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[アドラー流 勇気づけの章] 
全ては「関係の質」：今まで多くの会社を観察して来ましたが、上手くいっている会社と、上手

くいっていない会社の「違い」を見ていると、「人間関係に差がある」ようです。そこで是非、

実践してほしいのが、本章でお話しする「勇気づけ」です。勇気づけって言うと、よく「相手の

気分を良くするゴマすり」のように感じる人がいるのですが、勇気づけの目的は、「適切な、よ

い信念」を身につけて欲しいと思って行う働きかけであり、褒めること（＝適切な行動をして欲

しい）とは、目的が異なります。勇気づけた結果、「健康な人格」を身につけて欲しいと思って

います。ちなみに、「不健康な人格」へ導く働きかけは、勇気くじきと言います。（巻末参照） 



「組織の成功循環モデル」という話 

 

リーダーは、常日頃結果を求められており、何よりも結果（数字）を出すことが大事だと

考えている人も多いはずである。それは組織を率いている身であり、数字が出なければ会

社は存続できないので、当然のことである。 

しかし、結果だけを追い求めると、なかなか目標は達成できない。「成功循環モデル」と

いうものがある。 

 

組織の成功循環モデル（マサチューセッツ工科大学 ダニエル･キム教授 提唱） 

 

 

マサチューセッツ工科大学のダニエル･キム教授が提唱していたものだが、「成功循環モデ

ル」とは、組織に成功をもたらす基本的な考え方である。 

組織の循環モデルには、「グッドサイクル」と「バッドサイクル」がある。 

 

バッドサイクルは、結果だけを求め、「結果の質」「売上げ」を向上させようとすること

から考え始める。しかし、なかなか成果が上がらず「結果の質」が低下すると、対立や押

しつけ、責任転嫁や命令（強制）が横行するようになり、「関係の質」が低下する。 

まれに一時的に成果が上がるかもしれないが、それはメンバーが追い詰められた状態で絞

り出した成果に過ぎないので、持続せず、結局同じサイクルに入ってしまう。 



「関係の質」が悪化すると、やらされ感を感じ、メンバーは考えることをやめ、受け身に

なってしまい、仕事がつまらないと感じ、「思考の質」が低下する。受け身なので、当然

自発的・積極的に行動しなくなり、「行動の質」が低下して成果が上がらなくなる、つま

り「結果の質」がさらに低下するのです。（行動の産物が結果に結びつく） 

停滞していたり、なかなか成果の上がらない組織は、このようなバッドサイクルに陥って

いることがよくあります。 

 

一方で、グッドサイクルは、「関係の質」を高めるところから始める。「関係の質」を高

めるとは、相互理解を深め、お互いを尊重し、認め合い一緒に考えることである。ここか

ら始めると、メンバーは自由に発言し合い、気づきを覚え、面白いと感じるようになり、

「思考の質」が向上する。仕事が面白いと感じるので、自ら考え、アイデアを実現する為

に自発的に行動するようになり、「行動の質」が向上する。その結果として「結果の質」

が向上し、成果が得られ、ますます信頼関係が高まり、「関係の質」が更に向上する。 

 

「関係の質」の大切さを理解せずに、「結果の質」だけを求めていると、部下との信頼関

係を築けず、どんなに努力しても組織として結果を出せないという状況になる。 

遠回りをしていると感じるかもしれないが、何よりもまずメンバーとの「人間関係の質」

を高めることが、成果を持続的に出していくための近道である。メンバーに対して「結果

を出せ」と怒鳴り散らす前に、リーダーがやるべき大切な行動である。 

 

今日から、「グッドサイクル」を回す方法を考えませんか？ 

 



【対人関係論】の話 すべての人間関係は「自分」と「相手」、その間にある「関係」、

全体を取り囲む「環境（家族・職場・地域）」の四つで構成されている。 

  

 

