
 
第 3 期中国経営品質協議会 

状況判断能力向上セミナー ～ 仕事ができる人の原則 ～ 

 

激しい環境変化に企業が対応するためには，社員の一人一人が正確な情報の把握と的確な判断，

それに基づく迅速な行動，スピードが要求されます。 

社員一人一人の能力が高まるからこそ，経営や組織の質が高まるのです。 

 

人と経営研究所 所 長 大久保 寛司氏 

 

第１例会（2002/4/12） 本音と建前を区分けして理解する 

第 2例会（2002/5/15） 状況判断能力を強める 

第 3例会（2002/6/13） 主体的に行動する姿勢の確立 

第 4例会（2002/7/11） 仕事の質を高め，スピードを速める 

第 5例会（2002/9/ 5） 精神力を強くし，人間力を高める 

 

第 1 例会 ～本音と建前を区分けして理解する～ 

状況判断能力向上セミナーは，マスコミ情報や人の表面的言葉に流されず本質を見抜く能力を身につ

けることを目的に開催しました。 

ビジネスの世界は，建前では仕事を本質的に進めることはできません。 

建前は，言葉を変えれば「嘘」ということですから。嘘で質の高い仕事を実現することはできないわ

けです。本音をつかみ，本質を見極め，適切な判断をすることが仕事を進めていくうえで重要なポイ

ントになります。 

１．本音をつかむ３大ポイント 

①相手の言葉に惑わされず，相手の動き・行動を見る 

言葉だけで相手の本音を判断しようとすると本質を見誤ります。本音は人の行動にあらわれます。言

葉でなく動き・行動に着目することです。 

会社のなかで「我社の規則にないから，できません」とルールを持ち出し，何もしようとしてくれな

い担当者の本音は，「その仕事をやりたくない」ということが多いのです。本当に仕事のできる人は，

ルールに固執せず，会社の目的を理解しルールを改廃する行動にでます。行動を起こしたくない担当

者に「仕事をしてほしい」と依頼するのは無理があります。こういう場合は，話を理解してくれる担

当者や上司に相談するなどアプローチを変えることが適切です。 

②何に時間を費やしているかを見る 

幹部がお客様満足に力を入れてくれないと悩みを持つ企業経営者がたくさんいます。 

社長自身は常日頃「お客様第一主義」を口に出しているにもかかわらず，部下は，従ってくれない。

このような場合，幹部を集めた会議で社長は何に時間を使っているかを検証することです。実は社長

の本音は部下にしっかり見抜かれているものです。 

「お客様が第一」といいながら，通常の会議では「売上，利益」のことばかりに時間を割いているか

らです。 

社長本人も口で「お客様第一主義」と言っているので，大事にしていないことを気づいていません。

しかし，部下は，社長が結局，お客様満足ではなく，売上，利益の方が大切だと潜在意識で思ってい

ることを敏感に感じとっているのです。 

本当にお客様満足に力を入れて欲しいのならば，会議の議題は最初に「お客様満足」にし，その議題

に時間をかけることがポイントです。 

③どの立場から意見を言っているのかを見る 

上司の投げかけた質問に，部下は厳しい意見を返すことは普通の場合難しいものです。本音を言って

くれといっても，上司を否定する内容は言いにくいものです。同じ質問を利害関係のない第三者に投

げかけると本質をつく答えが返ってくる可能性が高くなります。 

上司たるもの，部下の言った肯定的な自分への言葉を鵜呑みにしては，判断を間違えます。 

要するに相手がどの立場から意見を言っているのかを考えたうえで，判断をする必要がある。部下の

立場はそういうものです。 



２．本音の中にも優先順位がある 

重要だと思っていることが，たとえ真実であっても，なかなか行動に移らない場合は，相手にとって

重要度が低いからです。重要な中でも優先順位の高いものから，人は行動を起こし始めます。言葉で

顧客満足が大切だと言いながら，社長自身が顧客満足のための行動を起こさないのは目先の売上の方

が優先順位が高いからということになります。 

３．言葉の奥にある真の意味 

国会答弁で「重く受け止めております」「参考になります」という言葉は，結局は，「やらない」と言

う結果になります。 

妻にしつこく言われると「わかった。わかった。」「はい。はい。」と返事をしますが，わかったわけ

ではなく，本音はたんに「うるさい，止めろ」という思いが多いものです。 

表面的言葉だけを聞くと受け止めてもらったと期待してしまいますが，結局，「ＮＯ」と言っている

わけです。常日頃のやり取りでも同じやり取りが行われています。 

気を付けましょう。 

４．明確な理由がなく，好き嫌いで判断されるときがある 

良い提案をしても，上司になかなか受け入れてもらえないことがあります。そのときには提案してい

る内容に問題があるのでなく，提案者自身に好意を持っていないとか，自分の面子を潰されて気に食

わない等の感情的な問題が事の本質である場合があるものです。反対される理由が見つからないとき

には，真正面から当たって砕けるのではなく，上司に気に入られている人を通して提案する等，別の

方法を考えることも一つの策です。手段に拘るよりも自分の思いに組織と人を動かすという目的を達

成させることが重要なのですから。 

 

