CEO古澤 暢 央の経営小話
■ 経営者は嫌われる事が仕事か？
「経営者って嫌われる事が仕
事ですよね？」
ある懇親会の席で１人の経
営者からこのような質問を
受けた。
質問の意図を探ると、なに
やら著名な企業家が雑誌の
インタビュー記事で
「トップは部下に好かれようなんて考えてはダメだ。嫌われ
てナンボ。部下の人気取りなんかしている場合ではない！」
といった内容の話をされており、それを見た経営者氏が
曲解したものだった。
おそらくその記事は、著名企業家が発した言葉の中で際
立つ部分にフォーカスして記事を起したのだろうし、それ
を経営者氏は自分の都合の良い解釈？に変えて受け取って

■ 出来なかった事が出来るようになる喜び
ある日、カリスマ学習塾の先生が TV で言っていた。
「勉強が嫌いって子は多いんです。だけど成長したくないっ
て子はいないんですよ。昨日解けなかった問題が今日解け
るようになるって、メチャクチャ楽しい事なんです。」
昨日解けなかった問題が今日解けるようになった想い出。
誰もがこの経験を持っていて共感できる話ではないだろ
うか？
そもそも上司は、なぜ部下を成長させようとするのか？
理由としてよくあげられるのが、チームの生産性を上げる
為、要職者を輩出する為、より大きな仕事を成し遂げる
為など、理屈としては確かにそうなんだが、最も大きな理
由は「出来なかった事が出来るようになる」という仕事の
醍醐味を、部下にも味わってほしいからだと私は思う。
というか、私はこれに尽きる。
弊社の社長を務める稲次も常々、
「目標を持ち、計画（作戦）を立て、それを攻略する事
ほど面白いことはない。仕事の面白さはこれに尽きる。
その仕事の喜びをスタッフに伝えたい。」
と言っており、経営者であれば多くの方が似たような考え
をお持ちだと思う。

しまったのだろう。
著名企業家によるこの手の “ 部下に嫌われろ ” 的発言は、
「可愛い子には旅をさせよ」のニュアンスが大きく、
「部下

■ 快適な場所に居てあなたは幸せか？

が可愛いのなら、どんどんチャレンジをさせ、負荷をかけ、 私たち人間は、ふと気を緩めれば無意識のうちにコン
部下が自らの努力で解決をつかむ経験を積ませるべし」 フォートゾーン（快適な場所）を求めてしまう。仕事、収入、
といった主旨であろう。

立場、人間関係。これらを現状維持させようとする力が
働く。

つまり試練提供に必要な “ リーダーの心意気 ” を表現した
ものだ。決して、人間関係がこじれて良いわけではないし、 その結果、
嫌われる事をする事＝経営者の仕事
などと曲解をするのは、なんとも恥ずかしい限りだ。
そこで今日は古澤流・部下の成長論について書いてみよう
思う。経営者、中間管理職、リーダーなど、上司の立場

『職場で「〇〇を改善しましょう」と、わざわざ問題提起
をして波風を立て、他者と摩擦を起こす必要は無い、黙っ
てやり過ごす事で快適に１日を終わらせられるのだからそ
うしよう・・・わざわざ早朝や深夜、土日にまで仕事の
事など考えたくない・・・』

にある人は１つの意見として参考にしてほしい。

このような態度になっていくし、周囲が怠惰な人で蔓延し

また、私の強い持論ゆえ「で・ある調」で書かせていただ

このような生活の延長に「出来なかった事が出来るように

く事をお許しいただきたい。

なる」という仕事の醍醐味を味わう事など出来ない。

ていれば、より一層コンフォートゾーンに入り込んでしまう。
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果たしてその生活の先に幸せは訪れるのだろうか？

