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バーナード経営学から見たコーアクティブ・コーチング

Co-activeCoachingfromtheViewofBanardManagement

牛窪潔

はじめに

かつての日本企業の強みを象徴していた「ヒトを尊重するマネジメント」

は影をひそめ、背に腹はかえなれないという諺が示すごとく、事業経営の考

え方は短視眼的な利益の追求あるいは横並び式のリストラ戦略に傾く方向性

を示している。このような現実の経営実態に着目すると、協力、協調、共生、

そして補佐、支援、教導といったマネジメントの本質的努力のもとに、人的

パワーや人的能力が発揮され、経済的成果を達成している企業が多く存在し

ているとは言い難い。さらに将来に向けた企業成長にとってもっとも重要な

管理要素である、「人材開発・教育訓練」といった人材育成に関する課題を、

システマティックに展開できない実』情も今日では伺える。このような状況の

中で、最近、日本でも注目を浴びるようになってきたのが「コーチング」の

存在である。

コーチングとは、会話を重ねることを通して、相手に目標達成に必要なス

キルや知識を備えさせ、目標に向けての行動を促していくプロセスである。

マネジャーが優秀なコーチであれば、コーチング技術を使って、部下の成功・

失敗に関わらず、さまざまな経験を自らのリソース（資源）として使えるよ

うにしていくことが可能になる．部下が持っている資質や才能を見つけ出し、

その活用方法について話し合ったり、同時に、技術や知識を得るために、ど

のようなことができるかについて話し合うこともできるのである。指示では

なく、会話の質と量によって、本人の自発的な行動を促すことが可能になり

うる。
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ただし、コーチングは日本に導入されてから、まだ日は浅く産声をあげた

ばかりという状況である。しかしながら、前述したコーチングの導入目的が

示しているように、効果的かつ納得のいく「人のマネジメント」を推進して

いくためには、不可欠なコミュニケーション施策になりうることが予想され

る。

本稿では、パーソナルコーチングの中で、とりわけ米国にて注目を浴びて

いる「コーアクテイブ・コーチング：LauraWhitworth，HenryKimsey‐

House，PhnSandahl，ＣＭＣ加ｃＣｂａｃ力蝿，Califbrnia，2002.」（】)のモデル

を取り上げ、その主な特徴を特にバーナード経営学のフレームワークから理

論的考察を試みることによって、コーチングの理念と役割を明らかにし、さ

らにコーアクテイブ・コーチングモデルが目指すコミュニケーション機能の

本質を見い出してみることにする。

第１章コーアクティブ・コーチングモデルの特徴

コーチングとは、相手の能力を見つけ引き出し、自発的な行動につなげ、

持続させることを促すコミュニケーション技術である、と一般に定義されて

いるが、コーアクティブ。コーチングは、とりわけクライアントの顕在的か

つ潜在的なニーズを、コーチとクライアントとの協働行為によって満たして

いくことが、最大の特徴としてあげられる。この「Co-active：コーアクティ

ブ」とは、コーチとクライアントとが「Collaborative：協働的」かつ対等

なパートナーシップを結び、双方の信頼と協力のもとに積極的なコミットメ

ントを築いていくことを意味している。

以下に「Fourconerstones：４つの礎」と称するコーアクテイブ・コー

チングの基本的な理念と役割を示してみることにする。

－２－



バーナード経営学から見たコーアクティブ・コーチング（牛窪潔）

第１節コーアクティプ・コーチングの基本的な理念と役割

コーアクティプ・コーチングの４つの礎

①Theclientisnaturallycreative,resourceMl，ａｎｄwhole・
クライアントは自ら答えを見つける力を持っている。

②Co-activecoachingaddressestheclientiswholelifb、
クライアントの人生全体を取り扱う。

③Theagendacomesfromtheclient・
クライアントが主題を決める。

④Ｔｈｅｒｅlationshipisadesignedallience・
クライアントと意図的な協働関係を築く。

出所：LauraWhitworth,HenryKimseyHouse,PhilSandahl,ＣＭＣ加ＣＣＭﾉi蝿
Califbrnia，2002,ｐ3．

①クライアントは自ら答えを見つける力を持っている

第一の礎は、「クライアントは自ら答えを見つける力を持っている」とい

う共通理解に基づく信念である。この根拠は、人間を自律的人間観に立脚し

た意思決定者、問題解決者として捉え、自らその答えを見つけ出す資質と能

力をもつ存在として把握する重要性を強調していることにある。コーチはこ

のようなクライアントの顕在的かつ潜在的資質と能力を信じ、協働的な努力

によってクライアントの意思決定と問題解決に対するサポートを演じていく

存在である。相手を指導するというよりはむしろ相手の能力を引き出し行動

に結びつけることがコーチングの重要な機能ということになる。すなわち、

コーチがクライアントに提供できるのは、答えではなく、問いかけである。

コーチがクライアントに対して様々な角度から問いかけや提案や情報を提供

することによって、クライアント自らが、自分の内面を探索し始め、その結

果、実は自分が思っている以上に自分自身のことを認知しているという気付

きと発見が促されることになる。（３）

このようなコーチとクライアントとの協働的努力の前提として「人は誰で

も自分で答えを見つける能力と資質を持っている｣、このことを信ずること
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が、コーチングの出発点ということになる。

②クライアントの人生全体を取り扱う

コーアクティブ・コーチングでは、クライアントが抱えている現在の問題

解決や課題達成はもちろんのこと、将来的なスパンを見据え、クライアント

をトータルな視点から考慮、尊重、サポートしていくことが要求される。す

なわち、クライアントの人生全体を取り扱うことが、コーアクティブ・コー

チングの第二の礎ということになる。したがって、コーアクティブ・コーチ

ングでは、クライアントのミッション・ステイトメントを明らかにしていく

ことが、コーチにとってもクライアントにとっても非常に重要な課題となっ

てくる。自分自身のミッション、すなわち使命、信念、目的、ビジョンを具

体化し、明確な言葉で表現し、その真意を理解する。具体的には、主役たる

クライアント自身が、１０年後、２０年後の自分の姿をイメージしてくどのよう

な自分になっていたいのか、どのような自分に変わりたいのか、どのような

人生を送っていたいのか、どのような夢を実現したいのか、等をお互いの協

働努力によって明確化していくことを意味している.このような、将来に向

けての可能性を具体的な言葉で表現することによって、クライアントは独自

の価値観とビジョンと使命感から自信と勇気を抱くようになり、コーチング

を受ける真の目的を明らかにすることが可能になるのである。（４）

③クライアントが主題を決める

クライアントの主題とは、フルフイルメント（充実した人生)、バランス

(バランスのとれた人生)、プロセス（プロセスを大切にする人生)、以上の

三つの指針から導かれるものとしている。そしてこの主題を決めるのは、あ

くまでクライアント本人であって、このことがコーアクティブ・コーチング

の第三の礎ということになる。コーチは「主題」や「テーマ」に視点をあて

るというよりはむしろ「相手そのもの」に視点をあてることが大きな特徴の
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一つになっている。