第２例会 ～状況判断能力を強める～ 

１．〝部分〟より〝全体〟を見る 

物事には，〝全体〟と〝部分〟，〝本流〟と〝支流〟，〝表〟と〝裏〟が対となって必ず存在します。 

例えば，数年前の日経の一面トップ記事に「Ａ社（有名一流）の関連会社，業績が悪い場合は退任も」

という見出しが出ていました。まずＡ社の関連会社ではいままで業績が悪くても責任を取っていない

ということが書いてあります。他に例がないので１面トップに大きく扱われるわけですから，Ａ社を

〝部分〟だとすると，Ａ社以外のその他の会社は，業績が悪い場合でも経営者が退陣するようにはな

っていない。要するに日本全体で無責任な経営がなされていたという事実が浮かび上がってくるので

す。 

〝部分〟が見えたときには，「〝全体〟ではどうなのだろう」と，見えている表の側と見えない裏の

側面を考えることが重要なポイントとなります。 

２．〝言葉〟より〝本質〟を見る 

部下に仕事の進捗状況を聞いたところ，「まず大丈夫なはずです！間違いないと思います。」という答

えが返ってきたとします。「まず大丈夫」「はずです」「思います」は，〝推測〟〝憶測〟〝希望的観

測〟を表していて，仕事が進んでいるという〝事実〟とはなりえません。しかし，ビジネスの現場で

は，〝憶測〟の言葉が非常に多いのです。言葉に惑わされてはいけません。人は一生懸命に仕事をす

ると自分自身のことを認めたいという気持ちが強く働きますから，潜在意識の中で「大丈夫だ」と思

い込もうとしてしまいがちです。その時，報告の受け手は，その〝希望的観測〟を見抜いて事実に目

を向ける必要があります。部下が納得いくように理論的に説明できない時は，仕事が進んでいないと

理解するほうが適切です。期日になって仕事が出来ていないことを怒ったとしても，結局，仕事をし

てもらえなかった上司の負けなのです。 

また，仕事が途中まで進んでいるとするならば，どこまで進んでいて，その進んだところは，仕事全

体からみれば，どの程度，重要な部分なのかを見極めることも大切です。 

３．発言者の立場を見抜く 

どの企業でも，営業担当者は「開発部門の商品開発力がない」と言い，開発担当者は「営業の販売力

がない」とお互いを非難します。要するに，営業部門は〝売る立場〟から発言し，開発部門は〝作る

立場〟で発言するために，業績が上がらない原因を他の部署の責任にしてしまうのです。このような

場合，真実を知るためには， 

①発言者がどの立場にたっているのかを見る 

②一人の人の発言を鵜呑みにせず，複数の違う立場の人から話を聞く 

ということが必要となります。 

４．現場を見ないと真の原因はわからない 



工場の生産ラインで生産指示どおりに商品が出来ない時に，現場を知らない管理部門の憶測で「現場

のやる気が足りない。一生懸命，頑張れ。」と気合論で解決しようとしても，物事の根本的な改善に

はつながりません。現場に行って，働いている人の声を直接聴くからこそ真の原因がわかるのです。

例えば，指示書の字が小さすぎて見ることできないのであれば，その解決方法は，指示書の字を大き

くし見えやすくすることなのです。叱咤激励をしても，抜本的な解決には至らないのです。 

５．標語から読み取れる意味  

企業で掲げているスローガンや標語には，『①大事だと思っているが（やろうとしているのだが）②

いまだ出来ておらず ③たぶん，これからもできそうにないこと』が書いてあると考えることです。 

例えば，「お客様のもっと近くに！」という標語があれば，その企業は，「近づかなければいけない」

と思いながら，具体的な実行をしておらず，これからも近づくことが難しいであろうことが感じ取れ

ます。 

それでは，標語に書いてあることは，どうやったら実現できるのでしょうか。それは，毎回の会議で

標語について実行したことを確認することなのです。 

６．過激で感情的な言葉や見出しには気をつける 

「最近，医療事故が多い」という風潮があります。しかし，昔から医療事故は今の頻度と同じように

存在していたのです。しかし，メディアで取り上げられる機会が最近，急に増えはじめたので，医療

事故自体が急増したのだと勘違いをしてしまいます。 

要するに，メディアで取り扱われた回数や過激で感情的な見出しから，その事件が多くなったように

錯覚をしてしまうのです。 

印象で判断しないことです。 

大きな感情的な言葉にあおられては物事の本質が見えなくなります。激しい変化の時代を前向きに乗

り切るには，情報の発信源や全体から見た比率などを冷静に見極め，真実を見る目をもつことが重要

なポイントとなるのです。 

 