有言実行してきた永守氏の言葉だけに、とても説得力が

本当にそれで良いのだろうか？

あり言葉に重みをもつ。
「長時間働け」と言っているのではなく「頭脳を鍛えろ」

過去を思い出してほしい。

「挑戦をしろ」と言っているのだ。

受験勉強に勤しんだ時、スポーツや部活動に明け暮れた
時、その事だけに没頭し、寝食を忘れ打ち込んだのでは
ないか？あるいは眠気や疲れ、遊びたい気持ちを抑えこみ
耐え忍んで技を磨きあげたのではないか？だからこそ高い
壁を乗り越えてきたはずだ。
もっとも、受験か部活のいずれをも疎かにしていた人は
社会に出てから就職、給与待遇、昇進にハンデを背負い、
何よりも自分の踏ん張りの効かなさやストレス耐性の無さ
に情けなさや後悔を感じているはずだ。
（もちろん、あな
た次第で復帰できるチャンスは沢山ある）
日本電産社長の永守重信氏は手厳しい発言で有名ないぶ
し銀・叩き上げの経営者だが、
「知的ハードワーク」とい
う考え方を提唱している。
「創業した当時は、ほとんどが三流の人材だったので、ずっ
とハードワーキングをモットーに掲げて突っ走ってきまし
た。ハードワークをすることで、どんな人材でも頭の良い
人間と同じ土俵に立てるからです。ハードワークを積み重
ねれば、頭もよくなってくるから不思議です。
（中略）仕事
で問われるのは成果です。必要なのは考える力です。
勝つまでやる、成果が出るまでやるそれが知的ハードワー
クという言葉の意味です。」
「趣味を楽しんで定時に帰る一方で、仕事でも成功したい。
そのような “ いいとこ取り ” が成立するとは聞いたことが
ありません。人生の楽しみを遊びに見出すのであれば、
思い切ってエンジョイすべきです。
懸命に努力し、仕事で苦しんだ分しか、仕事の成功はつ

日本電産は精密小型モーターの開発・製造において
世界一のシェアを維持・継続している
永守重信氏は戦後第ニ世代の経営者として多くの企業
家を牽引する存在

コンフォートゾーンに部下を囲っておくのは上司の役割を
果たしてないも同然、
「出来なかった事が出来るようにな
る」この喜びを部下に伝えていくのが上司の務めであると
私は考えている。

いてきません。ラッキーパンチが一発当たるのは偶然に過
ぎません。人生を通じて仕事で成功したければ、人の何
倍も努力し続けること。これがワーク・ライフ・バランス
に対する、私なりの答えです。」
（ハーバード・ビジネス・レビュー 2014 年 09 月号より引用）

■負荷をかける事で部下は成長する
ここで私古澤の持論なのだが、部下の成長促進は “ 負荷
をかける事に尽きる ” と考えている。
負 荷とは、 困 難 な事 に 挑 戦 させるという意 味 で、 筋
トレ に例 えるなら、 今 は 持ち上 げられ な い 惜しい重
さのバー ベ ルを 部 下に渡し、
「 このバー ベ ルを持ち上
げら れ るようにトレ ーングし ろよ 」という話 で あ る。
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現実に則して言えば、
・ストレッチした数値目標を与える事
・本人が経験した事の無い大きな案件のリーダーを任せる事
・過去に経験の無い新しい技術を作りだす事
・新商品、新サービスの開発を任せる事
・新たなスキルセットの習得をさせる事
こんな感じである。
負荷をかける事で部下が辞めるのではないか？
部下から敬遠されるのではないか？
とビビッてはいけない。
私はいつもマネージャー達に大きな負荷をかける時、確信
している事がある。
それは、その場で疎まれても（ウザがられても）将来感謝

http://www.president.co.jp/ 「職場の心理学」から引用

される日が必ずやってくる事である。これは私自身が部下
の立場でもそうだったし、上司の立場になってから何度も
繰り返し体験してきたことだ。
面白いものでアンテナを張っていれば、給湯室トークが他

ハーズバーグは自らが実施した調査によって、人が仕事に

者からの言い伝えで入ってくる。

満足感を感じるのは、達成、承認、仕事そのもの（の魅力）、

「古澤がまたこんな事言いだしやがったよ。俺、忙しんだよ。 責任、昇進、成長だと説いた。
マジやってらんないわ。」
「なんで俺ばっか言われるの？俺に恨みでもあんのかな？」 「動機付け要因」とは、言い換えれば
といった具合にである（笑