コーチは、クライアントを色々な角度から見つめて、複数の視点から適切

な質問や提案をすることによって、相手の気付きと発見を促していくことに

なる．複数の視点、多様な角度、意外な方向性、といったものは、自分だけ

の思考では気付かないことが多い。したがってコーチは主題よりも「相手そ

のもの」に視点をあてることが重要視されているわけである。コーチの適切

なサポートや問いかけによって、クライアント自身が自分のビジョンとその

方向性を阻害する要因に気付き、発見し、行動に移す手助けをしていく。こ

のようなコーチとクライアントとの関係によって、上記三つの主題に取り組

んでいくことになる。（５）

④クライアントと意図的な協働関係を築く

より良い結果が得られるかどうかは、コーチ一人によるものではなく、あ

くまでコーチとクライアントという２人の協働作業にかかっている。相手と

の意図的な協働関係とは、まずクライアントがコーチに対して期待と信頼を

寄せること。次にコーチはその期待や信頼に応えうる適切な質問や提案をク

ライアントに投げかけること。そしてクライアントはコーチの問いかけに対

して素直に、正直に、沢山の可能性の中から、自分の進むべき道を見つける

こと。このような協働作業の繰り返しの中から、適切な答えを見つけ出し、

具体的な行動に結びつけることが可能になるのである。すなわち、相手の行

動を促すために、相手と意図的な協働関係を築き上げていくことが、コーア

クテイブ・コーチングの第四の礎ということになる。（６）

－５－



琉球入学・経済研究（第68号）2004年９月

第２節クライアントとコーチのコラボレーションの仕組みと本質

傾聴

直感

＝曰斑 と学習

煮I又lEIqなnWlI動既

出所：LauraWhitworth,HenryKimseyHouse,PhilSandahl,ＣＭ伽ｅＣＤａｃ吻噸
Califbrnia，2002,ｐ6．

コーチングの主役はあくまでバッターボックスの中にいるクライアントで

あり、コーチはコーチスボックスの中から適切な問いかけや提案やアドバイ

スを提供する支援者である。クライアントの主題は先に述べたように、フル

フイルメント、バランス、プロセス、この３つの指針によって構成されてお

り、これはコーチングそのものの主題でもある。ただし、クライアントの成

果は、先に整理した４つの礎に基づくコーチとクライアントとの協働的な努

力にかかっている。上図は、コーアクティブ・コーチングモデルを表してい

るが、クライアントの主題はこの図の中心の星印に位置づけられている。そ

してコーチの取り組むべき５つのマネジメント要素が星印の５つの接点に位

置づけられている。以下に、コーチとクライアントとのコラボレーションの
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マネジメント的視点と相互補完性の本質を整理してみることにする。

クライアントの主題

①フルフィルメント

フルフィルメントとは、はっきりとした目的意識をもち、その目的の達成

に向けた取り組み、より質の高い人生、そしてより味わい深い日々を送るこ

とによって得られる充実感を意味している。さらに情熱やパワー、意欲やエ

ネルギーといった誘因によってもたらされるモチベーションにも深い関係が

ある要素である。ただし、クライアントが何によってフルフィルメントをも

たらされるかは、個々のクライアントによって異なってくる。すなわちフル

フィルメントとは、個々のクライアントが何を「価値」として捉えるかに依

存している。したがって、個々のクライアントが抱いている、また将来抱く

であろう「価値」を明らかにしていくということが、人生に意味を見出し、

真の意味でのフルフィルメントを実感し得るものといえる。（７）

②バランス

「バランスの取れた人生｣。このバランスの対象、あるいはバランス感覚

自体、個々のクライアントごとに違いはありうるが、個性、独自性、専門性、

発展性といった現代的志向から鑑みても、人生の多様な興味と関心、さらに

は生き方に対するバランスの重要性は否めない現実といえよう。例えば、自

分にとってやりがいのある仕事、心の底から信頼できる友人との関係、自己

啓発の原動力となる学問の存在、人生にゆとりと健康をもたらす遊びの世界、

自身と将来を共にする伴侶の存在、生活や遊びの糧として必要なお金の存在、

等、それぞれの領域に対する優位性は個々人によって差はあるものの、バラ

ンスの取れた人生とは、それぞれの領域を大切にし、より良い方向に近づけ

る取り組みによって達成されるものであろう。また、それぞれの領域は互い

に関連し合っていることは言うまでもないことである。（８）
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③プロセス

クライアントには、自らの人生に起こるすべての出来事に意味を見出し、

より人生を深く味わいのあるものにしていくことが望まれる。目的を達成す

る過程には、計画通り進まない多くの課題、多様な障壁や障害、不測の事態

や問題が存在している。軌道を変更せざるを得なくなることもあるし、途中

で新たな戦略や戦術を策定しなければならないこともある。さらには目的そ

のものの変更を余儀なくされる場合もありうる。このような□ジカルインク

リメンタリズム（Logicalincrementalism）の考え方に立脚した意思決定

と行動の蓄積によって、目的は達成されることになる。コーチとクライアン

トは共にこのような難局をひとつ－つ協働によって乗り越えてゴールに到達

するわけであるが、このような人生のプロセスにおいて生起する出来事ひと

つ一つに意味を見出し、その連鎖の中にゴールが存在するという捉え方をも

つことが、プロセスのもつ重要な管理要素といえよう。（９）

コーチに求められる資質と課題

コーチは、「関心」「傾聴」「自己管理」「直感」「行動・学習」という５つ

の資質を必要としている。これらの資質を活かし、クライアントの３つの主

題を明らかにしていくこと、さらには３つの主題相互の有機的関連`性を見い

出しクライアントをゴールに導くサポートをしていくこと、これらがコーチ

の課題ということになる。以下にコーチに求められる５つの資質と課題の概

要を整理してみることにする。

①関心

コーチングは「相手の中に答えがある」という信念（相手を尊重し信ずる

姿勢）の上に成り立っている。コーチが示す純粋で素直な、関心、興味、好

奇心というのは、クライアントとの間に信頼関係を生み出すために必要にな

る重要なマネジメント要素である。コーチがクライアントに対して投げかけ
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る問いや提案は、クライアント自身が正直かつ素直に、そして自由に答えら

れるようなものであることが大切であり、けっしてコーチが予め答えを用意

しないように気をつけなければならない。

コーチングは、クライアントが、安心して、素直に、正直に、自分探しが

できるような環境を作りあげることが大切なのであって、そのために要求さ

れる資質が、純粋で素直な、好奇心、関心、興味ということになる。（'0）

②傾聴

コーチングにおける話の聞き方には、「内的傾聴」と「集中的傾聴」と

｢全方位的傾聴」という３つのタイプが存在する。

まず最初の内的傾聴とは、コーチの意識の矢印がクライアントの方ではな

く、自分自身に向いている状態をいう。すなわち、コーチ自身の考えや感情、

あるいは身体の状態に意識がとられ、相手に１００パーセント意識を集中でき

ない状態を指している。したがって、コーチの聞き方としては、適切とは言

い難い。このような聞き方だけでクライアントに問いを発すると、コーチに

対する不信や不満の気持ちを抱く原因となってしまう。

ただし、クライアントの方は、むしろ内的傾聴の状態にあることが望まれ

る。理由は、自分の内側、内面を見ていくことがクライアントの仕事だから

である。

次に、集中的傾聴であるが、これは、コーチの意識の矢印が、完全に相手

に向いている状態をいう。すなわち、相手の発するすべての言葉やニュアン

スに焦点をあて、どれ一つ聞き逃すまいという気持ちで聞いている状態を指

している。周りで起きていることなどは目にも耳にも入らず、すべての神経

が目の前にいる相手に注がれることになる。

最後に全方位的傾聴とは、コーチの意識の矢印が、単に相手の発する言葉

や目に見えるしぐさだけでなく、目には見えない相手の感情やエネルギーレ

ベルも感知するという状態をいう。また相手だけではなく、自分の周りで起
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きていることにも意識のアンテナを伸ばした状態でコーチ自身の直感を感知

