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モリヤコンサルティング　代表取締役

守屋智敬（もりや　ともたか）

1970 年大阪生まれ。まちづくり設計事務所を経て、人材系コンサルティング会社に参画。以来 17年間にわたりリーダー
シップを磨く研修や、復興地でのツアー型研修を実施。述べ2万人以上のリーダー育成に携わる。2015 年、株式会
社モリヤコンサルティングを設立。著書『シンプルだけれど重要なリーダーの仕事』（かんき出版）。

「共感型リーダー」を育成する部長・課長教育

ポイント

❶ 現場のリーダーとしての部長・課長への期待は大きい。これから求められるのは、リーダー自らが変わろうとする
ことで、メンバーが共感・変化し、組織全体が環境変化に適応できるように促す「共感型リーダー」である。

❷ 共感型リーダーに最も大切な能力は、「人格」である。そのためには、経営理念に納得し、それを自分ごとと
して行動に移していくための理念教育が大切になる。

❸ 共感型リーダー育成のための研修プログラムで重要な3つの観点は、「失敗の法則を知る」、「自己を客観化
する」、「行動原則に焦点をあてる」である。

そうしたリーダーに従ってさえいれば、だれもが幸
せになることができました。
　しかし、現在の社会が直面している人口減少や人
工知能の進化は、これまでだれも経験したことがあ
りません。先が読めないいま、だれかに従ってさえ
いればいいということはありません。こういう時代
には、お互いが対等な関係で、共通の目的に向かっ
て協力し合うこと、つまり、お互いのビジョンを共
有し、貢献し合うことが大事になってきます。
　『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が
生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化でき
る者である』（チャールズ・ダーウィン／生物学者）。
この言葉は、まさにこれからの時代に必要なリー
ダーのあり方を表していると思います。
　メンバーが変わることを待つのではなく、まずは
リーダー自身の視点や考え方、行動を変えようとす
る。自分からまず変わろうとすることで、メンバー
の共感を呼び、メンバーも変わり始める。そうして、

部長・課長層に求められる
「共感型リーダー」への変化

　ITによる産業構造やライフスタイルの変化、そし
て、人口減少がもたらす市場の縮小や働き方の多様
化。こうした変化によって、これまでとは異なるリー
ダーのあり方が問われています。
　組織を動かしていくうえで、現場のリーダーとな
るのは部長・課長です。事業の方向性に合わせて社
員一丸となって進んでいくためには、この層へのア
プローチは重要です。そのことを理解している多く
の企業では、部長・課長層へのリーダーシップやマネ
ジメントなどの研修や取り組みを強化しています。
　これまでは、特定のリーダーがビジョンを掲げ、
メンバーを鼓舞し、導いていくスタイルが主流でし
た。そして、だれもがそういうリーダーになりたい
と思い、周りからもなるべきだと思われてきました。
社会も経済も右肩上がりで発展しているなかでは、
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組織全体が環境変化に適応できるようになる。こう
したリーダーを、私は「共感型リーダー」と呼んで
います。
　組織の発展は、どれだけこの共感型リーダーを育
成できるか、部長・課長が共感型リーダーになれるか、
にかかっているのです。

いま求められる
マネジメントの３つの変化

　リーダーのあり方が変わるのと同時に、マネジメ
ントのあり方も変わる必要があります。私は大きく
３つの変化が求められていると考えています（図表１）。
変化１： 「指示・命令型」から「自律型」のマネジメン

トへ
　自律型マネジメントとは、メンバーがリーダーの
指示に従うのではなく、自分なりに考え、行動でき
るようになることです。
　岐阜県に電設器具、工事機器などの製造・販売を
している未来工業株式会社という会社があります。
営業利益率が競合他社と比べて、なんと２～３倍も
高いのです。未来工業では、一人ひとりがお客さま
の幸せのため、社員の幸せのため、自分の役割を自分
で考え実行する。そのためにお互いが柔軟に協力し
合う―。とてもシンプルな行動原則を、社員全員
が徹底しています。社員のやりがいが高まるだけで
なく、顧客満足度も高いため、利益も高くなるのです。
　自律型マネジメントは、個別最適ではなく全体最
適でもなく、“現場最適”のマネジメントです。一人
ひとりが自律して現場の変化に対応できる。それが、
変化の激しい時代のマネジメントとして求められて
いるのです。
変化２： 「人を使うマネジメント」から「人を活かすマ