第３例会 ～主体的に行動する姿勢の確立～ 

「主体的な人」とは，他人や環境の責任にせず，自分の判断でものごとを進めていける人のことです。 

１．「志」をもつ 

主体的に行動する人に共通する点は，自分自身が設けた目標や理想を明確にもっているということで

す。別の言い方をすれば「志」です。「志」という進むべき方向があると，人は迷うことなく進むこ

とができるのです。そして，その目標の質が高ければ高いほど良い結果をもたらします。反対に高邁

な目標や高い志をもたないままでの主体性は，時として自分さえ良ければいいというワガママな行動

を招きやすくなります。 

２．判断の軸をもつ 

「物事に対する自分の考え方」を明確にもっていると，自ずと判断の軸が決まってきます。判断の軸

があると即決即断ができるようになります。例えば，「お客様とって価値ある会社にしたい。お客様

に価値をお届けできる仕事をしたい。」という思いが基本にあれば，そのときの仕事に対する判断の

軸は， 

①お客様に喜んでいただけることだろうか 

②会社全体の発展につながることだろうか 

と，いうことになります。 

しかし，大多数の人は，別の軸で判断しています。それは，「自分にとって損か得か」という視点で

す。 

もし，真心と常識を判断の中心に置いたならば，意思決定は利己的にはならないでしょう。もしかし

たら，それは，自分の組織では受け入れてもらえないこともあるかもしれません。それを貫き通すに

は勇気が必要です。しかし，どういう判断の軸を持って仕事を進めるかは，その人の人生が決まると

いうくらい大事なことです。 

３．他人の評価ばかりを気にしすぎると行動が起こせなくなる 

他人の評価を全く気にしないことは思い込みや歪みを生じさせるので問題がありますが，自分の中の

高邁な思いで仕事を進めていても，過度に他の人の評価を気にしすぎると心にブレーキがかかります。

心が制御された状態では，行動をおこすことができません。無視もせず，気にしすぎることもせず，

バランスが重要になります。 

自信のない人に自信を持っていただくためには，どうしたら良いのでしょうか？ それは成功体験を

積ませることです。そのためには，失敗を恐れず，チャレンジすることを上司が評価することなので



す。要するに，人事評価でミスをおかすことを減点する仕組みしかない場合や，上司にミスは次の成

功への種まきとフォローできる器がない場合などは主体性をもった部下は育ちにくいということな

のです。 

４．自分で考え行動する 

失敗から学び成功体験を積んだ部下は，自分で考えることを楽しむようになります。 

自ら考えるからこそ，周りのことにも関心を示すようになります。 

好奇心は主体性を育むうえで大切な要素となります。評判になっているものがあれば，自分の目で確

認することです。そして，その時に「なぜ，こうなっているのだろう？」と考えることが重要です。

その自分で考える行動の反復から考える癖がつくようになります。良いひらめきが浮かんだとき，忘

れないうちにすぐ書きとめられるようメモを持ち歩くことをお薦めします。 

５．究極の主体的な人は，人のために小さな個人の欲を捨てられる 

自分の利益・面子・欲ばかりを追求する主体性は，個人にとっても，組織にとってもマイナスのもの

です。もちろん，全体最適を生み出すこともかないません。自分の組織だけを守ろうとしたり，自分

の出世ばかりを考えていると，結局，会社全体に弊害をもたらします。小さな個人のメンツを守るた

めに，企業をダメにしてしまっては何の意味もないのです。自分の利益より世の中や会社全体にとっ

て良くなる決断をして行動することが，最終的に自分をも生かす道につながるのです。 

高邁な志を持ち，人の役にたち，結果的に価値ある存在になるということは，人のために自分の小さ

な我欲を捨てるということなのです。 

仕事量・人生＝能力×情熱×考え方 という方程式があります。『能力』と『情熱』は自ら進んで高

めることが必要です。そして，『考え方』には，プラス（＋）とマイナス（－）があり，自分の利益

をひたすら優先させる（－）のではなく，人の役に立つ（＋）という視点をもつということが重要な

のです。 

 