することも全方位的傾聴に含まれる。

非常に困難なことではあるが、コーチはクライアントのしぐさや、ボディ

ランゲージ、視線や表情といった感情を表現するあらゆる要素を考慮に入れ

て、相手の意思を汲み取る聞き方をすることが要求される。また、相手の話

が軌道を逸脱してしまったとき、何を話しているのか自分で分からなくなっ

てしまったとき、そういう状態の時は、集中的傾聴をストップして、全方位

的な傾聴から、クライアントの仕切り直しを促す提案をすることが要求され

る。加えて、コーチは、集中的傾聴のレベルか、全方位的傾聴のレベルで、

クライアントの話を聞くことが望まれる。（'1）

③自己管理

何を自己管理するかということであるが、コーチはあくまでコーチス・ボッ

クスの中から、選手（クライアント）に対して適切な,情報やサインを与える

ことが本来の仕事であるが、ついつい焦って、あるいは打てない打者にイラ

イラして、バッターボックスに自分が立ちたいという衝動|こかられることが

よくある。この衝動をセルフコントロールしなければならないというのが自

己管理の本質である。クライアントが行き詰まって右往左往しているような

ときは、いつの間にかコーチが「専門家」や「解決者」に変身してしまうこ

とがある。時に、相手がコーチに対して答えを求めるようなときもありうる

が、それに安易に応じてしまうと相手の中にコーチに対する依存心が芽生え、

｢自分の中に答えがある」ということを学ぶ機会を逃してしまうことになる。

コーチは自分の考えやアドバイスを意識的に控え、相手が自らの力で答えを

見つけられるように仕向けることが大切である。（'2）

ただし、状況によってはコーチがクライアントに対して専門家や解決者と

して自らの意思と行動を示さなければならないこともありうる。次頁図は、

コーアクティブ・コーチングが機能する対象を明確にしたものであり、タテ
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の矢印が仕事の重要度で、ヨコの矢印が仕事の緊急度を表している。仕事の

重要性と緊急性という二つの軸でマトリックスをつくると、４種類の仕事に

区分することができる。（'3）

コーチングが機能する領域

importance

emergency

出所：出所：伊藤守『コーチングマネジメント』デイスカバートウエンテイワン、

2002年、273頁。

前述した、コーチあるいは上司が具体的なアドバイスや解決策を与えなけ

ればならない仕事は、右側に位置づけられる２つの仕事である。特に重要か

つ緊急な仕事に対しては、コーチあるいは上司が具体的な解決策の指示やア

ドバイスを提供する必要性が出てくることはいうまでもない。つまり、コー

アクテイブ・コーチングを行う上で、緊急性を要する仕事は、コーチングに

適さないということになる。コーチングに適する仕事とは、左上の「重要だ

が緊急ではない仕事を担当する人」に対して行われるときに、コーチングの

効果が現れることになる。当然の事ながら仕事には、優先順位というものが

ある．緊急の仕事を放り出してコーチングを進めるわけにはいかない。しか

しなから緊急の仕事にぱかり追われていると、いつまでたっても、コーチン

グを進めることが出来なくなる。大切なことは、左上の重要だが緊急でない
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仕事というのは、将来、重要かつ緊急な仕事になるという事実である。重要

だが緊急でない仕事（その問題や課題）に対し、計画的、段階的に、コーチ

ングを進めていかないと、いつまでたっても緊急な仕事に追われてしまい、

企業の力も、社員の資質や能力も、向上しないことになってしまう。

上司またはコーチは、この４つの仕事の優先順位を踏まえた上で、自己管

理を徹底し、コーチングを前向きに進める環境と時間を作り出していくこと

が、マネジメント上、重要な管理要素になってくる。

④直感

直感・シックスセンスという資質は、科学的根拠が薄く、一般的にはあま

り信懸性のないものとしてみなされている。しかしながら、日頃の日常生活

の中でも、かなり直感による判断とか、ひらめき、気付きという体験をして

いることも少なくない。事実、作曲家や芸術家といった専門職は、かなりこ

の第六感から導かれるヒラメキで作品を作っている。このニュアンス、イメー

ジ、感じ、といったヒラメキが、コーチングでは非常に重要な要素となりう

る。このつかみ所のない、漠然とした存在を、コーチとのコミュニケーショ

ンによって、徐々に具体化させ、明確な言葉に結びつける。この出発点、キ

ッカケが、直感から導かれるヒラメキや感覚ということになる。（'4）

⑤行動

コーチングが、カウンセリングやコンサルタントといった類似する手法と

異なる点は、コーチとのコラボレーション（協働）によって、自ら判断し行

動することにより、自身の究極目的や将来的ビジョンに近づこうとすること

にある。そして、そこから何を学んだのかという「学習」という要素がコー

チングにとって欠かせないものになってくる。「上手くいった行動」「上手く

いかなかった行動｣、どのような行動であっても、それを振り返り、気付き、

学んでいく、このような一連の行動と学習によって、ゴールに近づいていく
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ことこそが、コーチングの目指す方向’性である。人間は夢中になって、意欲

的に、前向きに、物事に取り組むこともあるが、気力が無くなったり、妥協

したり、途中でギブアップしてしまうことも、当然、誰にでもありうる。そ

のような時に、パートナーと一緒に取り組んでいこうという共通の目的や約

束があれば、継続的努力の可能性は開けてくる。さらに学習については、行

動に移すということは、必ず「結果」が導かれる。すなわち計画したアイデ

アや発想が、正しいのか間違っているのか、あるいは適切なのか不適切なの

かを、結果によって判断することが可能となる。自身の行動結果を自らが評

価し自身の成長につなげていくことが、コーアクティブ・コーチングの最終

段階である「行動と学習」の重要な機能である。（'５）

以上のように、コーアクティブ・コーチングの４つの礎を基本理念とし、

クライアントの主題、そしてコーチに求められる資質・課題との相互補完性

の中に、コーチとクライアントとの真の関係が見い出されることになる。

このような帰納的アプローチによって体系化されたコーアクティブ・コー

チングの実践的本質が、アカデミックなアプローチ、とりわけマネジメント

論において、どのような位置づけとなり、また如何なる接点や共通性、ある

いは相違点が存在するかを次章で論じてみることにする。

第２章バーナード経営学から見たコーアクティブ・コーチ

ング

本章ではバーナード経営学から見たコーアクティブ・コーチングと題し、

前章で整理したコーアクティブ・コーチングの理念と役割、クライアントの

主題、そしてコーチに求められる資質と課題に関する本質をマネジメント論

の代表的な理論体系であるバーナードの考え方に照らし合わせ、その接点・

共通点及び相違点を明らかにし、コーアクティブ・コーチングのマネジメン

ト上の位置づけと評価を行っていくことにする。なお本章で取り上げるバー
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ナード経営学の構成要素は、第一節にて人間論と協働論、第二節にて組織論、