ネジメント」へ
　従来のマネジメントは、いわば「仕事ありき」で
した。“右肩上がり”の意味は、やればやるほど仕事
がどんどん増えるということです。仕事が増えるか

ら、人も増やす。結果として組織は大きくなってい
きます。１万人を超える組織が現れたのは、人類史
上ここ100年の間の話です。
　仕事ありきの時代には、仕事がうまく遂行できる
ように、社員はなるべく従順になることが求められ
ました。しかし、これからは新たに仕事をつくったり、
仕事の質を高めたりできなければ、変化に対応でき
ません。仕事をつくるのも、質を高めるのも、最後
は人です。つまり、いまいる人でどこまで成長でき
るかが問われているのです。そのためには、「人を使
うマネジメント」から「人を活かすマネジメント」
にシフトする必要があります。
　これは、メンバーを仕事の結果で評価したり、仕
事にメンバーをあてがったりするようなマネジメン
トから、メンバーの潜在能力を引き出したり、新た
な仕事がつくり出せるようなメンバーを育てるマネ
ジメントに変わるということです。
変化３： 「利害によるマネジメント」から「感情で動く

マネジメント」へ
　『人は論理により説得され、感情と利害により動く』
（カーネル・サンダース／KFC創設者）という言葉
があります。「利害」は損得勘定や上下の力の差を意
味します。これまでは、特定の力をもったリーダーが、
利害によってメンバーを動かすことで成長できまし
た。部長の言うことを聞かなければ評価が下がると
いった、目に見えないメンバーの利害が組織を動か
す原動力になり得ました。
　利害で動く人は、与えられた仕事を「やらなけれ
ばならないこと」、「やるべきこと」ととらえます。

図表１　マネジメントの３つの変化

従来 これから

変化1 指示・命令型 自律型

変化2 人を使うマネジメント 人を活かすマネジメント

変化3 利害によるマネジメント 感情で動くマネジメント
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しかし、これからは社会がますます成長しにくくなっ
ていくわけですから、メンバーはどんなにがんばっ
ても報われない状況が続きます。これはやがて疲労
感や疲弊感を強めていくことになってしまいます。
　一方で、「感情」はメンバーのやりがいや生きがい
を意味します。感情で動く人は、仕事は「やりたい
こと」ととらえます。メンバー一人ひとりがやりた
いことをやるわけですから、たとえ結果が伴わなく
ても、自分なりに考え、改善しながら取り組んでい
くようになります。ただし、感情といっても、メン
バーが自己満足するだけでは組織はうまくいきませ
ん。「お客さまに貢献したい」、「仲間の役に立ちたい」
といった、他者に満足してもらうという貢献感から
くる感情がとても大切になっていきます。
　こうした３つの変化に対応したマネジメントを実
現する要職にあるのが、部長・課長層です。「それは
理想で、現実は難しい」という声もよく耳にします。
しかし、少しでもこの理想に近づこうとすることが
「変わる」ということです。
　リーダーが理想を失えば、それは決して実現でき
ません。理想に向けて少しでも変わることができれ
ば、変化のなかで生き残ることができるのではない
でしょうか。

「共感型リーダー」とは
どのようなリーダーなのか

■リーダーに求められる人格
　それでは、共感型リーダーとはいったい、どのよ
うなリーダーのことをいうのでしょうか。共感型
リーダーに最も大切な能力は、技術ではなく、強さ
や優秀さでもなく、「人格」です。リーダーにとって、
なくてはならない最も大切なものはメンバーです。
メンバーがついてこなければ、リーダーにはなれま
せん。メンバーがついていきたいと思う信頼を生み
出すもの、それが人格です。
　人はいろいろな人格をもっています。環境によっ