アドラー心理学では、相手や自分の「心の中に問題がある」とは考えていなくて、自分と

相手の間の中にある「関係の質」に問題があると考えています。【対人関係論】 

ですから私のセミナーでは、終始「関係を改善しよう」「関係の質を高めよう」「よい関

係を築こう」と皆さんに勧めています。（パワハラ問題は、関係の質が悪い証拠） 

・関係が良ければ…仕事に喜び、やりがい、能力を開花し、幸せを感じているでしょう。 

・関係が悪ければ…反発、不平不満、消極的、諦め、絶望、離職を感じているでしょう。 

Ｑ．『あなたの職場はどうですか？』 

この本は、相手と「良い関係」を築くことができる「相手を勇気づけるメッセージ」を

日々実践していただきたいと思って用意しました。【目的】 

その場合「自分」と「相手」、どちらかが行動を変えれば「関係の質」は変わります。 

どちらを変えても構わないのですが、相手に「変われ！変われ！」と強制して、お互いの

関係がもし「悪くなる」のなら、自分が変わるのが「効率的」のように思います。これは

別に「こっちが悪い」、「向こうが悪い」とか言っているのではなくて、自分に変えられ

るのは、自分自身の行動だけだからです。もっともその結果、相手の行動も変わります。 

あなたが変われば相手も変わる。あなたが「勇気づけ」を実践し続けて行けば、必ず周り

は変わっていきます。継続すれば、環境（全体）へ影響を及ぼすことができます。 



●「勇気」とは何ですか？ 

人間が、建設的に暮らしていこうというときに、絶対必要な要素は、「勇気」だと思う。 

子供が不登校になるとか、非行少年になるとか、勉強しなくなるとか、大人が暴力的にな

るとか、夫婦喧嘩や離婚するとか、精神病や神経症（引きこもり）になるとかいうのは、

結局全部、「建設的に生きていく勇気」がくじかれているからだと私達は考えています。 

              （活力） 

 

●勇気を失う事がいちばん破壊的 

アドラーは、「すべての人々の問題、すべての不適切な問題行動の根本原因は、勇気を失

っていることだ」というふうに考えました。 

建設的な目標追求には、たくさんの勇気がいります。地味な、こつこつと努力をしなけれ

ばならないような生き方には、大きな勇気が必要です。勇気をくじかれた人たちは、その

こつこつルートを通ることができなくなって、弱虫用の近道をするんです。しかしながら

それは、無責任な行動の仕方であり、臆病な行動の仕方です。われわれが、なぜ勇気づけ

を行うかと言うと、彼らが彼らの人生目標に向かって、もっとも建設的なやり方で誠実に

生きて行って欲しいと願うからです。「健康な人格」でもって、幸せな人生を過ごして欲

しいと思うから。不幸な惨めな人生を送って欲しくない。そう思いませんか？ 

 

 

●人はどんなときに勇気をくじかれるか？ 

叱ったり罰したりすると、勇気がくじかれると思いませんか？叱るや罰の唯一の利点は、

「速攻性がある」です。しかし、代償として人間関係を粗悪にしています。罰の副作用と

して「関係の質が悪く」なり、「建設的に生きようとする勇気をくじく」が起こります。 

「関係の質」はとても大切で、相手をサポートしようとか、アドバイスや助けてあげよう

と思った時、相手と仲良くなかったら、誰も助けられません。敵対されたり、憎まれたり

されていると、相手を援助できなくなります。とにかく叱ったり罰したり「悪い関係」の

状態のまま、彼らを何とかしようと助言をしたって、絶対に無理です。届きません。 

「だって味方の言うことなら聞くでしょ。 嫌な奴の言うことは、たとえ正しくても、 

いやむしろ正しければ正しいほど聞きませんよ」 

相手にとって「嫌な奴（悪い関係）」になってしまったら勇気づける力は無くなります。 

言葉が届かなくなります。だから勇気づけようと思ったら、「相手の味方」でなければな

らない。まずは、相手の味方になることがスタート地点！（今日から味方になろう！） 

 

 

●相手を変えようとするのではなく、勇気くじきシステムを変えよう 

少し全体の話をしますね。そういう「勇気がくじかれた人」が、「組織の中」から何度も

出てしまっていたら要注意です。それは、その組織の構造、組織が動いているルールが、

勇気くじきのシステムになっているからです。これは家庭でも、他でも同じことです。 



問題を起こす人が継続して出るのは、その「集団全体」が病気にかかっているんです。 

問題を起こした人だけを一所懸命に何とかしようと思っても、なかなか上手くいきませ

ん。（辞めさせても第２、第３の問題児を生む。または、人がどんどん辞めて行く環境） 

集団全体のバランスが悪影響を及ぼしていたり、崩れているということであれば、勇気く

じきという「毒」が集団や会社組織または家族の中にあるので、「勇気くじきシステムを

変更する」んです。一度、腹を割って全体で話し合うことをオススメします。 

 

「一歩を踏み出せば未来は変えられる」できることからコツコツと 

 

