特集

“心”のマネジメント
政治家や企業経営者など組織のリーダーには、
座禅や「論語」の講読などで
精神的な修養を心掛ける人が少なくない。
トップは孤独である。
自分の判断が間違っていなかったかどうか、
自分と向き合い、
自省する時間が必要なのであろう。
いまビジネスパーソンの間では、精神状態を健全に保ち、
判断力を高めるための研修プログラムが人気を集めている。
参加者には経営トップや経営幹部層も含まれる。
今回の特集では2人の識者に、
現代のビジネスパーソンにとって
自分の“心”と向き合うことの意味についてうかがった。

Interview1

椎名照雄

一般社団法人
日本マインドフル・リーダーシップ協会 理事長

に聞く

「今、
ここ」に集中する
「マインドフルネス瞑想」で集中力アップ
Interview2

桜井一紀

株式会社コーチ・エィ 執行役員

に聞く

「問いかけ」によって考えを深める
コーチングは「自己との対話」
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I n t er vi ew 1

椎名照雄

一般社団法人
日本マインドフル・リーダーシップ協会 理事長

に聞く

「今、
ここ」に集中する
「マインドフルネス瞑想」で集中力アップ
企業や官公庁など、ビジネスの現場で「マインドフルネス」を導入する
組織が増えている。創造的思考力や集中力のアップ、精神的な落ち
着きなどの効果が実証されているという。