ても人格は変わります。メンバーと一緒にいるとき、
お客さまと一緒にいるとき、上司と一緒にいるとき、
家族と一緒にいるとき、それぞれ人格は異なります。
部下に対してはいつも威張っているのに、お客さま
の前ではとても腰が低い。そして、上司の前ではと
ても謙虚で何でも受け入れる姿勢をとる。そんな人
をたまに見かけます。人は環境で人格が変わるのです。
　しかし、環境によってあまりに人格がコロコロ変
わるとしたら、メンバーはそのリーダーを信頼でき
るでしょうか。一方で、どのような環境でも、常に
毅然とした態度で相手と対等に向き合い、そして謙
虚な姿勢を保ち続けているリーダーがいたらどうで
しょうか。メンバーはそのリーダーに対して、ぶれ
ない何かをもっている人だ、信頼できる人だ、と思
えるのではないでしょうか。
　こうした確固たる人格を形成することができれば、
メンバーは信頼をもってリーダーについていくこと
ができ、チームが動き、成果が上がってくるのです。
たとえ見た目の強さがなくても、すごく優秀でなく
ても、信頼さえあればメンバーがサポートしてくれ
ます。そういうリーダーこそ、共感型リーダーです。
■人格形成において重要な経営理念
　では、どうすればこのようなリーダーの「人格形成」
ができるようになるのでしょうか。企業において、
人格形成に最も大切なものは「経営理念」です（図
表２）。経営理念とは、組織全体で共有されている、
最も大事な仕事の目的です。経営理念が明確であれ
ば、そしてだれにとっても納得のいく目的に従って
いれば、その場の状況で人格を変えたりする必要は
なくなります。人格がその場その場で変わってしま
う人は、無意識のうちに「相手によく思われたい」
とか「自分の都合を押しつけたい」という、自己満
足の目的が優先されてしまっているのです。
　ただし、経営理念が明確でも、額縁に入れて飾っ
ているだけでは何も変わりません。また、いくら経
営理念を唱和しても変わりません。経営理念が「自
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分ごと化」してはじめて、人は変わり始めます。
　経営理念を自分ごと化するとは、お客さまに対し
て、メンバーに対して、社会に対して、すべてのこ
とに自分が何かしら影響を及ぼしており、自ら行動
することで良い方向に影響を及ぼすことができると
いうことを、痛切に実感しているということです。
「私には関係ない」と“場合分け”したり、「人が足
りないから無理」と“言い訳”したりする人は、経
営理念を自分ごと化できていません。自分ごと化で
きている人は、どんな状況でも「自分に何ができる
か？」、「自分はどうするか？」を考えて行動します。
　リーダーに求められる人格はとてもシンプルです。
どんな状況でも、経営理念を実践するために、リーダー
自ら「自分に何ができるか？」を考え続ける人格です。
■日常のなかで行う理念教育
　人格を育てる理念教育のポイントは、「自分にはで
きない」、「自分はやる資格がない」といった、行動
を止める思考を払拭することです。これには２つの
アプローチが必要です。
　第１に、自分は微力かもしれないが決して無力で
はない、ということを現場で実感してもらうことで
す。そのために、何か少しでも行動していれば、そ
の行動のプラス面を見てフィードバックすることが
大切になります。
　第２に、肩書きを取って行動してもらうことです。
肩書きで人を動かしたり、仕事をしたりすることに

慣れてしまうと、肩書きによって「できる／できない」
を判断してしまうようになります。「私は、一介の課
長なので、そんなことまでできません」といった言
い訳が出てくるようになってしまうのです。
　肩書きは、あくまで利用する手段であって、従う
ものではありません。「自分はどこまでできるか」を
考えることから始められるように、肩書きではなく、
その人自身の存在を認めて「あなたができること
は？」、「何かできることはないか？」と問い続ける
ことが必要です。
　この２つを、日常のなかで繰り返すことが、理念
教育のあるべき姿です。理念教育は、経営理念を第
１の目的に、自分ごと化して取り組む行動を促すこ
となのです。