人の頑張る意欲＝ガンバリズムである。

この憎まれ口が、何年も後に感謝の言葉で本人から返っ

そして「動機付け要因」と「負荷をかける事」は互いに作

てくるのだから、こんなに嬉しい事はない。上司としての

用しあう関係にある。負荷をかける事によって動機づけが

至福の瞬間ではないだろうか。

なされ、動機づけが支えになって負荷を乗り越える。

「可愛い子には旅をさせよ」の精神でまっすぐに誠実にぶ
つかれば、部下はきっと、その負荷に理解を示し頑張る

部下本人の自発的なガンバリズムを持続させることが出来

はずだ。もしそれで辞めてしまう部下ならば、そもそもチー

れば、しっかりと負荷を乗り越えて成長していく。ここが

ムメンバーとしては適正を欠いていると言わざるを得ない

上司の腕の見せ所であり、部下を育てるのが上手い上司は

し、あるいは上司であるあなたが部下から尊敬されてい

ここを理解している。

ないのだろう。
さて、私の経験上、部下のガンバリズムの持続には３つ
では、負荷をかけるとなぜ部下が成長するのか？

の重要なポイントがある。
それは「目標効果」
「承認」
「達成への伴走」である。

ここで参考になる話を１つ紹介したい。前号でも少し触れ

そのコツも合わせて１つずつ見ていこう。

たが、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバー
グの「モチベーション理論」の中で人の意欲を高めるもの
を「動機付け要因」として以下を指摘している。
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１．
「目標効果」

２．
「承認」

とてもシンプルな話だが、
「目標」が定まると人はそこに

承認とはズバリ、認められること、褒められることである。

集中し、まっしぐらに向かうものだ。例えば校庭を周回す
るマラソンをイメージしてみよう。目標は 20 分以内に 10 「やってみせ 言って聞かせて
周走る事。後半の５周目くらいからキツクなりはじめ、い ねば人は動かじ」
よいよ９周目になると精神力との勝負になる。
「あと１周だ、ギリギリで目標オンタイムだ、あと残り２分
で１周してゴールだ、最後まで頑張ろう、ラストスパート

させてみて

ほめてやら

とは、海軍軍人：山本五十六氏（やまもといそろく）の有
名な言葉。

だ・・・うぉおおお！！」

私も会社員時代を思い出すと、上司から「古澤、よくやっ

と、目標が力を振り絞る支えになる。

何より嬉しいものだった。また頑張ろうという活力を引き

仮に目標の無い状態、
「校庭を走る」というものに置き換
えて想像しよう。
そもそも何周走るのか？何分で周るのか？
を決めていないので、ペース配分も決まらないし、ラスト
スパートも無い。何らパフォーマンスの良い結果も生まな
いし、なにより意欲が湧かない。
そう、人はゴール（＝目標）があって初めて意欲と努力を
引き出せるのだ。
この目標設定にはいくつかコツがある。
まず一つ目は、測れる目標であることだ。
「出来るだけ頑張る」こんなものは目標でもなんでもない。
マラソンで言えば「〇位になる」
「〇分で走る」。ビジネス
で言えば
「売上目標〇〇万円」
「～～の案件を獲得する」
「～
～のコンテストで１位になる」といった、測定できる目標
を部下に設定する事で明確な目印ができ、部下は走りだ
す事が出来るし、まっしぐらに向かうのだ。
二つ目は、それを実現出来ている人（手本）を具体的に示
すことだ。
人は鮮明にイメージ出来るものがあればその存在に自力
で近づいていく事が出来る。あの人はなぜこういう考えに
至ったのか？なぜこういう行動を取っているのか？という疑
問を自らの観察力によって図り、答えを探るからだ。これ
がゴール（＝目標）と現在の自分のギャップをより鮮明に
する。
部 下への目標設 定は未だに私も失 敗する事があるが、
非常に大事なポイントである。
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たな！素晴らしい結果じゃないか！」という承認の言葉は
出すし、誇りに思えた。
あなたにもその経験があるはずだ。部下が負荷を乗り切っ
たとき、惜しみない承認を提供する事がとても大事である。
承認にはいくつかの方法がある。
・
「おめでとう」
「よくやった」という直接の言葉がけ
・手紙を送る
・目標達成を会社全体に周知すること
・会社で表彰式を行うこと
・昇進、昇格
・より責任ある仕事を任せる事
などが効果のある承認だ。
１つ注意点がある。承認の１つである「褒める」という行
為の効果について考えたい。
部下のアクションに対し優れている点を積極的に見つけて
指摘する（＝褒める）事で、部下が承認を受けとり、上司
との信頼関係を醸成していく。このコミュニケーションの
一貫として「褒める」という行為は大事である。
しかし、決して褒める事そのものが成長を促進させるキッ
カケになっているわけでない。負荷をかけてチャレンジを
させる。その結果に対するフィードバックの中で良い点を
褒める。更に不足した点を指摘し、再度チャレンジさせる。
こういった流れが正しい考え方である。
「社員を伸ばすには褒める事だ！褒める達人になれ、褒め
ろ！」と、褒める事そのものが目的になっている人がいる
が、本質がズレている。