そして第三節にて管理論、以上三つの理論に依拠したサーベイを行うことに

する。

第１節バーナードの人間論と協働論から見たコーアクティブ・コーチング

まずバーナード経営学の人間論と協働論の立場から、コーアクティブ・コー

チングの「４つの礎」を解釈し、それぞれの共通性と異質`性について分析を

試みてみる。

バーナード経営学の人間論は、全人仮説を前提としており、一方の軸が

｢自由意思をもつ人間｣、もう一方の軸が「諸要因に制約された人間｣、双方

の軸によって構成されている。

｢ﾙﾅｷﾞの人間観:全人仮説くi二::::三11間」
バーナードは、個人に以下のような四つの人格的特性を付与している.そ

れらは、「①活動ないし行動、その背後にある②心理的要因（動機)、加うる

に③一定の選択力、その結果としての④目的」（'6)を指している。これはまさ

に、意思決定者、問題解決者としての個人を基盤に置く可人間一般の特性た

る行動形態を示したものである。バーナードは「行動なくして個々の人格的

存在はありえない」（'7)と指摘している。このように、「行動」を中心に分析

していくアプローチは、バーナード理論の重要な特徴であり、かつ行動科学

の立場でもある。

コーアクティブ・コーチングの第一の礎である「クライアントは自ら答え

を見つける能力を持っている」という基本的な理念と役割の特徴は、まさに

クライアントを行動の主体とみなし、自律的人間観に立脚した意思決定者あ

るいは問題解決者として捉えていることにある。この人間観は、バーナード

－１４－



バーナード経営学から見たコーアクティブ・コーチング（牛窪潔）

の全人仮説に準ずる捉え方であり、自律（自由意思をもつ人間）と他律（諸

要因に制約された人間）の交互作用により成長を遂げていく有機的存在とし

てクライアントを把握している。特に重要な点は、クライアントの将来を見

据え、クライアントの有する潜在的資質や能力を引き出し行動に結びつける

ことができれば、人間は必ずや成長を遂げることが可能になりうるという考

え方であり、このような信念に立脚した人間観が、コーアクティブ・コーチ

ングが前提とするクライアントの人間モデルとしての解釈である。

(1)人間はまず’鰯肋な`し行動する特性をもっている

(2)その行動は心理"ｸ凄因(動機ノによって喚起された結果である

(3)さらに－ｼ言の選択力や自由意毎をもっている

(4)ゆえに目的岳段筐することができる

さらにバーナードは、「行動」の背後には「心理的特性」が存在しており、

人間は経済的・非経済的動機に喚起されることによって行動をする存在とみ

なしている。また行動に至る背後には「一定の選択力」「決定能力」ならび

に「自由意思」が存在しており、このことは言い換えれば、人間は意思決定

の能力をもち、選択の自由をもつことを意味している。この自由とは、個人

的、道徳的、法的責任に基づいた意思決定であり、まさに責任ある選択と行

動を指していることになる。（'8）

コーアクティブ・コーチングの第二の礎である「クライアントの人生全体

を取り扱う」という基本的理念と役割には、コーチはクライアントを将来的

視点から見据えることに加えて、トータルな視点から考慮、尊重、サポート

していくことが要求される。そのために最も重要なことは、クライアントの

価値観に立脚した自身の人生観、信念、ミッションを有することであり、そ

のことが人間を動かす強い動機（心理的特性）を喚起し、さらに責任ある選

択と行動によって、社会的存在に対する正当性を確立することに繋がってい

く。このように、人生の究極目的と貢献意欲と存在価値の有機的連関性によ

－１５－



琉球大学・経済研究（第68号）2004年９月

り、人生全体を視野に入れることをコーアクティブ・コーチングでは重要視

している。

このことは、コーアクティブ・コーチングの第三の礎たる「クライアント

が主題を決める」という理念と役割にも関連してくる。クライアントの主題

は、フルフィルメント（充実した人生)、バランス（バランスのとれた人生)、

プロセス（プロセスを大切にする人生)、以上の三つの指針から導かれるも

のとしている。この三つの主題は、あくまでクライアント本人の価値観と人

生観に立脚したものであり、コーチはクライアントが主題やテーマを明らか

にするためのサポートをしていく存在にすぎない。したがってコーチの関心

は主題やテーマに取り組んでいくクライアントそのものに注がれることにな

る。コーチの役割は、前述したクライアントの究極目的（主題)、貢献意欲、

存在価値の有機的連関'性の自己認識にあり、その気づきと発見を多様な角度、

複数の視点、意外な方向性から導くことにあるといえよう。

バーナードは人間の選択力には限界があると指摘している。すなわち、

｢人間は物的、生物的、社会的諸力の合成物として、これらの諸力に規定さ

れ、制約された存在」ｕ，)という解釈である。そしてこの制約とは環境の物的

要因と、個人の生物的才能または能力と、社会的要因の三つによって構成さ

れ、個人の生物的才能や能力が制約となって目的が達成されない場合、協働

が成立すると指摘している。

｜篝11'１:二諸要因に制約された存⑥
コーチとクライアントとの協働の成立条件は、まさにクライアントの生物

的才能・能力を制約とみなし、コーチとの協働的努力によって、その制約を

克服することにあるといえよう。このように人間は自律的人間観に立脚した
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意思決定者ではあるが、そこには限界や制約が存在している。この限界や制

約を克服するために作るのが協働システムということになる。「協働システ

ムとは、少なくとも一つの明確な目的をもつ複数の人々が、協働することに

よってつくりあげるシステマティックな複合体」⑫o)ということになる。そし

て、公式組織とは協働システムの中に含まれる－つの体系であり、各協働シ

ステムの共通した要素でもある。

バーナードは公式組織を「二人またはそれ以上の人間の意識的に調整され

た行動または諸力のシステム」（21)と定義している。そして公式組織は、以下

に示す３要素が揃ってはじめて成立するとしている。

(1)共通の目的

(2)協働意欲

(3)コミュニケーション

コーアクティブ・コーチングにおけるコーチとクライアントとの協働作業

は、まさに「共通の目的、協働意欲、コミュニケーションという公式組織成

立の三要素」（22)によって、その骨格が成立することになる。後述するが、と

りわけ、共通の目的と協働意欲とを有機的に結びつけるコミュニケーション

の機能こそが、コーアクティブ・コーチングの第四の礎である「クライアン

トと意図的な協働関係を築く」という基本的理念・役割に相当してくる。

第２節パーナードの組織輪から見たコーアクティプ・コーチング

本節では、クライアントを二つの人格を有する人間として捉え、双方の両

立と調和をテーマとするコーアクティブ・コーチングの基本的な課題を整理

してみたい。

(1)個人人格としての個人へ▲

(2)組織人格としての個人／シ両立が困難な存在
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①共通の目的に関するマネジメント的課題