●まずは、とにかく「ありがとう」「うれしい」というネタを探しましょう 

相手にとって具合の悪いこと、不都合なことを見つけた時は、できるだけ少ししかモノを

言わない方がいいんです。その時に逆上して感情的にモノを言おうとすると、「あなたは

間違っていて、私は正しい」などと証明したくなる。そしたら関係がますます悪くなる。

そんな時は、なるべく声をかけないで、最低限のことをちょっと言っとけばいい。その代

わり、日常の普通の業務で「よい関係」を築いていなきゃいけないな。（凡事徹底） 

 

 

まず「ありがとう」をたくさん伝えられる「よい関係」になりたい。 

その時「こんなの当たり前」だと思うと、発見出来なくなる。 

そして「あの人はありがとうを言ってくれない」と、もらうことを考えないこと。 

 

 

●注目すべきは「良い所」（注意事項） 

心理学には「注目したところが伸びる法則」があります。相手の「どこに注目するか？」

で相手の成長は変わります。 

 

たとえば、「うちの子は言葉遣いが乱暴だ」という母がいる。実はそのことは、そんなに

大きな問題ではない。一番の問題は、乱暴な言葉遣いしか知らないと言う事だから、子供

の言葉遣いが乱暴だったら、親が子供に向かって、もっと丁寧な言葉遣いをすればいい。

そしたら、子供は丁寧な言葉を学びます。これで解決する話なんだけど、多くの親は、

「乱暴な言葉づかいをやめなさい！」って、そこに多くの声をかけるでしょう。悪い所に

注目を与えて、それが一種の【強化】になって、結局余計にその言葉を使うようになる。 

これが、「注目したところが伸びる法則」。相手のどこに注目し伸ばしていますか？ 

これは、指導者としての手腕が問われます。 

 

雑草は抜けば抜くほど生えてくる。多くの人は、悪いところばかりに注目を与える… 

そんな暇があったら、良いものをたくさん育てる。良いところにたくさん注目を与える。

その良いものの力で大きな花を咲かせたい。 （個性が発揮・強みで差別化） 



 

さぁ、勇気づけを始めよう！ 

【良い所に注目して伸ばす、人財育成の極意】 

 

●「勇気づけしあえる環境」を目指して、私から実践する 

 

①これまでの過程、できているところ、本人の成長に注目する 

結果だけに注目するのではなく、その人がこれまで努力してきた過程に注目することで

す。また、ダメなところや悪い所ではなく、できているところや良い所に注目することで

す。さらに、他の人との比較や競争ではなく、本人の成長に注目することです。 

 

②成功からも失敗からも学ぶことができることを言う 

単に成功という結果に注目するのではなく、どんなところがすばらしいのかということに

注目することです。逆に、失敗の場合であれば、どこを改善すれば次はうまくいくのかと

いうことを考えてもらうことです「次はどうしたらいいと思う？」。人は、成功からも失

敗からも学ぶことができます。そうすることによって相手が成長することを促します。 

 

③良い意図と行動に注目し、その協力と貢献に感謝する 

いつでも使えるゴールデンルールです。相手の良い意図と行動に注目し、その協力と貢献

に感謝します。 

 

※人間にはテレパシーの力はないから、相手に伝えましょう（サンキューカードなど）。 

どこに、注目していますか？ 

注目したところが伸びる法則 

まずは、日常で 

「ありがとう」「うれしい」 

というネタを探しましょう 



実践例）部下が大きな契約を取ることができた・失敗した場合 

＊まず、できたときの勇気づけの例です。 

・過程に注目する 「契約が取れたね。これまでに努力を積み上げてきた賜物だね」 

・良い所に注目 「契約が取れたね。今回は特にプレゼンに説得力があるように見えたよ」 

・成長に注目 「契約が取れたね。回数を重ねるごとに仕事の進め方が安定してきたね」 

・成功から学ぶ 「契約が取れたね。今回は特にどこがうまくいったと思う？」 

・貢献に感謝する 「契約が取れたね。どうもありがとう。私もうれしいよ」 

 

 

＊次は、できないときの勇気づけです。 

・過程に注目する 「契約は駄目だったけど、たくさん努力してきたことを知っているよ」 

・良い所に注目する 「契約は駄目だったけど、プレゼンはとてもよくできていたと思う」 

・成長に注目 「契約は駄目だったけど、仕事の進め方はとても上達してきていると思う」 

・失敗から学ぶ 「契約は駄目だったけど、次の為に特にどこを改善したらいいと思う？」 

・貢献に感謝する 「契約は駄目だったけど、頑張ってくれてありがとう。またチャンスが

ある」 

 

※勇気づけは「失敗」したときも有効です。その場合、過程や良い意図、努力に注目 

 