「マインドフルネス」とは古代インド

ターを通して見てしまいます。そうし

「集中できない」
「イライラする」など

語（パーリ語）の「サティ（sati）
」とい

たフィルターを通さず、物事をありの

のストレスを抱えるビジネスパーソン

う言葉の英語訳で、
「物事に一切の評

ままに捉える。それがマインドフルネ

は少なくありません。我々日本マイン

価や判断を挟まず、ただ心に受け止め

スです。

ドフル・リーダーシップ協会は、毎月

る」という意味です。漢字では「念」と

マインドフルネスは、米アップル社

1回、東京・表参道でマインドフルネ

表記され、このほうがイメージしやす

をはじめ欧米の企業が研修などに導入

スのセミナーを開いており、仕事で悩

いかもしれません。

し、ビジネスの世界でも注目されるよ

「眠れない」
「リラックスできない」

うになってきました。

みを抱える人々が数多く受講していま

我々は物事を捉えるとき、ありのま

す。また、個別の企業から依頼を受け

まの状態で受け止めず、得てして予断

ビジネス（business）の語源は「ビ

て研修も行います。

や思い込み、好き嫌いといったフィル

ジー（busy）
」で、忙しく動くことがそ

マインドフルネス瞑想の5C効果
マインドフルネス瞑想は、自らの力で、自らの心と体に根本的な変化をもたらすことを可能にし、
その効果は極めて多面的だ

集中力
Concentration

平静さ
Calmness

5C

共感性
Compassion

明晰さ
Clarity

ことです。1日1回、10〜15分から始

は、行き着くところまで行った感があ

めてみるとよいでしょう。瞑想を習慣

実は、集中する対象は何でも構いま

り、閉塞感が生まれています。そうし

化することで、直接的には、ビジネス

せん。注意を向ける先を一点に定める

た中で、思い込みや既存の価値観など

で問題に直面したときも、少し瞑想し

ことで注意の乱れに気付くことができ

から解き放たれて、物事を素の状態で

て呼吸に注意を向けることで気持ちが

ることが大事で、体のほかの部分でも、

見ることでイノベーションを起こすこ

落ち着き、頭もクリアになり冷静に現

五感で捉えることができる景色でも、

とが求められています。その一つの方

状を分析できるなどのメリットが感じ

音でも、匂いでも構いません。

法としてマインドフルネス瞑想に注目

られるようになるでしょう。

する経営者も増えています。
・心とからだの健康の増進
・エモーショナル・
インテリジェンスの向上

・個人とグループ・組織の
パフォーマンスの向上

創造性
Creativity

がままに受け止めます。

の価値であり、原理でした。しかし今

一点に集中して瞑想すると
思考がクリアになる

例えば音であれば、自分が音を拾う

呼吸瞑想はいわば自分の呼吸に意識

レーダーになったつもりで静かに音の

を向けて観察している状態です。瞑想

世界に注意を向けます。そこに何らか

中は、ただただ静かに呼吸に注意を向

の音が入って来たらパッと音を捉える。

けることに専念します。呼吸について

普通、音が耳に入って来ると「これ

では、具体的にマインドフルネス瞑

「この呼吸はいい、悪い」
「呼吸が深い、

は何の音だ」とか、
「いい音だ」
「嫌な音

想についてお話ししたいと思います。

浅い」などと考えず、“心の目”をおな

だ」などという判断が瞬時になされ、

座る瞑想や歩く瞑想、立つ瞑想など

かにとどめておくことを意識します。

その判断と共に音が耳に入ってきます。

様々な瞑想法がありますが、基本は静

体が自然に呼吸するのに任せて、おな

つまり、素の音だけを捉えることがで

かに座って自分の呼吸に注意を向ける

かで感じ取るいろいろな感覚を、ある

きていません。
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I n t er vi ew 2

桜井一紀

Profile

（しいな・てるお）
1970年、上智大学経済
学部卒業。英国、米国、およびオーストラ
リアの金融機関で25年にわたる経験と実

株式会社コーチ・エィ 執行役員

に聞く

「問いかけ」によって考えを深める
コーチングは「自己との対話」

績を積み、
94年に独立。仏教を学ぶ傍ら、
2000年にIR支援会社イー・アソシエイツ
株式会社を立ち上げる。02年からマインド
フルネス瞑想をはじめ、14年1月に世界的
なマインドフルネス指導者ジョン・カバッ
ト・
ジン博士をアドバイザーに迎え、
ビジネス・コ
ミュニティーへの普及を目的とする一般社
団法人日本マインドフル・リーダーシップ協