二つの人格とは、個人人格としての個人と組織人格としての個人である。

すなわちプライベートな生活における人格と職業人としての人格との二種類

が存在するが、前者は主観的、個人的、内的なものであるのに対し、後者は

客観的、非個人的、外的なものである。この両人格性を理由に、共通目的の

理解と受容の面で個人差が生ずることになる。またバーナード組織論の本質

として、組織の目的と個人の目的とは基本的に一致しないものとして捉えて

いる。すなわち、この二つのギャップをいかに克服していくかが、バーナー

ド組織論の課題の一つになるわけである。（23）

②協働意欲に関するマネジメント的課題

協働意欲とは、組織の目的に対して努力を貢献しようとする個々人の意欲

であり、個人の動機と不可欠な関係にある。この協働意欲に関する現実的か

つ顕著な事実は、協働意欲の強さが個人によって異なるということである。

つまり、強い意欲をもつ人もいれば、さほど意欲をもたない人、さらには反

対の意思を示す人も組織には存在しており、バーナードによれば、現代社会

における多数の人々はマイナスの側にいると指摘してる。

また、個人の協働意欲の強度は一定不変なものではなく、断続的・変動的

なものでもある。疲労、不愉快な体験、業務の行き詰まり、人間関係の葛藤、

などによって意欲は低下するし、反対に支援や声援をおくられたり、仕事の

達成や周囲からの期待などによって意欲は高まるものである。協働意欲に関

するバーナード組織論の課題は、各個人が抱く協働意欲の変動性と断続性を

いかにバランスさせ継続させていくかがもう一つの課題ということにな

る。（2.）
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③コミュニケーションに関するマネジメント的課題

個人と組織の同時的発展という課題

鰯:鯛:削繍丁蝋
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞによれば.共通目的達成．葹亀面詰戸〉
の可能性と協働意欲を有する個人の存

在は、右図に示したごとく組織の両極に位置づけられている。この両極を結

びつけ、ダイナミックな活動にする過程がコミュニケーションの機能という

ことになる。共通の目的を設定しても、それが各個人に伝わらなくては協働

意欲も生まれようがない。また必要な情報や適切なる指示が伝達されなけれ

ば合理的な意思決定を行うこともできない。このようなことから、バーナー

ド組織論の全体系を通じてコミュニケーションは中核的な位置を占めること

個人の協働意欲の強度に関する異質性と変動性、あるいは組織目的と個人

の動機とのギャップ、また組織の両極に位置する協働意欲と共通目的との距

離や課題を調整し、バランスをとり、統合していく中核的要素として、バー

ナードはコミュニケーションを位置づけている。ただしバーナードは、この

コミュニケーションの概念については明確な定義づけをしていないが、実質

的にそれは、単に伝統的組織論がいう「命令と報告」という意味合いだけで

はなく、必要情報の提供、説明・説得、提案、質問、支援、教導、といった

権限によるというよりはむしろ責任にもとづく行動を重視する、管理者のコ

ミュニケーション機能が考えられる。これらは、伝統的組織論のいうコミュ

ニケーションの上から下への論理に加え、下から上へ向かうコミュニケーショ

ンの必要性を主張している。このことはまさに、コーアクテイブ・コーチン

グの基本理念及びコーチとクライアントとの協働的努力に符合する接点であ

り、とりわけコミュニケーションを中核的な機能に位置づける考え方は、人
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のマネジメントの実践的本質として特筆すべき共通性を示しているといえよ

う。（26）

④職業人的価値観の生成・強化に関する課題

以上のように、組織の内的均衡は、組織の３要素間のバランスをとってい

くことであるが、その中でもとりわけ、コミュニケーション機能が重要視さ

れている。そしてこの内的均衡は、次に述べる組織の外的均衡に依存してい

る。さらに組織の外的均衡は、個人、組織、環境、それぞれのシステマチッ

クな貢献と誘因の交換関係をモデル化したものであり、まさに職業人として

の個人に対する役割と機能を明確化させるマネジメントの哲学に対する示唆

を与えてくれる考え方でもある。以下に職業人としての価値観、信念、哲学

に相当する本質をパーナード・サイモン理論の中核的な理論的枠組みである

｢組織均衡論theoryoforganizationequnibrium」（27)の考え方に準拠し、

その内容を体系化してみることにする。

オープン・システムとしての組織が長期的な存続を遂げていくためには、

｢組織の外的均衡」が必要となるが、この均衡は下記に示したごとく二元的

な側面をもっており、両者のバランスによって組織の均衡が成り立ち、組織

の長期的な存続と発展が図られていくことになる。

「組織と環境との均衡」と「組織と個人との均衡」とのバランスによって

組織の均衡が成り立つわけであるが、両者は連続的な一元化されたニーズと

貢献と満足の均衡の上に成り立っている。それではまず、具体的なビジネス

の流れを概観してみることにする。

ビジネスの出発点は顧客のニーズにはじまる．この顧客のニーズの中で、

優れた経済財の提供という期待と要求が企業に寄せられる。そして企業は顧

客の期待と要求に応えるために企業目的を設定し、組織成果の達成に向けた

企業活動を展開していくことになる。この企業活動の担い手は個人であり、

顧客の期待と要求および企業目的達成への期待や要求が個人に向けられるこ
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組織均衡論のイメージ図

｢個人と組織の均衡：能率」 「組織と環境の均衡：有効性」

企業内

個人の職能＜－

環境

客ニーズ

客の満足

客の貢献

葛目、耳

証の

個人の意欲一一

個人

個人の満足＜一

個人の

の苣因（： の５１大I（Ｂ木||布

霧悶(ヨＥ： の５ｍ

誘因≧貢献→満足→貢献意欲

誘因く貢献→不満足→意欲喪失

誘因≧貢献→存続・成長

誘因く貢献→縮小・衰退

とによって、個人の果たすべき役割と機能が明確化する。個人はこの期待と

要求に適う貢献を仕事を通じて展開し、協働により優れた財やサービスを創

造し、それらを顧客に提供する。顧客は企業から提供された財やサービスを

受け取り、それによって満足を抱いた場合、その代償としての代金を企業に

対して支払うことになる。この代償として支払われた代金は企業にとっての

経済的利益となり、経済的な誘因の余剰として蓄積されることになる。この

ような取引関係が継続すると、顧客はその満足感から企業に対し、人気と信

用を抱くようになり、さらなる期待と要求を寄せるようになる。この人気、

信用、さらなる期待とは、企業側にとっては非経済的利益となり、非経済的

な誘因の余剰として蓄積されることになる。そして、企業は個人に対して、

この誘因の余剰の中から、個人の貢献に見合う誘因（経済的・非経済的）を

分配することによって個人の満足を充足させ、さらなる貢献意欲を喚起させ

ることになる。

以上のような、個人、組織、環境、それぞれのシステマチックな貢献と誘

因の交換関係及びそれぞれの均衡によって、個人たる従業員は職務満足を抱

き、組織は質的な成長を遂げ、顧客満足を基軸とする社会の健全なる成長が
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可能になるわけである。このような組織均衡論の基本的な考え方と仕組み、