相手の心を、勇気の水で満たす 



他にもある【相手を勇気づける言葉】 

 

 

勇気づけメッセージと　勇気くじきメッセージ

貢献や協力に注目 勝敗や能力に貢献

あなたのお陰でとても助かった あなたは本当に有能だ

あなたが嬉しそうなので、私まで嬉しい えらい、よくやった

過程を重視 成果を重視

努力したんだね いい成績だ。私は満足だ

失敗したけれど、一生懸命やったんだね いくら頑張ったって、結果がこれではな

既に達成できている成果を指摘 なお達成できていない部分を指摘

この部分はとてもいいと思う 全体としてはいいが、ここがダメだな

ずいぶん進歩したように思う ここをもう少し工夫するといい

失敗をも受け入れる 成功だけを評価

残念そうだね。努力したのにね 失敗しては何もならない

この次はどうすればいいだろうか 一体なぜ失敗したんだ

個人の成長を重視 他者との比較を重視

この前よりもずいぶん上手になったね あの人よりもあなたの方が上手だ

一度くらい後戻りしてもいいじゃないか あの人に負けていてどうするんだ

相手に判断をゆだねる こちらが善悪良否を判断

あなたはどう思う？ ここはよくない。こうした方がいい

一番いいと思うようにすればいい ここはよくできた。しかしここはダメだ

肯定的表現を使う 否定的な表現を使う

気が小さいんじゃなくて、慎重なんだろう 気が小さいね、もっと気を大きく持て

謙虚に反省しているんだね メソメソするんじゃない

感謝し共感する 賞賛し叱咤激励する

協力してくれてありがとう よく働いてえらいね

やる気があるので嬉しい もっと頑張るんだよ

勇気づけ 勇気くじき



●【勇気づける言葉】の補足 

 

①貢献に注目する 

「全体への貢献」に注目をしたいですね。たとえば、「君のおかげでとても助かったよ」

と言いたい。あるいは、「私への協力」に注目して、「君が助けてくれたので、とても助

かった」っていうような声のかけ方をしたいと思うのです。 

全体への貢献とか、他者への協力とかを目的にする行動は適切な行動です。貢献や協力に

注目をしてそれを伝えていけば、相手は自然に適切な行動をしてくれるようになって行き

ます。適切な行動が増え、もっと貢献したいと思うようになります。 

 

②過程を重視する 

「プロセス、すなわちそこに至る過程を大切にしたい」と思います。なぜなら、結果さえ

良ければどんな方法を使ってもいいのだと思うかもしれません。あるいは、結果が悪かっ

たとき勇気をくじかれてやる気を失ってしまいます。したがって、変動する結果ではなく

「プロセス、過程を重視」して声をかけたい。つまり、「良い結果だ」「悪い結果だ」と

いうことに対してだけではなくて、「努力したんだね、すごく頑張ったんだね」というこ

との方を大切にしたい。そのことによって、相手は結果がどうであれ「努力（挑戦）する

姿勢が大事なんだ」ということを学ぶだろうと思います。 

 

③できている成果（良い所）を指摘する 

全体としては良くできているけれども、この部分が駄目だなというふうに、わざわざ一番

具合の悪いところを指摘してやると、どうなるでしょう。これは多くの場合、相手の勇気

をくじきます。そうではなくて、「すでに達成できている部分、うまく行っている部分の

方を指摘」してあげたいと思います。「ここの部分はとてもよくできたように思う」と

か、「この前に比べるととても進歩したね」とかいうふうな言い方をしたいと思います。 

 

④失敗を受け入れる 

人間はいつも不完全です。どんなに努力をしても、どんなに計画をしても、失敗すること

があります。失敗をする可能性があるからといって、はじめから投げ出してしまうという

のはとても良くない姿勢だと思います。「失敗する可能性があっても、できるところまで

やってみる、自分の努力を精一杯やってみる」という姿勢を養っていかなければならない

と思います。そのためには、失敗をとがめるのではなくて、「失敗の中にあるさまざまな

プラスの要因を指摘する」ということをしなければならないと思います。 

 

⑤成長を重視する 

他人との比較は、相手の勇気をくじいてしまいます。あまり他人との比較に注目させるこ

となく、むしろ「自分自身の成長、以前に比べて自分がどれだけ成長してきたか」という

ことを重視したいと思います。「あの人より」という言い方はやめて、代わりに「この前



よりずいぶん上手になったね」とか、あるいは、失敗していても「これから先まだまだ長

いんだし」というような、そういう言葉かけをしてあげたいと思います。 

 

