
経営センサー　2013.1・2
6464

はじめに
これまで 4 回にわたって、リーダーシップのあ

るべき姿を筆者の体験に基づいて考え、記述して
きた。リーダーに必要な項目として、ビジョン創
出力、ブレない倫理観によるリード、集団からの
アイデアくみ上げ力、人材の確保と育成力に触れ
てきた。今回は連載の最終回として、あらゆる局
面においてリーダーシップの基盤となるべき「リー
ダーの自己コントロール力」について考えてみた
い。

会社や団体の中での体験を振り返ってみて、
「リーダーの資格がなかったなぁ」と反省する場面
が、残念ながら少なくない。その中でも、部下の
発言や行動が極めて不当なものと直感した時に、
思わず私が放った言葉の中には、今になって思い
出したくないようなものがある。すなわち、多く

の場合は「頭に来て」怒鳴ったり、感情的に相手
の意見を全否定したりして、部下の反発を招いた
だけであり、その人の考え方を改めさせることは
全くできなかった。

このような私のリーダーシップは、極めて拙劣
なものであることは言うまでもない。しかしその
反対に、最近の管理職層中には、部下に言いたい
ことも言えない事例が多いことを感じる。自分の
考えを主張しすぎて部下と対立することを恐れる
あまりに、部下に対して遠慮がちあるいは妥協的
な態度をとるリーダーが多いと聞くし、私の目に
もそのように映る。

筆者がかつて行った感情的に怒る態度も、最近
の管理者に目立つ、部下に遠慮がちになる態度も、
当然いずれにも問題がある。後述するように、両
方ともリーダーが本能の命ずるままに行動してい

体験的リーダーシップ論（第5回〈最終回〉）

Point
❶  部下に対して高圧的に自分の意見を押し付けるリーダーも、部下に遠慮して自分の考えを明確に言

えないリーダーも、共に問題がある。
❷  押し付け型と遠慮型のリーダーに共通しているのは、部下や組織の成長を実現したいという発想か

らの意識的なセルフトークが欠けていることである。
❸  これまでの連載で述べてきた、リーダーに求められる各事項の根本には、正しいセルフトークに基

づくリーダーの自己コントロール力が不可欠である。

武澤 泰（たけざわ	たい）
特別研究員
東レナイロン事業部、広報宣伝室、複合材料事業部門を経て、2003 年から東レ経営研究所代表取締役
副社長、2011 年から現職。社外活動としては、1988 年経済広報センター主任研究員。1998 年総理
府経済戦略会議事務局次長。2006 年から（社）日韓経済協会および（財）日韓産業技術協力財団専務
理事。2011 年から光産業創成大学院大学非常勤講師。E-mail：takezt@space.ocn.ne.jp

人材／人材育成の視点



2013.1・2　経営センサー
6565

ることによる過ちであるとも言える。組織や人を
コントロールする任務を負ったリーダーは、それ
以前に自分の心をコントロールしなければならな
いのではなかろうか。このことについて読者諸賢
と一緒に考えてみたい。

1．オレ様リーダーと遠慮がちなリーダー

斎藤孝氏の著書『眼力』を参考に「リーダーの
4 つのタイプ」を図示すると図表 1 の通りである。

図表 1　リーダーの 4つのタイプ
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出所：斎藤孝『眼力』をもとに筆者作成

図表 1 において、「自己肯定力強」で「自己客
観視できる」という人は、「自信を持っており、か
つ、謙虚でもある」というタイプで、「成功するリー
ダー」と言える。「良いリーダーとは何か」を自問
しつつ、その自信と謙虚さを全て投入して努力す
るならば必ず理想的なリーダーとなれるタイプで
ある。しかし、このようなタイプの人はそれほど
多くないのが実情であるので、必ずしもそのよう
ではない大多数のリーダーの場合について、以下
の考察を進めたい。
「自己肯定力強だが、自己客観視が不十分」とい

う人は「オレ様タイプ」のリーダーと分類される。
彼らは、元来謙虚な人であったにしても、リー
ダーに昇進するまでの過程で成功体験の積み重ね
から得た自信が謙虚さを弱めてきた人たちであ
る。この「オレ様タイプ」が一昔前までは、リー
ダーの多数派を占めていた。

