，
予測不能なキャリアの中断という事実と向き合い，そこでどのようにして，現実をイナクトしたの
かという一側面を照射するにとどまることは否めない。
しかしながら，ワーク・キャリアにとどまらず，ライフ・キャリア自体の中断を引き起こすよう
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な大きな事象が起きた時にでも，変わらない事を選択するというのが，何故生じうるのかというメ
カニズムを知る上では，重要な側面を照射しているともいえるだろう。今後は，より長期の時間軸
の中で，この「一貫性」が変化したのか，あるいはその後も継続しているのかという点を追調査す
る必要性がある。
また，各概念の関係性については，若干の検討の余地がある。例えば，「一貫性」と「伝達」の
関係である。「一貫性」の選択と同時期に行動として現われる「伝達」は，「一貫性」を選択したこ
とと現実に残る様々な課題との間に生じる認知的不協和を解消するための行動としてとらえられ
る。つまり，自分が働きかけても変えることのできない状況に直面した場合に，そこでの選択をす
ることで生じる不安を解消するための行動として，他人にそこで経験したことを伝えるという行動
をとるという解釈である。ただ，一方では，行動自体には変化は生じていないが，心理的に生じた
変化の結果が表面的に現われたものが「伝達」という行動であるという解釈もできる。この考え方
にのっとれば，「静かなトランジション」が生じた場合，トランジションが起きる前後で環境を変
えないという「一貫性」が保たれる一方で，内的な考え方や価値観自体には変化を生じさせており，
その内面の変化が，これまでとは異なる行動として現われるという考え方である。この点について
は，今後より精緻化していく必要がある。

文　　献

Anderson, M.L., Goodman J., & Schlossberg N.K. （2012）.　Counseling Adults in Transition : Linking Schlossberg’s The-

ory with Practice in a Diverse World （4th Ed.）.　New York, NY: Springer.

Festinger, L. （1957）.　The Theory of Cognitive Dissonance. Evanston, IL : Row, Peterson.（『認知的不協和の理論 : 社会
心理学序説』末永俊郎訳，誠信書房，1965年）

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. （1967）.　The Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research.　Chicago, 

IL : Aldine Public company. （『データ対話型理論の発見 : 調査からいかに理論をうみだすか』後藤隆・大出春江・
水野節夫訳，新曜社，1996年）

金井壽宏 （2002）.　『働くひとのためのキャリア・デザイン』PHP新書。
黒川雅之 （2007）.　「ナンシィ・シュロスバーグ : 人生上の転機（トランジション）とその対処」渡辺三枝子編著『新

版 キャリアの心理学 : キャリア支援への発達的アプローチ』ナカニシヤ出版，125-144.

Louis, M.R. （1980）.　“Career transitions : Varieties and commonalities”.　Academy of Management Review, 5（3）, 329-

340.

Nicholson, N. （1984）.　“A theory of work role transitions.”　Administrative Science Quarterly, 29, 172-191.

Nicholson, N. （1990）.　“The transition cycle : Causes, outcomes, processes and forms.” In Fisher, S. & Cooper, C.L. 

eds., On the Move : The Psychology of Change and Transition.　Chichester, UK : John Wiley & Sons, pp. 83-108.

Schein, E.H. （1978）.　Career Dynamics : Matching Individual and Organizational Needs.　Reading, MA : Addison-Wes-

ley.（『キャリア・ダイナミクス』二村敏子・三善勝代訳，白桃書房，1991年）
Schein, E.H. （1990）.　Career Anchors : Discovering Your Real Values.　San Francisco, CA :  Jossey-Bass/Pfeiffer.（『キャ

リア・アンカー』金井壽宏訳，白桃書房，2003年）
Uenoyama, T. & Sakurada, R. （2012）.　“Disaster and reconstruction of individual career perception : Theoretical explo-

ration and a pilot case study in Fukushima.”　Discussion Paper Series, The Economic Society of Fukushima Univer-

sity, #81.

上野山達哉・櫻田涼子 （2013）.　「トランジションはつねに「結果としての変化」をともなうか？ : 東日本大震災
被災地事業所従業員のケースをもとに」『経営行動科学学会第 16回年次大会発表論文集』411-416.

van Gennep, A. （1909）.　Les Rites de Passage : Étude Systématique des Celemonies. Paris : Librarie Critique.（『通過儀礼』



52― ―

商　　学　　論　　集  第 84巻第 3号

綾部恒雄・綾部裕子訳，岩波文庫，2012年）
Weick, K.E. （1995）.　Sensemaking in Organizations.　Thousand Oaks, CA : Sage.（『センスメーキング・イン・オー

ガニゼーションズ』遠田雄志・西本直人訳，文眞堂，2002年）
Weick, K.E., Sutcliffe, K.M., & Obstfeld, D. （2005）.　“Organizing and the process of sensemaking.” Organizational Sci-

ence, 16（4）, 409-421.