ちなみに私はキャラ的に褒めるイメージよりもガミガミ言
うイメージが強いらしく（そう指摘される）自分でもその
とおりだと自覚している。19 時以降の酒の席、皆が集まっ
てワイワイやっている時が褒める絶好のタイミングだと考
えている。少し話が脱線したが、承認をする事は上司の
大事な仕事である。

３．
「達成への伴走」
努力と苦労が報われる瞬間、それは「目標を達成した時」
である。辛い苦労が一瞬にして吹き飛ぶのだ。より高み
に自分を持って行くことを自らにコミットし、苦労を厭わず、
努力を続け、諦めそうな自分を鼓舞し、精神力を絞り出し
て達成する。これはまさに “ 自分を信じるプロセス ” に他
ならない。
「自信」という言葉は読んで字のごとく「自分を信じる」と
いう事だ。
・あの人からは自信を感じる
・彼は自信を持って挑んだ
・彼は自信に満ち溢れている
このように魅力的な人間が身にまとう「自信」というベー
ルは、自分を信じる人のみが身にまとえるのだ。達成を
重ねる事で自分を信じる力が強くなる。そう、達成は “ 自
信の素 ” なのである。
上司は部下の目標達成を伴走（サポート）する事で結果と
して、達成の機会をどれだけ部下に提供できるかに繋がる。
部下に自信を持たせたい、そう願う上司は多いだろう。
では伴走とは具体的にどういった所作なのだろうか？
・達成に必要なスキルを持つ協力者のアテンド、他スタッフ
への協力呼び掛け
・ギリギリのところで少し手を差し伸べる（ベンチプレスの
最後の１回の時）
・目標を小さく区切りミニ目標を設定し細かく軌道修正を
助ける
まるで巨人の星の姉のようである。

星飛雄馬の姉「星明子」いつも木陰から弟を見守る

当社の社内や他の会社を見ていても、伴走が上手い上司
の部下はメキメキ育っていく。
ここで１つ注意点があるのだが、全員が全員いつも達成
するわけではない。目標設定が過剰だったケースもあれ
ば、市場環境の変化でイレギュラーも発生する。目標が
高すぎた時やイレギュラー発生時には目標変更への柔軟
な姿勢を持つ事が大事である。
また、負荷が強すぎてギブアップ寸前の部下への配慮も
欠かせない。イザという時の逃げ道を作っておく事が大事
で、部下がギブアップした時に「いや、お前は達成できて
ないからダメだ！ダメ社員だ！」と責めるのではなく、柔軟
に受け入れリセットする姿勢が重要である。
また、ギブアップの危険信号をアンテナを高めて受け取り、
または他者の力を借りてフォローをする事も重要な仕事だ。
（もちろん、努力しない怠け者にそんな配慮は不要である）
さて、部下のガンバリズムを持続する３つの重要ポイント、
「目標効果」
「承認」
「達成への伴走」についてお話しした
が、参考になる点はあっただろうか？
冒頭の話に繋がるのだが、経営者は嫌われる事が仕事な
のではない。疎まれても将来感謝される日が必ずやってく
る事を信じて部下の成長を促進する事だ。
最後に締めになるが、人を動かすのはリーダーの言霊であ
る。言霊はロマンを持つこと、ロマンの火を絶やさない
事で自然に培われるもの。これが上司・リーダーにとって
何より大事なのではないだろうか。
あなたにはどんなロマンがあるだろうか？
文責：古澤 暢央
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◆ ホームページの反応率の低下
◆

ＰＰＣ広告費の高騰やパフォーマンス低下

◆ ＳＥＯに関するトラブル
など、お困りの事がございましたら、下記までご連絡ください。

担当：近藤、月岡、川合、小川
ＴＥＬ：０３-５５４５-５２３０（平日９：３０〜１８：３０）
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