しかし、最近はこの図でいう、「自己客観視がで
きるけれど、自信が持てない」という「遠慮がち
なリーダー」が増えてきているようだ。講師とし
て奉職中の光産業創成大学院大学で、企業から派
遣されてきた受講者（管理職）の 8 割以上が「自
分は遠慮がちなリーダーです」と自己評価するこ
とに私は驚いた。また、ある中堅企業の部課長層
を対象に講演を行った時も、受講者のほぼ全員が

「自分は遠慮がちなリーダーに属する」と答えた。
そこで、「なぜあなたは遠慮がちになるのか」を聞
いてみると、「部下との間に溝ができることが怖い
から」と答える人が多かった。この答えを耳にす
るや、同席していたその会社の社長は顔を真っ赤
にして立ち上がり、「テメエら、管理職の責任を放
棄してやがる。即刻辞表を書け」と激怒した。こ
ういうのがオレ様リーダーの典型であろう。

オレ様リーダーは大抵、「自分は正しい」と思い
込んでおり、部下の意見が自分と違えば「部下が
間違っている」と断定して怒りの炎に包まれてし
まう。その怒りをぶつけて、部下を暴力的発言で

「改心」させようとする。相撲で言えば、部下に体
当たりして一気に寄り切るのである。一方、遠慮
がちなリーダーは、あまり自信がないだけに優し
いリーダーである。どちらかと言うと仲良しクラ
ブ的な組織を志向して、部下の不興を買うような
発言は避けてしまう。相撲で言えば、ふわりと
立って、そのまま寄り切られるいわば八百長相撲
である。

ところで、リーダーのとるべき態度としては、
自分の考えを押し付けるか、部下の考えに妥協す
るか、その 2 つに 1 つなのであろうか。「頭に来
たから叱りつける」と「部下との対立を避けて、
厳しいことを言わない」、この両方の態度には共通
点がある。「部下や組織の成長を図る」という発想
がともに欠落しているのである。それでは、上記
2 つ以外の道とはどのようなものであろうか。第
3 の道を考える前に、「セルフトーク（頭の中の独
り言）」というものの構造を紹介したい。
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2．セルフトーク・マネジメント
（株）コーチ・エイ社長・鈴木義幸氏の著書『セ

ルフトーク・マネジメントのすすめ』から引用し
て「セルフトーク」の仕組みを示すと図表 2 の通
りである。

図表 2　セルフトークの仕組み
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出所：�鈴木義幸『セルフトーク・マネジメントのすすめ』を�
もとに筆者作成

誰しも、体験や読書などを通じて培われてきた
価値観や世界観というものが、自分の中にある。
それを「ビリーフ」（信じていること）と言い換え
てもよい。他人の言動を見ると、それがその人の
ビリーフを刺激し、頭の中で「自動的なセルフトー
ク」が勝手にお喋りを始める。それが、ある一定
の「感情」を生み、その感情が「自動的な反応」
としての行動を引き起こすのである。「A 君の行
動を見て、許せないと思ったら、怒りが湧いてき
て、罵倒した」という、誠に自然に思える一連の

「知覚→思考→感情→行動」の流れである。
本連載でリーダーに求められるものとして挙げ

てきた「明確なビジョン」や「ブレない倫理観」
を備えた人ほどビリーフが強く、「自動的なセルフ
トーク」に陥るリスクが大きい。それは「感情的
な反応」を生みやすく、部下の立場からすると「そ
の人の下では疲れるだけだ」という不満が出てく
る。一昔前なら「飲みニケーション」で中和する
ことが可能だったが、現代ではなかなかそうもい
かず、そうした不満の蓄積は組織内の深刻な問題
を引き起こしかねない。リーダーにとって明確な
ビジョンやブレない倫理観に裏打ちされた「ビリー
フ」が必要なことは言うまでもない。しかし、そ
のビリーフが部下の言動などに刺激を受けて「自

