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①経営理念を組織に浸透させ，良
好な組織文化をつくること
②事業環境を見極め，組織のビジ
ョンや戦略を構築すること
③後継者を含め，人材を育成する
こと

前半は，リーダーシップ理論研

リーダーシップの学び方は，
①リーダーシップの基本を押さえ
る
②人から学ぶ
③実践とその振り返りから学ぶ
となるため，授業において，基本
を学び，大学院生同士でコーチン

■ 安 部 哲 也（あべ てつや）
admin@eqpartners.com
http://eqpartners.com/
03-5463-6525
EQパートナーズ株式会社 代表取締役社長。立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科（MBA）教授。
中央大学法学部法律学科卒業。経営学 修士（BOND 大学大学院）
。パナソニック入社，海外（香港）駐在員などを経験。
2002年 EQ パートナーズ株式会社を設立，代表取締役社長。立教大学大学院では，リーダーシップ論，アントレプレナーシッ
プ，修士論文指導などを担当。著書は『ワールドクラス・リーダーシップ』
（同友館）
，
『課長の心得』
（総合法令出版）等多数。
▶仕事のモットー「論語とそろばん」

グを行い，また，授業と授業の間，

グ会社ロミンガー社の調査による

ダー候補者複数名にコーチングス

自分の仕事や大学での活動の中

と，リーダーシップの開発に効果

キルトレーニングを研修や個別コ

で，リーダーシップを実践し，授

があるのは，研修から10％，人

ーチングで行い，お互いにペアで，

業時に振り返りを行うなどしなが

から20％，仕事から70％という

例 え ば 月 1 回， 交 互 に30分 ず つ

ら，リーダーシップ開発を進めて

結果が出ている。

コーチングを実施することも勧め

いく。

人からとは，上司，同僚，メン

ている。

ター，コーチなどから学ぶという

そして何より，リーダーシップ

熊本大学大学院 博士課程向け

ことである。当然，ロールモデル

開発の70％を占める実務から学

リーダーシップ研修（ 7 時間×

ともいえる良い上司・同僚から学

ぶ部分も見逃せない。これは，た

3 日間）

べるものは大きい。逆に「この人

だ漫然と実務をこなしていれば，

医学部，薬学部 博士課程大学

のようにはなりたくない」という

リーダーシップを学べるというも

院（日本人＋外国人）向けに，セ

反面教師的な上司・同僚から学ぶ

のではない。

ルフ，チーム，グローバル，ソー

ところも大いにある。筆者の場合

一つはその実務の質が問題であ

シャル，リーダーシップ研修（英

も，ロールモデル的な上司と反ロ

る。「リーダーシップ開発には，

語）を行っている。社会人経験の

ールモデル的な上司から学ばせて

タフアサインメントが必要であ

少ない大学院生が多いため，分か

いただいた。

る」と言われるように，新しい業

りやすい企業事例や，体を動かし

日本企業ではあまり取り入れら

務への挑戦や，既存の業務であっ

ながら行う体感演習，コミュニケ

れていないが，欧米のグローバル

てもこれまでのやり方を変えた

ーション演習などを多く取り入

カンパニーでは，社内外のメンタ

り，挑戦的なストレッチゴールを

れ，リーダーシップとは何か，ど

ーやコーチを活用してリーダーシ

設けたりすることが重要である。

う実践していけばよいのかを学ぶ

ップを開発することも，積極的に

実務を通じてリーダーシップ開

ようにしている。

行われている。

発の効果を上げるには，研修で基
本を押さえ，上司・同僚やメンタ

バングラデシュ，ネパール，中

エグゼクティブコーチングで

国などからの留学生と日本人学生

は，数百万円，ときには数千万円

ー，コーチなどからアドバイス，

が一緒に，言語は英語で講座を行

のフィーがかかることもある。し

フィードバックを受ける。そして，

うため，異文化環境におけるグロ

かしながら，エグゼクティブコー

実務を通じて，リーダーシップの

ーバル・リーダーシップを体感で

チングの第一人者であるマーシャ

実践と振り返りを行うことが重要

きる。また，受講の 1 年後にフォ

ル・ゴールドスミス氏は，「プロ

となる。

ローアップ研修を行っている。

のコーチによるエグゼクティブコ

アフター・アクション・レビュ

ーチングは大いに効果があるが，

ー（AAR：After Action Review）

人から，仕事から，

同じような立場の者同士によるピ

という，リーダーシップ開発のた

リーダーシップを学ぶ

アコーチングは，同様に効果があ

めの目標設定，計画，そして実践

るという結果がある」と述べてい

の振り返り，学びの確認を行う手

る。

法の活用も効果的である。

このようにリーダーシップ開発
のための研修や講義について述べ
てきたが，米国のコンサルティン

そこで筆者は，リーダー，リー

2018.1

人事マネジメント
www.busi-pub.com

103