「共感型リーダー」を育成する
教育プラグラム

■スキルよりもマインドを磨く
　次に、日常の取り組みではなく、研修によって共
感型リーダーを育成するための考え方を述べます。
　スキルは研修で身につけ、職場で実践を繰り返し
ていくことで、能力を高めていくことができます。
リーダー育成のための研修は、この逆です。共感型
リーダーを育成するための研修は、何かを身につけ
る場ではなく、日ごろの実践や自分自身を振り返り、
マインドを磨く場にする必要があります。つまり、
職場でまずは実践し、研修で振り返りながらマイン
ドを磨くというプロセスが大切になるのです。さら
に、一度の研修ではなく、職場での実践→研修での
振り返り→実践→振り返り→……というように、何
度も繰り返し行うことが理想です。スキルと違い、
マインド変革はそれだけ時間がかかるものなのです。
　一方で、マインドはスキルと違い、変わるときに
は一気に変わります。しかも、人や仕事の特性にか
かわらず、どんな人でも成長することができます。
変わるためには、１つ大事なことがあります。それは、

図表２　経営理念からリーダーの人格形成へ

経営理念

自分に何ができるか？

リーダーに求められる
人格の形成へ

自分ごと化明確
納得
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深く心に沁み渡るような“気づき”が得られるかど
うかです。
　しかし、それだけの気づきを得るには、心に沁み
渡るための土壌づくり、これが欠かせません。土壌
とは、辛いこと、苦しいこと、楽しいこと、うれし
いこと、ポジティブにもネガティブにも感情に大き
く影響する「経験の場」です。この経験は、効率的
にことが運び、失敗もないような環境ではまったく
得られません。感情に大きく影響する経験には挑戦
が必要で、試行錯誤を伴い、ときには失敗もするよ
うな環境でないと得られません。
　しかし、だれでもリスクは避けたいものです。経
営環境が厳しくなればなるほど、なおさらそう思い
たくなります。ですから、責任ある立場の人が「と
にかくやってみよう」と言える覚悟が、リーダー育
成の土壌づくりには欠かせません。
　責任ある立場の人とは、ほとんどの場合、経営トッ
プです。マインドを磨く研修プログラムを行うには、
職場での実践を促す経営トップと、研修での振り返
りの場をつくり出す育成担当者のタッグで取り組む
ことが必須です。
　研修プログラムとして、この「実践」と「振り返り」
をセットで実施する例もあります。現場では組織変
革をテーマに、リーダーが目的とゴールを自分なり
に設定し、取り組んでいきます。研修では、現場で
の実践内容と結果から、参加者本人の内省を促しま
す。さらに、参加者と経営陣とで定期的にミーティ
ングを行うと効果的です。とくに経営陣は、参加者
に対する評価者ではなく、支援者となることがポイ
ントです。
　目的やゴールによっては、他部署の協力が欠かせ
ないときもあります。これこそまさに、参加者が自
分の枠を超えて実践するチャンスです。そして、育
成担当者は、参加者の自己内省を促す場をつくるだ
けでなく、ときにカウンセリングやコーチングを行
うのもとても良い方法です。

　実践と振り返りを重ねながら、組織の理念を参加
者の心に刻んでいきます。そして、参加者がリーダー
として実践する姿をメンバーが見て共感することで、
メンバーへの良き実践モデルとなり、結果として経
営理念がさらに現場に浸透していくのです。
■プログラム設計の３つの観点
　共感型リーダーを育成するためのプログラムを設計す
るにあたっての大切な３つの観点を整理します（図表３）。
観点１： 失敗の法則を知る 