すなわち、社会の要求と個人の要求とを両立せしめる組織活動の在り方と意

義を、職業人たるクライアントが気づき発見することによって、プロとして

の価値観、信念、使命感が生成・強化されることに繋がっていくと考えられ

る。

第３節バーナードの管理論から見たコーアクティブ・コーチング

これまでにバーナードの人間論・協働論そして組織論の概要を論じ、コー

アクティブ・コーチングとの接点及び共通｣性について論じてきたわけである

が、最後にコーアクティブ・コーチングの実践的な特徴に最大の焦点をあて、

バーナードの管理論に準拠しながら、その本質をサーベイしていくことにす

る。

バーナードは「管理」を次のように規定している。「管理とは他の人々の

活動を調整することである｣、また「管理の業務は組織の業務ではなく、組

織を継続的に活動させる専門業務である｣。さらにバーナードは、管理職能

を次のように規定している。「管理職能とは協働努力のシステムを維持する

専門業務である｣。（28）

そして彼の主張する本質的な管理の諸職能は、組織成立の諸要素（コミュ

ニケーション、協働意欲、共通目的）に対応するものとなっている。そして

バーナードの管理に関する考え方を要約すると以下のような解釈をすること

ができる。

管理（マネジメント）とは、社会システムの－機関（必要不可欠な存在）

である組織体の均衡を維持し、その長期的な存続と成長を図る、マネジャー

の専門的な貢献行為ならびに責任ある選択と行動である。

この解釈に登場するマネジャーが、まさしくコーアクティブ・コーチング

のコーチに相当しており、クライアントの主題を協働的努力によって達成し

ていくことが、コーチの役割であり使命ということになりうる．以下にマネ
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ジャーの３つの管理職能の実践的本質を整理し、コーアクティブ・コーチン

グにおけるコーチの役割と機能との共通`性及び相違性を見出してみることに

する。

マネジャーの管理職能

１，目的と目標の定式化（究極目的への統合と調整）

２、必要な活動の確保（メンバーの貢献意欲の喚起）

３，コミュニケーション・システムの維持（権限受容説）

①目的と目標の定式化（究極目的への統合と調整）

バーナードは目的と目標の定式化に関する留意点を次のように述べている。

｢目的の定式化と規定は広く分散した職能であり、そのうちより一般的な部

分だけが管理者の職能である。この事実こそ、協働体系の運営に内在的で最

も重大な困難、すなわち下層の人々に一般目的、いいかえれば重要決定を教

え込んで常に結束を保ち、究極の細部決定をその線にそわしめる必要性と、

上層部にとっては、とかく遊離しがちな「末端」貢献者の具体的情況ならび

に特殊決定を常に理解している必要性、が存在するのである。目的にそった

決定を上下一貫して調整しなければ、一般的決定および一般的目的は組織的

真空における頭のなかだけの過程にすぎず、誤解の累積により現実から遊離

することになる。大綱目的を定式化し、それを再規定する職能は鋭敏な伝達

体系、解釈上の経験、構想力、および責任の委譲を必要とする職能であ

る｡」(29）

この考え方は、いわゆる「目的と手段の連鎖原則」に基づく組織目的と個

人目的との統合を目指す管理者の「調整業務」の重要性を強調しているとい

えよう。言い換えれば、客観的なニーズによって導かれる組織の究極目的と、

その目的実現を担った個人の役割と機能との有機的関連性を的確に伝え、分

かりやすく解釈させ、貢献の本質に気づかせ、責任ある行動を喚起させるマ
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ネジャー（コーチ）の管理責任行動に依拠している示唆が伺える。

つまり、目的と手段の連鎖関係から、各部門や各担当者の仕事を組織の究

極目的へ統合するように、それぞれの目的を明確に設定し、客観的ニーズか

ら導かれる各担当者の役割と機能を規定し、自律的な意思決定と行動を喚起

させる調整作業こそが、第一の管理職能の本質といえよう。

②必要な活動の確保（メンバーの貢献意欲の喚起）

バーナードのいう第二の管理職能は、必要な活動の確保である。すなわち、

組織メンバーの貢献意欲を喚起させ、仕事の効率を高めていく機能と役割に

相当する。そして個々のメンバーの貢献意欲（協働意欲）を喚起させるため

のマネジャーの管理職能として、二つの方法「誘因の方法：８つの誘因の提

供と、コミュニケーションの方法」（30)の実施を主張している。

バーナードによれば、「誘因の経済」のなかで、自律的人間観に立脚した

意思決定者・問題解決者としての個人に対して、８つの誘因を適切に分配・

提供していかないと、真の貢献意欲は喚起されず、優れた成果（顧客満足を

実現する財やサービスの創造）には繋がらないとしている。この８つの誘因

の方法で特筆すべきことは、先に論じた組織均衡論では、個人と組織の貢献

と誘因の取引関係の中で、個人に対する誘因は組織が提供することになって

いる。確かに、物質的誘因は経理部から、非物質的な機会は人事部から、好

ましい物的条件は総務部から、一般に提供される誘因といえる。すなわち組

織から提供される誘因ということで一応の解釈はできる。しかしながら、理

想の恩恵、社会結合上の魅力、,情況の習慣的なやり方と態度への適合、広い

参加の機会、心的交流の場、これら５つの誘因は、組織から提供されると言

われても、具体的にどの部門が与えているのか皆目検討がつかない。実際に、

この５つの誘因を提供している担い手こそがマネジャーということになる。

マネジャーが、仕事を通じて、部下達に、これら５つの誘因を提供すること

によって、部下の動機は充足され、貢献意欲が喚起されることになるわけで
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ある。

コーアクティブ・コーチングでは、コーチがクライアントに対して直接提

供するコーチングスキルが、パーナードのいう８つの誘因に相当すると考え

られる。承認のスキル、肯定質問のスキル、拡大質問のスキル、反映のスキ

ル、中断のスキル、挑戦のスキル、具体化のスキル、確認のスキル等、１００

以上に及ぶコーチングスキルが存在する。コーチは、クライアントとのコミュ

ニケーションの中で、先に述べた５つの資質を効果的に活用し、状況に応じ

たコーチングスキル（誘因）を選択しクライアントに提供することによって、

クライアントのヒラメキ、自己発見、気付き、といった効用（満足感）を導

いているわけである。さらに誘因の方法を補完するコミュニケーションの方

法に関しては、下記のモデルを参考にその実践的本質を整理してみることに

する。

コーチング・コミュニケーションの類型

｢権限(管理者：上司)」「責任(管理者：上司)」
命令指示説得説明教導補佐示唆提案支持支援

（上司の部下に対するさまざまなコーチングの機能）

｢他律性(部下)」→→→→→→成長のベクトル→→→→→→「自律性(部下)」

上図はコーチがクライアントに対して示すさまざまなコーチング・コミュ

ニケーションの機能を整理したものである。人間は通常、「他律性：人に何

かしてもらいたいというニーズ」と「自律性：自分でやってみたいというニー

ズ」との交互作用のもとに成長・発展していく有機体ということになる。

例えば、入社したてで、右も左も分からなく、知識・経験・技術力が未熟

な段階では、「思い通りに自由にやってみなさい」とか「自分の裁量を信じ

て行動してみなさい」と言われても、何から手をつけていいのやら、どうやっ

て行動していいのやら、皆目見当がつかないであろう。このような時は、自

主的な判断を任されるというよりも「外部からこうしてみなさい」とかに
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の方法でやってみなさいとか」適切なる命令や指示を受けた方が、人間は行