大手企業のCEOの中にも、
「コーチング」を受け続けている人がいる。トップの位置

会を設立。

にあると、
「自己評価」と「周囲からの評価」にずれが生じることがある。コーチングに

よって自問自答を繰り返すことで、
「ブラインド・スポット
（盲点）
」に気づけるという。

れられなくなります。

「コーチング」という言葉を聞くと、

しパフォーマンスの向上や目標達成を

メントにコーチングを活用する「コー

どんなイメージを持たれるでしょうか。

支援するための対話によるプロセスで

チング型マネジメント」プログラムを

す。精神論ではなく、非常に明確なメ

提供しています。

そうすると、例えば「これは電車の

は、まさに落下です。もちろん、パラ

音」と判断すると、続いて「帰りに満

シュートを付けていても落ちることは

効果については、毎日10分〜20分

員電車で帰るのは嫌だ」など一連の思

止められません。しかし、静かにゆっ

の瞑想を1年続けても本人は目立った

「コーチ」の語源は「馬車」です。馬車

考が次々と起こってきます。そうした

くりと落ちていく様子は、“下りてい

変化を実感できないことがあるかもし

は目的地まで人を運ぶことから、目標

連想が展開する前の、音が純粋に鼓膜

る”感覚です。このように、同じ体験

れません。周りから「穏やかになった

を達成させる人をコーチと呼ぶように

に響いた段階。
「これは何の音」とい

をしても、体験との向き合い方が変

ね」
「表情が良くなったね」などと言わ

なりました。

う判断が入って来る手前のところで音

わってきます。

れてようやくその効果に気付くことも

を捉えようとするのです。こうしたこ

思い通りにいかないことや明らかに

少なくありません。効果に執着してい

とを習慣化することで、予断や思い込

悪いと思われることを「受け入れる」

ないからこそ、そういうことがあるの

み、偏見などを排して物事を見ること

ことは難しいことです。例えば、殺人

です。効果をあせってはいけません。

ができ、正しい判断や分析、対応のた

事件があったとして、犯人にどんな理

大量生産、大量消費型ビジネスモデ

めの土台を築くことができるようにな

由があったとしても、被害者の家族が

ルが終わり、効率やスピードなど、こ

ります。

それを「受け入れる」ことはできない

れまでよしとされてきた価値観やルー

でしょう。しかし、評価せず事実とし

ルを根本的に見直さなければならない

て「受け止める」ことはできます。こ

時代になりました。これからの新しい

れがマインドフルネスの究極的な価値

価値は、すぐ壊れるからこそ、いとお

だと思います。

しさを感じられるものだったり、時間

効果をあせらず、
じっくり取り組もう
世の中には思い通りにならないこと
が山ほどあります。その最たるものが

集中力のアップやリラックスの効果

がかかること自体をゆっくりと楽しむ

「死」です。そうしたどうにもならな

を早急に求めると、かえって逆効果に

ものだったりするのではないかと思っ

いことに対して、前を見て向き合うた

なるので注意が必要です。リラックス

ています。

めの軸となるものがあれば、最強の味

したいと思って瞑想してもかえってリ

そうした中で 、一見非効率でイノ

方になります。

ラックスできないでしょう。なぜなら

ベーションとは真逆に思えるかもしれ

例えて言えば、マインドフルネスは

背景にリラックスを得たいという執着

ないマインドフルネスが、ビジネスに

パラシュートのようなものです。パラ

があるからです。物事に執着すると常

イノベーションを起こすヒントを与え

シュートを持たずに上空から落ちるの

にそのことが頭から離れず、永遠に逃

てくれることが期待できます。

コーチングとは、相手の能力に着目

カニズムがあることが特徴です。

スポーツの世界を見れば分かる通り、

我々コーチ・エィでは、経営者や役

一流の選手には必ずコーチがついてい

員にコーチングを行う「エグゼクティ

ます。コーチの存在によって、選手は

ブ・コーチング」と、部下へのマネジ

より高いパフォーマンスを発揮できま

特集
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す。ビジネスも同様で、経営者が自身

て、コーチングのロールプレイをした

のビジネスのパフォーマンスを上げる

り、それぞれの組織の中での取り組み

ためにコーチを雇うケースが増えてい

について情報交換やディスカッション

ます。

をしたりします。1回50分で、日本全

コ ー チ・エ ィ の エ グ ゼ ク テ ィ ブ・
コーチングは一見すると経営者との1

国、海外からも参加できます。
会議にはさまざまな業界の経営者や

双方向の対話で新しい
アイデアが生まれることも
コーチングは「問いかけ」をするこ

に答える。こうして双方向のコミュニ

す。メーカーは事業単位の縦の繋がり

こと、価値、意味をどれだけ聞くこと

ケーションが交わされるようになりま

が強く、部門を跨いだ横の繋がりが弱

ができるか。それは、相手を「一人の人」

す。その対話から新しいアイデアが生

い傾向があります。そこで部門横断で

として尊重し大切に関わるということ

まれることも多くあります。

コミュニケーションが取れるよう社内

です。経営者やマネジャーには、まだ

とで、相手が「自分で考え、行動する」

経営者がコーチをつけて、会社の業

の意思疎通を円滑にし、全社一丸とな

まだ部下を「歯車の1つ」のように考え

ことを促すのが基本のスタイルです。

績を大きく伸ばした事例はたくさんあ

るためにコーチングを導入した会社も

ている人もいます。相手を「人」とし

対1のコーチングに見えます。しかし、

リーダー層が参加し、切磋琢磨しなが

直接的なアドバイスはしません。例え

ります。ある大手IT企業のCEOはエグ

あります。同社は業績を上げるととも

て大切にするというベースがあれば、

実際は経営者の背後にある組織の状態

ら学習します。そこで学んだ理論を、

ば、
「あなたは何をやりたいのか？」
「そ