～固定観念のパラダイムシフト～
　プログラム設計に欠かせない観点の１つとして、
失敗の法則を知るということがあります。成功ケー
スから学びを得ることは大切です。しかし、現実は
失敗だらけです。大切なのは、「なぜ失敗するのか？」
を知ることです。そこではじめて、「自分に何ができ
るか？」に対する自分なりの答えがみえてきます。
　自動車の運転免許の更新講習では、９割は失敗す
る方法を学びます。なぜなら、上手な運転をするには、
「なぜ失敗するか？」から失敗の法則を学ぶことが
最も大事だからです。
　たとえば、「メンバーのやる気が下がっている」、「何
度言っても聞かない」といった問題があるとします。
失敗の法則を知ると、こうした状況をつくるのは
リーダー自身であることがわかってきます。「やる気
が下がっているのは、リーダーがメンバーの存在を
あたり前のこととして、仕事や結果しかみていない
から」、「メンバーが何度言っても聞かないのは、自

図表３　共感型リーダー育成プログラムの３つの観点

観点1　失敗の法則を知る
　　　　～固定観念のパラダイムシフト～

観点2　自己を客観化する
　　　　～問いかけと内省による内面変革～

観点3　行動原則に焦点をあてる
　　　　～習慣による行動変容～
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分がメンバーの言うことを聞こうとしていないから」
という具合いです。
　さらに、リーダーが失敗してしまう原因の多くは、
思い込み、つまり固定観念です。結果だけをみてい
ればうまくいく、メンバーはリーダーの言うことを
聞くものだという固定観念が、失敗を招くのです。
こうした固定観念は、右肩上がりの時代に無意識に
組み込まれているので、自分ではなかなか気づきに
くく、認めたくないという反応が出やすいという特
徴があります。ですので、ファシリテーターや講師
と参加者との間に信頼関係をつくり、時間をかけて
ゆっくり紐解いていくようなプログラム設計や運営が
必要になります。
観点２： 自己を客観化する 

～問いかけと内省による内面変革～
　リーダーのマインドを磨くには、自己を客観化で
きる仕掛けが必要です。360度フィードバックとい
うやり方がありますが、必ずしも必要というわけで
はありません。常に、上司や部下、同僚、お客さま
から「見られているという感覚」さえ身につけば、
日常が360度フィードバックの場になります。
　自分が見せたいと思っている姿は、人は大抵見て
くれてはいないものです。見せかけの姿は信頼でき
ないからです。どちらかというと、人は無意識にとっ
ている言動のほうを見ています。それが「見られて
いる」ということです。
　周りから見られている感覚を養うには、まず「無
意識の自分」に気がつくトレーニングを重ねる必要
があります。ただ、人は目に見えるものからしか学
べません。ですので、自分は周りに無意識のうちに
影響を及ぼしている、ということを理解する必要が
あります。「周りは自分の鏡」だということが理解で
きるかどうかです。その構造さえわかれば、「メン
バーのやる気が落ちている」、「言ったことを聞かな
い」といった目に見える状況からでも、それは自分
がそうさせてしまっているのでは、と思えるように

なるのです。
　さらに自己の客観化は、なぜこんな状況になった
か、自分はそのとき何を考えていたか、何を目的に
行動したかといった、自分への問いかけが効果を高
めます。これを「内省」といいます。「内省」と「反
省」はまったく違います。反省は「なんであんなこ
としてしまったんだろう？」と、過去の意識と行動
を問うものですが、内省は「どうすることができる
か？」と未来に向けた意識と行動を問うものです。
この内省によって、自分の意識と行動を問いただし、
自ら変えていこうとすることが大切なのです。