動しやすいものである。そんなときクライアントはコーチに対して適切な説

明・説得・補佐といった他律的な指導を求めるであろうし、さらには的確な

る指示や命令といったコミュニケーションを望むものである。

しかしながら、人間は成長を望む有機体でもある。自分の考え方やノウハ

ウに関して自信がついてくると、まわりから“ああせい、こうせい，，と言わ

れて行動するよりも、自主的、自律的に行動し、成果を上げてみたくなるも

のである。例えば、仕事が計画通りに進み成果を上げたとき、自分のアイデ

アが会議で認められ回りからの期待をかけられたとき、地道な調査・研究に

よって新商品に関する商品仮説が煮詰まってきたとき、このようなときは、

他からの命令や指示といったコミュニケーションは本人にとっては負担とな

り、自らの意思に基づいて意思決定し、行動を展開したくなるものである。

そんなクライアントに対するコーチのコミュニケーションは、示唆・提案・

支援といった機能が適切になるであろう。

「コーチング・コミュニケーションの本質」

コーチはクライアントの全/ｉｔ;'(況昏零慮ムかつ凋手6a意フウ善蕊重しつる

適切なコミュニケーション機能逵選探し実J巌する／

つまり、コーチは、クライアントが現在置かれている全体状況を考慮し、

かつ相手の意向や感情を尊重しうるコミュニケーション機能を、状況に応じ

て選択し、実践していくべきではないか、またそうすることによって部下は

成長し、より質の高いコミュニケーションが可能になりうるというのが、コー

チング・コミュニケーションの本質、すなわち経営者・管理者の責任ある選

択と行動ということになる。

資料出所：出所：牛窪潔「職場のコミュニケーションと動機づけ」『人事マネ

ジメントのケースと理論』五絃舎、2001年、４５～66頁。
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③コミュニケーション・システムの維持（権限受容説）

第三の管理職能は権限受容説を基調とするコミュニケーション・システム

の維持である。バーナードは、権威を次のように定義している。「権威とは、

公式組織におけるコミュニケーションの』性格であって、それによって、組織

の貢献者ないし構成員が、コミュニケーションを、自己の貢献を支配するも

のとして、すなわち、組織に関してその人がなすこと、あるいはなすべから

ざることを支配し、あるいは決定するものとして、受容するのである｡」（３１）

このバーナードの権威論は、(1)権威の主観的側面（個人的側面）と(2)権威

の客観的側面（組織的側面）との二つの側面から成り立っている。前者は

｢権限受容説」を基調とした考え方であり、権限は、上司が下した命令（コ

ミュニケーション）が部下に受容されてはじめて上司に付与されることにな

り、もしその命令を部下が受容しなければ、上司の権限は成立しないことに

なる。つまり、命令が権限をもつかどうかの決定は、命令を出す上司にある

のではなく、命令を出される部下の側にあるという考え方である。そして後

者は伝統的組織論に準拠した「上位権限説」を基調とした考え方であり、こ

こでの権限とは、職務の遂行責任を行使していく際に必要となる意思決定の

範囲とその影響力をフォーマルに定め認めたもの、ということになる。そし

てバーナード権威論の特徴は、双方の側面の調和と統合にマネジメントの重

要性がおかれていることであり、この実践こそが管理責任行動に繋がる一要

素と考えられる。
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コーアクティブ・コーチングは、権限受容説の考え方に立脚したコミュニ

ケーションの機能を提唱している。自律的人間観に立脚した意思決定者・問

題解決者としての部下は、ルールや常識だけの権限を振りかざしたコミュニ

ケーションだけでは、望ましい成果を上げることを期待することは難しいと

いう考え方である。ルールを守ることは大切だが、常に部下のアクセプト

(受容）を考慮した、命令や指示でないと、部下は意欲的に行動し期待され

る成果を生みにくいというのが、バーナードの権限受容説の考え方、つまり

コーアクテイブ・コーチングとの接点ということになる。

しかしながら、バーナードの権威論は、この権限受容説に基づく主観的権

威と上位権限説に基づく客観的権威との調和と統合にマネジメントの本質を

おいている。すなわち、部下やクライアントのおかれている現在の'情況を洞

察・考慮し、その情況に応じた適切なコミュニケーション機能を選択し実施

することが重要であると指摘している。つまり、'情況においては部下やクラ

イアントに対して、命令や叱責を講ずる場合もあるし、問題解決に向けた具

体的な施策を提供する場合もありうる。これに対して、コーアクテイブ・コー

チングでは、クライアントは自ら答えを見つける力をもっており、コーチは

安易に専門家や解決者にならないように自己管理する必要性を強調している

が、クライアントの』情況によっては、コーチングとティーチングのバランス

を考慮したコミュニケーション機能が要求される場合も存在することがあり

うるのではないかと考える。

上司

｜
部下（権限）考え方・意見・アイデアの提案や指摘

ただし、上位権限説とは、基本的に上から下へのコミュニケーションルー
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卜が主になるが、権限受容説では下から上へのコミュニケーション、さらに

はヨコヘのコミュニケーションルートも含まれている。前頁図に示したごと

く、部下が上司に対して伝達した斬新な考え方、説得力のある意見、あるい

はユニークなアイデア等を上司が受容した場合、この部下は上司に対してコ

ミュニケーション上の権限を有することになる。このことは関連部門や同僚、

スタッフに対しても同様であり、上司への影響力、他部門や顧客への影響力

をもつことの現代的必要性と重要性を鑑みた場合、権限受容説の考え方は、

個性を活かす現代的人事管理の方向性と軸を同じにする考え方として評価で

きるし、まさにコーアクティブ・コーチングの考え方との接点と共通性が見

出せると判断する。

第３章コーアクティブ・コーチングのマネジメント論上の

位置づけ

前章までの分析と考察を踏まえ、コーアクティブ・コーチングの機能と役

割が、代表的なマネジメント論の枠組みのなかで、どのような位置づけにな

るかを整理し、本稿の結論的な見解を提起してみたい。なお、代表的マネジ

メント論の枠組みとして、伝統的管理論と行動科学論を取り上げ、双方の軸

によって構成される範囲の中で、コーアクティブ・コーチングが、どのよう

な位置づになるかを下記に論じてみる。

繋皇l-JH相互律－１鱗
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伝統的管理論の基本的な考え方は、外在性を基軸とする他律的な人間観を