ゼクティブ・コーチングを7〜8年間受

に、新規事業の開発にも成功しました。

質問は自然と深くなるはずです。

をリサーチし、社員にインタビューし、

職場などで部下たちに実践、つまり

のゴールのためにはどんな能力が必要

け続けています。同社の業績は常に上

それらをもとに経営者に「あなたはど

コーチングを行うわけです。半年から

と思うか？」と問いかけ、相手が考え

昇を続けています。 それなのになぜ

んな経営者を目指しているか？」
「ど

1年半かけてコーチングを体系的に学

ることを支援します。回答が出たら、

コーチングを受け続けるのか。それは

ういう会社にしたいのか？」といった

びつつ、同時に実践を積んでいきます。 「その能力はどうしたら身に着くか？」

問いかけを繰り返してコーチングして

一般的なコーチングのスキル「傾聴」

自分の「ブラインドスポット（盲点）
」

相手を人として尊重し
大切に扱うことがカギ
言葉とは、
「シンボル」です。例えば、

とはいえ、相手を好きになれと言っ
ているわけではありません。人の好き
嫌いは誰にでもあります。好きになれ
ない相手であっても、人として大切に

などと、さらに問いかけを続けます。

に気づける可能性が高いからだと言い

コーチングを学び始めた経営者が質問

する、つまり「関係性を変える」こと

いきます。つまり、組織全体に影響を

や「承認」などは、本を読めば学ぶこ

もし経営者が部下に一方的に「おま

ます。自分自身や、自社の経営陣だけ

して相手から返ってきた言葉を、額面

はできます。実際、コーチングを学ぶ

及ぼす組織開発型のコーチングです。

とができます。ただ、学んだからといっ

えはこの能力が足りないから、もっと

で経営を考えていると、視野が狭くな

だけで受け取って終わってしまうこと

ようになって「相手のことは相変わら

もう1つの「コーチング型マネジメ

てすぐにビジネスの現場で応用できる

頑張れ」などと押し付けてしまうと、

ることがあります。 そこに第三者の

があります。例えば、
「週末は何をし

ず嫌いだけれど、仕事はうまく進むよ

ント」プログラムでは、リーダー層に

わけではありません。 例えば面談の

本人は納得できず、時には反発を招く

コーチが介在すると、社内からは出て

ていたの？」
「旅行に行っていました」

うになった」という声もよく聞きます。

専任のコーチが1対1で付くほか、週1

ロールプレイをしたら、実際に会社で

でしょう。自ら考え、自ら気づくこと

くることがない新しい「問い」が投げ

「どうだった？」
「楽しかったです」
「そ

コーチングは事業承継における次期

回、さまざまな企業や組織に属する人

部下と面談し、うまくいかなかったこ

で、はじめて腹落ちし、それが自分の

かけられます。 すると今までにはな

う、楽しかったんだ」で終わってしま

リーダーの育成にも最適です。特に中

たちが同時に参加する電話会議を通し

とをクラスで報告し合い、次に生かし

ものになり、行動につながるのです。

かった新たな発想やコミュニケーショ

う。それはとてももったいない。シン

小企業で親子承継をする場合は、後継

たクラスセッションを行います。一度

ていく。このように、実践を通して学

ンが生まれる可能性があり、その結果、

ボルである言葉の裏にあるのは何か。

者は自分よりずっと年上の古参社員を

のセッションには10人ほどが参加し

ぶことが大切です。

一方的に指示命令していた経営者も、
コーチングを受けると、相手に問いか

経営陣に一体感が生まれ、パフォーマ

「何が楽しかったの？」
「〇〇さんに

まとめなくてはなりません。後継者が

けて、相手の話を引き出し、聞くよう

ンスが上がり、イノベーションの創出

とって楽しいってどういうこと？」と

コーチングを学ぶことで、組織の中に

になります。すると、相手も経営者に

につながっていきます。

いう深堀りができていないのです。そ

健全なコミュニケーションが生まれ、

の人にしか話せない、大事にしている

信頼関係を構築できるでしょう。

問いかけるようになり、経営者がそれ

「リーダーシップ」
と
「組織活性度」の関係（相関）

製造業の経営者も多く導入していま

7

リーダーシップが高いほど、
組織は活性化する

6

7段階評価

5

1：全くあてはまらない
2：あてはまらない

3：ややあてはまらない
4：どちらともいえない

4

組織活性度

5：ややあてはまる

相関関数＝0.65
3

﹁自分から積極的に目標を立てて行動を起こしている﹂
﹁私の組織では有用な知識や情報・経験を積極的に共有している﹂他

（7段階評価、平均値）

6：あてはまる

7：とてもよくあてはまる

Profile

（さくらい・かずのり）
1958年生まれ。日本
大学大学院史学専攻修士課程修了後、
東京都公立中学校の社会科講師を経
て、
コミュニケーション研修の講師を10年
間務める。97年に有限会社コーチ・
トゥエ
ンティワン
（現在の株式会社コーチ・エィ）
、
2000年に日本コーチ協会の設立に参
画。株式会社コーチ・エィ取締役専務執

出所：コーチング研究所調査「リーダーシップと組織活性
度の関係」
（2019年）

2

対象：管理職以上のリーダー 1,069人／部下13,397人

2

3

4

5

リーダーシップ

6

7

（7段階評価、平均値）

期間：2012年9月〜 2018年2月

調査項目：組織活性度17項目/リーダーシップ53項目

行役員などを経て、2020年1月から現職。
著書に
『事例で明解 ビジネス現場のコー
チング活用法 』
（日経BP）
、
『 一流のリー
ダーほど、
しゃべらない』
（すばる舎）
ほか。

「組織のビジョンを魅力的に語っている」
「自分の考えを伝えるだけでなく、部下の考えも尋ねている」他
特集
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写真／陶山 勉

“心”のマネジメント

2020 April SMBCマネジメント＋
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