観点３： 行動原則に焦点をあてる 
～習慣による行動変容～

　最後に必要な観点は行動原則です。行動が変わる
ためには、それが「習慣化」されてなくてはいけま
せん。無意識の行動は習慣のなかに現れるからです。
　行動原則の代表例は、『やってみせ、言って聞かせ
て、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ』（山
本五十六／元日本海軍大将）です。いつ、どこで、
という具体的なものはないのですが「人を動かすに
は、言って聞かせる前に、やってみせること」という、
どんなときにも例外なく実践すべき行動の原則が書
かれています。いまの自分に必要な行動原則を、自
分なりに常に実践してみる。そこではじめて習慣化
できるようになります。
　ポイントは、自分自身がその行動原則に納得して
いるかどうかです。しかし、観点１と観点２をしっ
かり行えば、納得できる行動原則を書き出すことは
それほど難しくはありません。さらに、研修で行動
原則が明らかになれば、「本当に実践できているか？」
を振り返る場が必要となります。なかなか人は変わ
れないものです。そのために、繰り返し自分を振り
返る場を設ける必要があります。
　こうした観点で実践した例として、某企業で取り
組んだプログラム例があります（図表４）。研修では、
知識をベースに見識を高めながら、自分と周りを「見
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る目」を養います。その目線で自己内省を
行い、実践のなかで行動を変えるための課
題を明確にします。そして現場で実践し、
変革を主導していきます。さらに、短期的
な成果ではなく、メンバーとの共感力に
よって組織全体の行動が変わってきている
かをチェックします。研修での振り返りと
現場での実践をとおして、リーダーとして
の行動原則を習慣化していくのです。
　少しずつ自分自身を振り返り、問いただ
し、行動を変えていくという流れをつくる
こと。そのための時間と投資が、結果とし
て良い共感型リーダーを生み出すのです。
■内省学習のススメ
　観点３で述べた「繰り返し振り返る」こ
とを、私は「内省学習」と呼んでいます。内省学習は、
研修のあとに、継続的に実施すると効果的です。な
るべく共感が生まれるように、同じ階層や立場の
方々に集まっていただき、定期的に内省を行う場を
つくることが理想です。気をつけるべきは、「決して
文句の言い合いにならないようにする」ということ
です。
　内省学習に使う資料は、「業績や成果に関する資
料」、「経営理念」、「自分の行動原則」、「360度フィー
ドバック」の４つです。360度フィードバックがな
い場合は、事前にメンバーから、「仕事のやりがい」
や「組織で解決すべき問題」について匿名のアンケー
トを収集し、活用するという方法もあります。
　この４つの資料をもとに、「どんな行動原則が自分
にとって大切か？」について参加者同士で発表した
り、フィードバックを行ったりします。毎回参加者
の１人にファシリテーター役になっていただくとよ
いでしょう。そして最後は、今後自分が重点的に取
り組むべき行動原則を見い出して終了します。
　ここでは特別な進め方は必要ありません。参加者
がお互いにオープンになり、しっかり自分自身を振

り返ることができれば十分です。３カ月に一度、四
半期ごとの業績会議などとあわせて、１時間程度実
施するだけでも、とても効果があります。
■共感型リーダー育成のためのメンター制度
　共感型リーダーは、自ら変わることでメンバーの
成長を促す存在です。いまのメンバーは将来のリー
ダーでもあります。つまり、リーダーが次のリーダー
を育てることで、継続的に組織が成長していく組織
風土をつくるのです。
　将来の部長や課長を、いまの部長・課長が育てて
いくプロセス。それを「共感型リーダー育成のため
のメンター制度」と呼んでいます。メンターとは、「職
場の親」のような存在です。仕事においてメンバー
の精神的なサポートをしながら成長を促す役割を
もった人のことをいいます。メンバーの成長を支援
することで、リーダー自身も成長していく機会を得
ることができます。
　メンター制度を、さらに長期的な部長・課長の育
成を行っていく取り組みとして、研修プログラムと
あわせて実施していくことが望ましいと思います。

図表４　共感型リーダー研修例

見識（見る目を養う）

内省（自己をみつめる）

実践（変革を主導する）

・原理原則を知る
・教養を身につける
・現実を見る

・無意識に目を向ける
・気づきを深める
・固定観念を払拭する

行動原則
による
習慣化

研修 現場

・挑戦する
・メンバーに働きかける
・周囲からフィードバックを
得る

自己内省


