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リーダーに必要な「セルフマネジメント⼒
（Self-Management）」とは︖ 

AI BLOG:「アジア式組織運営」を考える                 著者: 中村勝裕 

今⽉は「セルフマネジメント⼒（Self-Management） 」について取り扱います。 

昨今、企業におけるリーダーというのはますますストレスの⼤きな仕事になっています。多くのマネ
ジャーが、業績管理と部下育成、また本社とのやり取りや⾃分⾃⾝のための勉強など、様々なタスク
によって⼤きなストレスを抱えています。どうすれば我々はこうしたストレスをうまくマネージでき
るのでしょうか。 

リーダーが気を付けるべきDERAILMENT（脱線）⾏動 

⼈間はストレスが溜まると、それが感情に影響を与えて表情や⾔動に現れます。弊社では、そうした
ネガティブな⾔動を Derailment（脱線）⾏動として、6つに定義しています。 

    １．Insensitivity（不感知）＝相⼿の気持ちを汲み取れず、⾃分の思い込みで⾏動してしまう。 
    ２．Defensiveness（⾃衛論争）＝⾃⾝の過ちや弱みを隠すために、反論、主張する。 
    ３．Impulsiveness（衝動）＝感情のコントロールができず、配慮ある⾏動ができない。 
    ４．Dependence (依存)＝決断を他者に委ね、⾃⾝で意思決定ができない。 
    ５．Indifference（放任・無関⼼）＝進捗や結果をフォローせず、仕事を丸投げする。 
    ６．Avoidance（回避）＝リスクやトラブルから逃げ、責任を取ることを避ける。 

こうした⾏動は⼈間だれしも取ってしまうことはあるものですが、⼈に影響を与える⽴場のリーダー
にこうした⾏動が⽬⽴つようになると、部下や周囲に悪影響を与えてしまいます。ゆえに、こうした
脱線⾏動は修正される必要があります 

このような⾏動が顕在化している場合には周囲からの適切なフィードバックが必要ですが、通常は周
囲が関係の悪化を恐れてなかなかフィードバックができません。そこで、無意識の⾏動を可視化する
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腹が立っているときというのは、どうしても「自分は正しい」「相
手が間違っている」というバイアスに囚われてしまっています。で
も実際はどちらが100%間違っているということは多くありませ
ん。「自己距離化」によって両方の主張を冷静に眺めることで感情
をコントロールでき、またその結果として冷静な対応ができます。 



25 JULY BE 2561 ASIAN IDENTITY CO.,LTD

アセスメントツールを⽤いたり、また匿名でフィードバッ
クをもらう360度アンケートなどを実施することが重要で
す。 

リーダー⾃⾝のメタ認知能⼒を鍛える 

⼀⽅で、そうした外部刺激に頼るだけでなく、⾃分で⾃分
のマイナス感情をマネージできることは、リーダーにとっ
て必須能⼒であると⾔えます。⽇々起こる様々なことにい
ちいち反応していたのではストレスで⾃分のメンタルが持
た な い か ら で す 。 そ こ で ⼤ 切 に な る の が 「 M e t a - 
Recognition（メタ認知）」能⼒だと⾔われています。 

メタ認知とは、⾃分の感情を客観的に⾒ることです。例え
ば⾃分がイライラしているとして、「あ、私は今イライラ
しているな」と気付ける能⼒のことです。⼈は、⾃分の感
情に気づくことができれば、その感情に流されることなく
マネージすることが可能になります。 

⾃分をメタ認知する⽅法として有効なのが、頭の中で⾃分
⾃⾝の様⼦を遠くから眺めてみる、という⾏為です。これ
を「⾃⼰距離化」といいます。例えばある⼈と⾔い争いを
して腹が⽴ったとします。その様⼦を⾃分は部屋の外から
眺めている、という想像をするのです。そうすると状況を
客観視でき、おのずと怒りが静まってきます。 

腹が⽴っているときというのは、どうしても「⾃分は正し
い」「相⼿が間違っている」というバイアスに囚われてし
まっています。でも実際は少なくとも互いに⾔い分があっ
て、どちらが100%間違っているということは多くありま
せん。「⾃⼰距離化」によって両⽅の主張を冷静に眺める
ことで感情をコントロールでき、またその結果として冷静
な対応ができます。 

⾃⼰距離化でさらに効果的なのは、怒ったことや感じたこ
とを紙に書きだすことです。書くという⾏為は、客観的に
状況を⾒ることを必要とします。許せない、腹が⽴つ、と
いう感情も書き出すことで、そういう⾃分を眺めているこ
とになるのでメタ認知ができ、ネガティブな⾔動のコント
ロールに役⽴ちます。 
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Asian Identity  
読者からの相談コーナー