第４例会 ～仕事の質を高め，スピードを速める～ 

１．仕事の速い人は，即行動を起こす 

仕事の速い人は，今やれる仕事は，後に回さずに即片付けてしまう人です。例えば，電話一本で解決

でききる仕事は，後に延ばさないで，その場で即電話をかけて済ませてしまいます。仕事の多くは，

時間が経てば経つほど，労力のかかるものに変わってしまいます。事が小さいうちに，直ちに手を打

つことは，自分の限られた時間を有効に使うことからも大切なことです。 

また，嫌な仕事こそ，〝即，実行〟する習慣をつけることが重要です。「どうしよう？」「困った･･･」

と，毎日，自分の中で膨らみつづける精神的な負担を早く取り除くためには，その課題にとにかく取

り掛かり，何かの手を打つしか方法はないのです。だから，「やりたくない」と思ったときは，反射

的に〝即，実行〟することをお薦めします。 

これをすると，必ず仕事上の悩みが減ること請け合いです。 

２．段取りの能力を高めること，予定表を常に見返すこと 

即行動を起こすためには，仕事のやりやすい環境を自らが整えることが必要です。 

計画をたてることにより，自分の行動予定を明確にし，仕事に必要な道具をそろえ，仕事をしたい気

分にならなくても，その時間にその道具を持ち，とにかく，その場所に行くことです。そうすると，

自然に自分の手と足は，動き始めます。 

また，常日頃から，自分のスケジュール表をよく見る習慣をつけることをお薦めします。スケジュー

ル表には，より効率的に自分の時間を活用させるヒントが隠れています。そのために，手帳には予定

が入るごとに正確に書き留めることが必須となります。要は，段取りをうまくするには，常に手帳と

ペンは持って歩くことが重要なのです。 

計画を立てる，メモする癖をつけることです。またちょっとした合い間を利用して計画表・予定表を

常に見返す習慣を身に付けると，段取り能力が必ず向上すると思います。 

３．２割のパワーで仕事の８割を完成 

仕事量を多くこなしている人の特徴の一つは，自分のエネルギーを上手に効率よく使っていることで

す。「２割・８割の法則」は，自分の２割のエネルギーで仕事の８割を完成することを意味します。

この方法で行いますと，８割の５倍，40 割の仕事を為すことが可能になります。 

自分の全エネルギーの２割を１つの仕事に注ぎ，100％ではなく，80％の仕上がりを先行させること

は，大変効率の良い方法です。仕事を始めながら徐々に見え出す課題に手を打ちながら，残り 20％

をタイミングよく解決していくことが仕事のスピードを速めるコツです。そうすることにより，自分

の全エネルギーで，８割完成している仕事を並行して５つ進めることを可能にするのです。 



勿論，今している仕事の性質上，いい加減でことを進めることができないものもあるでしょう。しか

し，日常の多くの事柄は８割ぐらい煮詰まったら，次の仕事に着手する方が賢いと言えます。仕事の

遅い人は，あまり精度が要求されないことでも，100％の完成度を求めます。 

その為には多量のエネルギーが必要になります。 

目の前の仕事は，どの程度のレベルが要求されているかを常に考えることです。 

４．判断の機軸を持っている人は，意思決定が速い 

何事も判断の機軸をもっていないと意思決定はできません。また判断の軸，価値観の同じ人が集まり

やすいものです。“儲ける”が基本軸の場合，儲からないと判断すると，すぐに離れていきます。“世

の中のお役に立つ”という軸を持っていると，そのような思いの人が集まり，意思決定するかどうか

は，お役に立てるかどうかが判断の基本になります。 

もう一つ大事なことは，常に「悩まず考える」ことです。〝悩む〟とは，何も行動を起こすことがで

きず，その場でうずくまってしまうことです。それとは逆に〝考える〟とは，制約条件の中で，どう