⑥相手に判断を委ねる 

仕事というのは、ほとんどの場合、こちら側が何かの判断をして、それを相手に押し付け

ています。上司がすべて独断的に判断してしまうこともどうかと思います。できるだけ相

手にも判断を委ねたい。「あなたはどう思う？」っていうふうに、できるだけ相手の主体

性に委ねたいと思います。それが、考える人材のきっかけになります。 

 

⑦肯定的に表現する 

励まそうという気持ちでもって、しばしば非常に否定的な表現、相手にマイナスの感情を

与えるような表現を使う方がいます。できるだけ肯定的なプラスの言葉、相手の長所や、

あるいは得意な部分、達成できている部分、そういうところを指摘していただきたいんで

す。気が小さいという若者に向かっては、「君は気が小さいんじゃなくて、とても慎重な

んだよ。だからゆっくり気の済むようにやって行けばそれでいいじゃないか」とか、そう

いうふうに声をかけてあげたいと思います。 

 

○「私メッセージ」を使う言い方 

「あなたのやり方はよくない」とか、「あなたの考え方は間違っている」というような言

い方ではなくて、「私はこう思う」「私はこう感じる」という言い方を使った方が丸みを

帯びて相手に伝わりやすい場合があります。これを「私メッセージ」と言っています。

「私は好きだな」とか「これは私の意見なんだが…」っていうふうに言う事ができます。 

 

☆最後に「感謝の言葉は、最大の勇気づけメッセージ」 

して欲しいことをしてくれたときは、ちゃんとお礼を言いたい。「ありがとう」や「うれ

しい」と言いたい。そんな、子どもの頃に教わった大切な事を、大人になっても忘れたく

ないと思います。なぜなら感謝の言葉は、最大の勇気づけメッセージだからです。是非、

言葉に出して伝えよう。たとえ夫婦でも親子でも、口に出して言わないと伝わりません。 

（問題を抱えている集団の多くは、感謝の言葉が少ないように思われます） 

 

人間は、誰かの役に立つことで「幸せ」を感じます。人から「ありがとう」と言われて、

うれしくなります。また、お役に立ちたくて頑張ろうと思います。 

人から「ありがとう」と言われて、自分の居場所を感じます。そして、安心安全な居場所

でこそ人は能力を発揮します。勇気づけの実践で、職場を「幸せな居場所」にすることが

できます。皆様の会社でグッドサイクルが回り出すことを楽しみにしています 

 

①まずは実践できそうな相手から、②自分のできることを一つ実践してみてください。 

最後までお読みいただき本当にありがとうございます。         徳永光彦 拝 



 

勇気を持った人に育てたい 　勇気がくじかれた人

健康な人格の特徴 不健康な人格の特徴
勇気づけにより導くイメージ 勇気くじきにより形成される

高い自己評価 低い自己評価

　自分のことが好き 　自分のことが嫌い

　自分の長所を知っている 　自分の短所ばかり気にしている

　自分に自信がある 　他者からの評価ばかり気にしている

 

世界への基本的信頼 世界への基本的不信

　他者を信頼している 　他者に不信感をいだいている

　他者と協力しようとする 　他者と競争しようとする

　自分と他者を不必要に比較しない 　いつでも自分と他者を比較する

 

集団への所属感 集団からの疎外感

　集団の一員だと感じている 　自分だけのけ者だと感じている

　自分も他者も対等だと感じている 　自分だけが特別な例外だと感じている

　他者の関心に関心がある 　自分の関心しか関心がない

 

責任感 無責任

　自分の行動に責任をとる 　自分の行動の責任を他者におしつける

　他者にも自分と対等の権利を認める 　自分だけ特別に権利があると主張する

　他者の意見や行動に寛容である 　自分の考えを他者におしつける

貢献感 利己主義

　建設的でありたいと望んでいる 　破壊的になっても自分の要求を通す

　状況の必要に対処する 　自分の必要にしか対処しない

　他者の役に立ちたいと願っている 　他者からのサービスをあてにしている

勇気 臆病

　自分の不完全さを受け入れる 　虚勢をはる　口だけ人間

　他者を勇気づける 　他者の勇気をくじく

　真剣に努力して不必要に悩まない 　深刻に悩むだけで実行しない

誠実 欺瞞　（だます、あざむく）

　自分にも他者にも正直 　自分をも他者をも偽る　（自己、他者欺瞞）

　失敗の責任をとる 　失敗すると言い訳ばかりする

　冷静に問題に取り組もうとする 　すぐに感情的になってパニックに陥る

　