■Asian Identity の ⼈材コンサルタン
トがマネジメントを担う⽅へのおスス
メの本はありますか︖ (No.７) 

■The Alliance: Managing Talent 
in the Networked Age
by Reid Hoffman 

■ LinkedIn（世
界最⼤級のビジネ
ス特化型ソーシャ
ル・ネットワーキ
ング・サービス）
の創業者リードホ
フマンの著書。ア
ライアンスとは会

社と個⼈の間のフラットかつ信頼に基
づくパートナーシップを意味します。
企業は個⼈に機会を提供し、個⼈は能
⼒を提供します。結果、企業は強いビ
ジネスを⼿に⼊れ、個⼈はキャリアを
⼿にいれます。「社員はいつまでもい
てくれるものではないと思え」という
メッセージは、強烈ですが⼀⽅で企業
は個⼈に常に能⼒発揮、なんらかの価
値提供を求めます。企業と個⼈の在り
⽅を従属ではなく、信頼関係に基づく
パートナーシップと考える。それは企
業を退職した後でも続いていくもので
ある。⼀度⾃社の雇⽤の在り⽅を捉え
る上で⼿に取られてはいかがでしょう
か。 

こちらのコーナーでは、今後、みなさ
まからの⼈事・組織に関する質問にお
答えしていきたいと思います。 
何か、お聞きになりたいことがありま
したら、是⾮、こちらのニュースレター
にご返信ください。
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「MINDFULNESS」と「MIND WANDERING」 

マインドフルネスという⾔葉が最近流⾏していま
す。座禅や瞑想などを通じて、雑念を取り払い⼼
の乱れを整える⾏為のことを指します。スティー
ブ・ジョブズが京都に通って禅を習っていたとい
う話は有名ですが、様々な企業のリーダーがこの
マインドフルネスを実践しています。 

マインドフルネスの逆の状態を「マインド・ワン
ダリング（Mind Wandering）」といいます。これ
は、集中しようとしても、つい頭の中であれこれ
考えてしまっている状況です。過去の失敗や⼈間
関係上の問題が、忘れようと思っても何度も頭に浮

かんできてしまう状態を経験したことはないでしょうか。こうした状態が続くとストレスが溜まって
いき、ひどくなると鬱病になってしまいます。 

集中⼒、判断⼒を必要とするリーダーには、こうした雑念を取り払うためのトレーニングが必要です。
具体的には瞑想や座禅などを通じて、短い時間でもよいから集中する練習を繰り返すことです。こう
したことは脳を休めることにつながり、ストレスがだんだん軽くなってきます。 

さらに効果が実証されているのは、瞑想しながら「誰かの幸せを願う」ことだそうです。腹を⽴てて
いるときはどうしても⾃分本位の感情になっています。そうではなく、家族でも同僚でも、頭に浮か
んだ⼈の幸せを願ってみる。そうすることで、⾃分⾃⾝の⼼も満たされていきます。⼈間は他⼈の幸
福を喜ぶようにできている動物なのです。 

最後に、スマートフォンやパソコンがセルフマネージメントに与える影響も気を付けたいところです。
こうした機器を使⽤しているとき、我々の表情は硬直しています。表情が硬いと、脳が勝⼿に「⾃分
はストレスを感じている」と判断してしまうのだそうです。よく「悲しいから泣くのではなく、泣く
から悲しい」といいますが、⼈間の⼼は⾝体の状況から⼤きく影響を受けます。特にスマホを使って
いるときは、姿勢も悪く、呼吸も浅くなり、ストレスを増幅させるそうです。 

⼀⽅で、顔を⾒て直接話す際は、⼈間は必ず豊かに表情を作りながら話します。こうしたことからも、
⼈間同⼠が会って直接話すことの重要さがわかります。どれだけテクノロジーが発達しても、直接⼈
間が会って話すことの重要度が下がらないのは、そんなところにもあるのかもしれません。 
MORE INTERESTING ARTICLES FROM ASIAN IDENTITY AT www.facebook.com/asian.identity 
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集中力、判断力を必要とするリーダーには、瞑想や座禅なの
雑念を取り払うためのトレーニングが必要です。短い時間でも
よいから集中する練習を繰り返すことです。脳を休めることに
つながり、ストレスがだんだん軽くなってきます。

http://www.facebook.com/asian.identity
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AI college 9⽉・10⽉開講予定講座のご案内 