動的なセルフトーク」を引き起こす前に、一呼吸
置いて「意識的なセルフトーク」を誘導する配慮
が必要であろう。

筆者が東レ退職後に、ある財団法人の役員をし
ていた頃の体験をお話ししたい。その財団法人は
官庁から支給される資金で運営されていた。ある
年に私が発案し、自身が担当して初めて実施した
事業を、翌年には部下の A 部長に実施させること
にした。その部長は民間企業からの出向者であっ
たが、財団法人で 6 年ほど働いてきたベテラン職
員である。会議室で彼に事業内容を説明してから、

「昨年は 200 万円でこの事業を実施できた。今年
も 200 万円の予算内で内容の充実を図ってほし
い」と指示した。彼はそれに対して、「あるプロジェ
クトが中止になったので、予算が 300 万円浮きま
した。ですから、その浮いた予算を加えた 500 万
円をこの事業で使わせてください」と答えた。彼
はさらに続けて「予算を使い残したら、来年度は
官庁からの支給額が減らされますから、イベント
会社に丸投げし、そこに金を落として、予算を使
い切った方がよい」と主張した。簡単に言えば、
200 万円でできることを、わざわざ下請けを使い、
500 万円かけて実施しようというのである。
「いかなる組織にあっても、最小の予算で最大

の成果を上げる努力をすべきだ」という価値観を
持っていた筆者にとって、まさに許し難い、耳を
疑うような発言である。「国民の血税を無駄なこと
に使うくらいなら、むしろ官庁に返上したほうが
よい」とも考えた。そして、「仕事に対するこの男
のような取り組み姿勢は倫理的に間違っている」
というセルフトークが自動的に頭の中を駆け巡り、
怒りの感情が湧いた次の瞬間、彼を罵倒してい
た。筆者が怒鳴りつけたことに彼はひどく屈辱を
覚えたようで、「そんな細かいことを役員に指図さ
れたくない。担当から外してください」と叫んだ。
この発言にもまた怒りが湧いた。「細かいことでは
なく当財団の事業を運営する基本思想に関わるこ
とだ」と会議室の外にまで聞こえるような声で彼
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を叱
しっ

責
せき

した。
一連のやり取りの中で彼は一層意固地になり、

筆者の言葉を聞くのも嫌、という状態になってし
まったため、彼の「費用浪費計画」を改めさせる
ための説得にその後 1 週間以上も費やしてしまっ
た。しかも、彼は本心から私の意見に賛同したわ
けではなかった。「予算を残さずに使い切るべきだ」
という考えを財団法人の中で教え込まれ、自身も
納得して 6 年の歳月を過ごしてきた彼にとって、
私の意見は受け入れがたいものに映ったようであ
る。

あの時に、もっと他の対応の仕方を私が心得て
いれば、彼に必要以上の意地を張らせることなく、
私の考えを理解してもらえたのではないかと、今
になって反省している。反省の一環として、感情
的に激怒してしまった上記の体験に即して、本当
はどうすればよかったのかを考えてみた。「イベン
ト会社に丸投げしてでも、官庁からもらった予算
は使い切るべきだ」と部下が言った時に、私の頭
の中で生まれた「自動的なセルフトーク」を反省
してみた。自分の価値観に照らして「絶対に許せ
ない」と考えた筆者は「自動的なセルフトーク」
に身を任せ、怒りの感情に包まれ、罵倒すると言
う反応を起こしたのである。

ここでもし、「自動的なセルフトーク」の生まれ
てくるのをぐっとこらえて、その代わりに（図表
2 に示す）「意識的なセルフトーク」を私の頭の中
に発生させたら、事態は変わっていたのではなか
ろうか。「意識的なセルフトーク」の例として、「彼
の考えを改めてもらうためには、どのように話し
たらよいであろうか」と考えるべきではなかった
ろうか。そうすると、感情的にならずに、理性的
に説得の方法を探すこととなり、「感情から生まれ
た自動的な反応」ではない、「理性的な一捻りした
対応」が可能になったのではなかろうか。
「時には感情的に怒ることも必要だよ」と言う人