想定しており、組織はフォーマルな原理・原則・ルールにもとづく静態的な

構造とみなされ、管理の視点は組織中心的な志向に向けられているのが特徴

である。これに対して行動科学論では、内在性を基軸とする自律的人間観に

よって個人を捉えており、組織は原理・原則といったルールというよりはむ

しろ、変化する環境に適応しうる動態的な存在としてみなされており、管理

の視点は個人の能力や活動に向けられていることが特徴である。

前頁図のごとく、伝統的管理論を左極に、行動科学論を右極に位置づけた

場合、バーナード経営学の位置づけは、「相互律｣、つまり双方の立場を受け

入れることが必要であるとされている。すなわち「いかなる条件のもとで、

いかなる関連において、またいかなる目的において、この二つの立場のいず

れかが有効に用いられるのかを、いかにして双方が同時に適用可能なものと

考えられるかをしめすことにある」（32)、としている。このようなバーナード

の基本的な考え方に立脚した場合、リーダーのコミュニケーション機能は、

命令や指示といった単独の機能に傾注することではなく、全体状況を考慮し、

かつ部下の意向を尊重しうる適切なるコミュニケーション機能を選択し、実

践することにあると考えられる。

コーアクテイブ・コーチングにおけるコーチとクライアントとのコミュニ

ケーション機能の特徴は、行動科学論の考え方に近似した位置づけになって

おり、バーナードの相互律の考え方とは若干の相違性が見受けられる。クラ

イアントを自律的人間観に立脚した意思決定者・問題解決者として個人を捉

えつつも、全体状況に応じてメンバーのセンチメント（Sentiment）は変化

しうるものである。コーアクティブ・コーチングの理念と役割に準拠するこ

とを基本におきながらも、クライアントの状況を考慮し、時には説明や説得

や教導を施し、またきめ細かい提案や情報提供を施すといった、コミュニケー

ション機能の適切なる選択と行動が要求される場合もありうるし、またこの

ことがクライアントの受容に繋がってくることも考えられよう。
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結びにかえて：コーチングの導入に向けて

これまでに、コーアクティブ・コーチングの基本的な理念と役割について

言及してきたわけであるが、今やコーチングは、ビジネス界においても、新

しいマネジメント施策の一つとして注目を浴びるようになってきている。以

下に、ビジネス界におけるコーチングの導入目的を紹介してみることにする。

１，人事考課の職能面接制度と考課者教育

２，社員のモチベーションアップ（仕事意欲向上施策）

３，チームワークの強化

４，社内コミュニケーションの活性化

５、組織変革を効果的かつ速やかに進行させる

６、マネジャーのマネジメント能力の向上

７，営業マンのコミュニケーション・スキルの向上

８、新規事業の効果的な立ち上げ

９、新人・中途社員の新しい職場への適応プログラムの一環

１０、昇級試験へ向けてのチャレンジ

１１、効果的な会議運営の推進

１２、企業の経営理念、経営方針、経営戦略の立案

１３、目標管理制度の積極的な推進

このような様々な領域において、今後、コーチング技術が導入され、活用、

浸透していくようになると期待される。人の潜在的な資質や能力といった知

的情報は、顕在化されて、実際にその能力や資質が発揮される時を夢見て、

もの凄いスピードで動きもがいている。ただし、この潜在的な知的財産が顕

在的なものになる割合は非常に限られている。つまり、自ら分析し、整理し、

そして言葉の次元に落とし込まれ、明確化する割合は、非常に少ないといわ

れている.言葉の次元に落とし込むことによって、われわれは自分の目的や
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アイデアを理解し、行動につなげることができるわけである。しかしながら、

言葉の次元に落とし込まれていない、つまり何となくこんな風なんだけど、

多分あんな感じだと思うんだけど、といった次元では、言葉に落とし込まれ

ていないため理解することができない。理解できないということは行動に移

すこともできない。行動に移せないということは、結果や成果につながらな

いわけである。驚くべき事は、潜在的能力や資質の多くが眠っているという

事実である。

コーチング、ならびにマネジメントを基軸とする人材育成は、この眠って

いる資質や能力を自らが見つけ出し、はっきりとした言葉に落とし込んで理

解する。そしてその理解を行動につなげ、持続させ、成果というゴールにた

どり着く。そのサポートをしていくというのが、コーチング・マネジメント

の実践的本質といえよう。

[注］

（１）LauraWhitworth，HenryKimsey-House，PhilSandam，ＣＭＣ加ｅ

Ｃｂａｃｈｊ咽，Califbrnia，2002．

CTIジャパン訳『コーチング・バイブル』東洋経済新報社、2002年。

(2)ＩＤ勉，ｐｐ３－５前掲書28-30頁を要約して引用。

(3)ID/db，pp3-4・前掲書28-29頁を要約して引用。

(4)ID雌，ｐ4．前掲書２９頁を要約して引用。

(5)乃雌，ｐｐ､4-5．前掲書29-30頁を要約して引用。

(6)IML，ｐ5．前掲書３０頁を要約して引用。

(7)肋！｡，ｐ7．前掲書32-33頁を要約して引用。

(8)ID雌，pp7-8．前掲書33-35頁を要約して引用。

(9)ID雌，ｐ8．前掲書３５頁を要約して引用。

(10)ID雌，ｐｐ､10-11.前掲書38-39頁を要約して引用。

(11)Ibjd.，ｐｐ､9-10.前掲書36-38頁を要約して引用。

－３２－



バーナード経営学から見たコーアクティプ・コーチング（牛窪潔）

(12)ＩＭＬｐｐ､11-12.前掲書40-41頁を要約して引用。

(13)伊藤守『コーチングマネジメント』ディスカバートゥエンティワン、

2002年、272-275頁を要約して引用。

(14)LauraWhitworth，HenryKimsey-House，PhilSandahl，ＣＭＣ'ji）Ｃ

ＣＭ〃蝿,Califbrnia,2002,ｐ､10．

CTIジャパン訳『コーチング・バイブル』東洋経済新報社、2002年、３８

頁を要約して引用。

(15)ＩＤ舷，pll・前掲書39-40頁を要約して引用。

(16)Bamard,Ｃ,1.,Ｔ肋〃"c"ｏ１ｚｓｑ／伽Ｅ"c“tjzﾉc，HarvardUniv・Press，

1938,ｐ３．

山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳『新訳経営者の役割』ダイヤモンド社、

1968年、１３頁。

(17)ID雌，ｐ13．前掲書１３頁。

(18)ID肌，ｐ14．前掲書１４頁。

(19)乃雌，ppl3-16・前掲書13-16頁。

(20)乃勉，ｐ､65．前掲書６７頁。

(21)ID舷，ｐ74．前掲書７６頁。

(22)ID肌，ｐ82．前掲書８５頁。

(23)乃勉，pp86-89・前掲書89-93頁。

(24)乃勉，pp83-86・前掲書87-89頁。

(25)ID舷，pp89-91，前掲書93-95頁。

(26)乃舷，ppl65-166、前掲書173-174頁。

(27)Simon,ＨＡ.,Ａ伽jl0fs加伽比加Ujoγ,ＮｅｗＹｏｒｋ，1945,ppllO-122・

松田武彦・高柳暁・二村敏子訳『経営行動』ダイヤモンド社、1965年、

142-158頁を要約して引用。

(28)Barnard,Ｃ・I.，Ｔｌｉｃ〃"c"ｏｌ０ｓｑ／伽戯cc"加c，HarvardUniv、Press，

1938,ｐ､２１５．

－３３－



琉球大学・経済研究（第68号）2004年９月

ダイヤモンド社、山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳『新訳経営者の役割』

1968年､226頁。

(29)ＩＤ雌，ｐ233.前掲書243頁。

(30)ＩＭＬ，ppl40-153・前掲書146-160頁。

(31)１Ｍ.，ｐ163.前掲書170頁。

前掲書２２頁。(32)乃雌，ｐ21.

－３４－