HR COLLEGE (人事の学校)　採用・育成編 
9⽉21⽇・22⽇（⾦・⼟）2⽇間連続講座・THB 12,000 
⽇本⼈、タイ⼈双⽅ご参加いただける講座です。 
タイにおいても、⼈事の仕事は従来型の事務的な仕事のイメージから⼤きく変化し、 
より戦略的な視点とスキルを持って、経営に付加価値をつけることが求められるようになっています。今回は採⽤お
よび育成をテーマにタイでの採⽤、⾯接スキル向上、また社員の育成や組織開発について包括的な知識・スキルを⾝
に着けることを⽬的としています。本セッションでは、⽇本、および東南アジアで⻑年⼈事・⼈事コンサルタントと
して経験を積んだ講師が、講義とワークショップを交えて⼈事スキルについての解説をします。 

 ⽇時︓ 9⽉21⽇・22⽇（⾦・⼟ ）9時〜17時  
 場所︓ Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10） 
 料⾦︓ 12,000 THB （VAT別） 
 申込ページ︓https://www.asian-identity.com/ai-college/ 
 メールアドレス︓info@a-identity.asia 

⽇・タイ異⽂化コミュニケーションワークショップ  
10⽉11⽇（⽊）1⽇講座・THB １０,000 
⽇本⼈、タイ⼈双⽅ご参加いただける講座です。 
タイ⼈と⽇本⼈の⽂化の違いがどのような形で職場におけるミスコミュニケーションを引き起こしているかを理解し、
どのようにすれば建設的に違いから⽣まれる課題を解決・マネジメントしていけるかを考えます。 異なる⽂化背景を
持ったチームメンバー同⼠が信頼ある関係を構築する⽅法を学べる講座です。 

 ⽇時︓ １０⽉１1⽇（⽊ ）9時〜17時  
 場所︓ Asian Identity セミナールームにて（トンローソイ10） 
 料⾦︓ 1０,000 THB （VAT別） 
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コンテンツ（２⽇コース） 

Agenda （9.00-17.00）: 
! HRの全体像︓経営戦略と⼈事、⼈事
の役割、⼈材ポートフォリオ
! ⼈材採⽤・配置︓採⽤戦略、採⽤⾯
接のポイント、⼈材配置の考え⽅
! HRD（⼈材開発）︓OJTとOff-JT, 研修
のデザイン、研修ファシリテーション
! OD（組織開発）︓企業理念、組織
⽂化の育み⽅ 
※⽇本語とタイ語で実施

講師:  曽和利光 
株式会社⼈材研究所代表取締役社⻑ 
京都⼤学で学んだ⼼理学とリクルート⼈事部
GMとして培った営業スキル・２万⼈の⾯接
経験を融合しワンランク上の⼈材を採⽤する
⼿法を確⽴。リクルート、ライフネット⽣命、
オープンハウスで⼀貫として⼈事畑を進み、

株式会社⼈材研究所設⽴。 

講師:  中村勝裕 
Asian Identity Co. Ltd. CEO & Founder 

バンコクを起点にアジアに特化した⼈事・コ
ンサルティングファームAsian Identityを経
営。ネスレ、リンク＆モチベーション、グロー
ビスを経て現職。

https://www.asian-identity.com/ai-college/
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 申込ページ︓https://www.asian-identity.com/ai- college/ 
 メールアドレス︓info@a-identity.asia 

Contact Our Team

このEメールマガジンは、タイで活躍する様々な⽅に読んでもらえるよう、⽇本語・タイ語で発信します。⼤切な友⼈である⽇本⼈とタイ⼈
がより良い関係になるように、弊社Asian Identity チームから毎⽉お送りする予定です。ご興味があれば是⾮お読みください。  

配信を希望される⽅、また配信が不要な⽅は、お⼿数ではございますが info@a-identity.asia までその旨お送りください。
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講師: （タイ語と⽇本語） 
Thiranart Napapruekchart 
Senior Consultant, Asian Identity 
⽇本の⼤学院を卒業し、⽇本企業と
タイ企業の合弁事業分析や合弁会社
設⽴など⽀援の経験も持つ。 

藤岡諒（RYO FUJIOKA) 
Consultant, Asian Identity 
⽇本ではタイ語・タイ⽂化を専攻し、
タイのチュラロンコン⼤学への留学

経験を持つ。 

コンテンツ （1⽇コース） 

⽇時︓ １０⽉１1⽇(⽊)・
9.00-17.00 

Agenda: 
! カルチャーマップを⽤いて職
場での多様性を理解する 
! フレームワークを使いチーム
の課題を分析する 
! 個⼈個⼈の価値観を把握する 
チームの⽂化をデザインする 
! より良いコラボレーションに
向けたアクションプランの設定 
※⽇本語とタイ語で実施

https://www.asian-identity.com/ai-college/
https://www.asian-identity.com/ai-college/
https://www.asian-identity.com/ai-college/
https://www.asian-identity.com/ai-college/
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mailto:info@a-identity.asia