も多いと思う。それを否定はしないが、なるべく
ならば、コントロールされた理性によって話しか
ける方が相手の考えを変える点で有効だと思うの

である。「遠慮がちなリーダー」は、上記のような
ケースで、「部下を罵倒して溝を作ってはならない」
とセルフトークした揚げ句、どうするであろう
か。「ああ、そうだね。君の思うようにやってくれ」
と全面妥協するか、「君の考え方はよく分かるよ。
だけど、350 万円でやってくれないか」などと妥
協的なことを言うかもしれない。しかし、これで
は部下の誤った考え方を修正することができず、
組織風土を改善することもできない。「遠慮がちな
リーダー」は、自分が良い子になる逃げ道を探す
のではなく、部下と正面から向き合い、部下が成
長するような説得方法を探すセルフトークを起動
させるべきであろう。

財団法人でのケースを反省する中で、罵倒する
のでもなく、妥協するのでもない次のような話し
方があったのではないかと今になって思う。例え
ば、「着任してから 1 年以上もたつのに、私の考え
方を説明して話し合う機会を作らなかった私が悪
かった」と前置きする。そして、「私は企業におけ
る生活で最小の経費で最大の効果を上げるべきだ
と指導されてきたし、君だってそうだろう」。続け
て、「こういう団体だったら違うのだろうか？違っ
ていいのだろうか？話し合ってみようよ」と提案
する方法があったのであろう。回り道のようでは
あるが、「どのように対応したら相手の成長が期待
できるのだろう」という意識的なセルフトークを
起動させて、説得方法を探す方が正しかったので
はなかろうかと思う。無駄遣いを止めさせること
はできたものの、相手の考え方を改めさせること
に失敗したというこの時の悔やまれる体験は、反
省のために貴重なものであった。

3．自分の周りはみんなお客様
大阪船場の商人道に「外で商売をし、店に帰っ

てからもう一度商売ができるようでなくては本物
の商売人でない」という格言がある。営業担当者
というものは、外でお客様から嫌なことを言われ
ても、顔色を変えて怒るのでなく、虚心に話を聞
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き、その上で柔らかく説得できなければならな
い。それが、当たり前の営業担当者であろう。と
ころがそういう人でも会社に帰ってきてから、上
司や部下や他部署の人に嫌みを言われたり、自分
の提案をけなされたりすると、顔色を変えて怒る
ことがある。怒らないまでも不機嫌になったりす
る者が多い。本物の商売人はそうではなくて、自
社に帰ってきて上司などから嫌なことを言われて
も、お客様に言われた時と同じように、虚心に話
を聞き、柔らかく説得できるものだというのが、
前掲の格言である。言い換えれば「自分の周りは
みんなお客様だ」と考えるべしということであり、
それを敷

ふ

衍
えん

して言えば、極めて難しいが、「家に帰
れば『妻・夫もお客様だ』」とさえ考えるべきとい
うことになる。

自己コントロールのために、「ビリーフを変える」
という方法があり、そのために、哲学や宗教の本
に親しんでいる人も多いことであろう。私自身は、

「人々に感謝して、自らの幸福を感じ、人々の幸福
を祈る」という言葉を折に触れて自らに言い聞か
せるように努力している。それでも、私の至らぬ
性癖に根ざした深層心理のビリーフが根本的に変

わることの難しさを実感する日々である。「感情を
変える」という方法もあり、その訓練もあるが、
怒りの感情を喜びの感情に変えることは、言うは
易く行うは難い。認知行動療法などによって「行
動を変える」ことも行われているが、例えば怒り
の感情が湧いても怒らないということは、常人に
とって至難の業である。「セルフトークを変える」
ことも簡単ではないが、常人にも可能である。大
阪船場の商人の例で言えば、「ああ、この上司もお
客様だ」「この部下もお客様だ」と頭の中で呟

つぶや

けば
よいのである。

本稿でこれまでいろいろ述べてきたことに、違
和感を持つ人も少なくないと思う。それでも、あ
えて「お客様の言葉」だと思いなし、寛容なお心
で参考にしてくだされば幸甚である。
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