やったら，問題を突破できるかの方策を導き出すことです。 

常に問題意識を持ち〝考える〟ことを続けていくと，同じ事象を見ても感じるところが変わってきま

す。それがヒラメキや思考の展開につながっていきます。 

大脳生理学では，脳の構造上から人間は〝悩む〟と〝考える〟は同時並行できないことが立証されて

います。要するに，〝悩んでいる〟と〝考えること〟が出来ないのだそうです。「下手な考え休みに

似たり」は真実です。 

ところで，なぜ人は悩むのでしょうか？多くの場合は，問題が起こったとき，自分の評価が悪くなる

ことを恐れているのが根本にあるようです。自分の面子や組織を守るため，上司に良く思われたいた

めに，人は悩むのです。そして，それが迷いとなり，意思決定を遅らせてしまうのです。詰まるとこ

ろは自己保身です。 

５．意思決定の速い人は，腹が決まっている 

意思決定の速い人は，自分の面子や上司に良く思われたいという小さな拘りから自分を解放し，自分

の〝腹(はら)（信念）〟が決まっている人です。小さな個人の我欲を捨て，人の役に立つという視点

に立ち，お客様や世の中にとって価値のある存在であろうと心に決めたとき，人の〝腹〟は固まり，

判断の軸も定まり，少々のことに動じることなく，速い決断ができるようになるのです。 

謙虚な反省はとても大切です。それと同時に，自己保身や私利を追求しているのでないのであれば，

他人の悪い評価はあまり気にせず，自分の信念を貫き通すことです。 

 

第５例会 ～精神力を強くし，人間力を高める～ 

１．精神力を強くする 

精神力の強い人は，決めたことをやり遂げることができます。そこには，事前に腹を決め，何があろ

うとやり遂げるという決意が必要です。そして，その決意のレベルが高ければ高いほど，直面する苦

しさは当然のものだと感じるのです。（例えば，フルマラソン（42ｋｍ）を走ることとハーフマラソ

ン（21ｋｍ）を走ることでは，同じ 20 キロ地点という距離でも苦しさの感じ方は全く違うのです。）

要するに，どれだけレベルの高いところで腹をくくるかがポイントとなるのです。 

しかし，そこにおいて，「人の役に立つ・世間の役に立つ」という価値観や人生観が是非とも必要に

なります。自分の欲を満たすことだけが先行すると間違った方向にものごとが進んで行きます。自己

の欲のみを根底において精神力の強さを最大限に発揮し事を成すと，自分に対しても，世の中に対し

ても大きなマイナスになってしまいます。 

要するに，正しい信念を根底にして確固たる夢や目標を持ち，与えられた仕事を通して自分を更に高

めようとする心の姿勢が大切なのです。 

そのような人は，問題に遭遇しても，自分の評価ばかりを気にしなくて済みます。「お客様に喜ばれ

る会社にしたい」という自分の考え方を軸とし，体裁ばかりを気にする人の言葉に動じず，人として

正しい判断をくだすことができるようになります。 

２．人間力を高める 

①人に軽く見られたとき 

人に軽く見られたと感じたとき，どのように受け止めたらよいのでしょうか。自分が人として，軽い

ことが事実ならば，その見方は正しいでしょう。しかし，自分が軽くない場合は，そういうこと自体

が気にならないものなのです。要するに，軽く見られたと腹を立てる人は，その時点で「自分は軽い」

という証拠なのです。腹が立ったときは，「自分が軽いということなのだ」と気づき，自分自身を重

くすることに重点を置き，人を恨まず，自分の成長にエネルギーを注ぐことです。 



そして，自分自身も他人を軽く見たり，世間的な肩書きで相手を判断することのないように気をつけ

ることが大切です。 

②他人を助けたとき 

人間としてスケールの小さい人は，少しの手助けをしただけでも，自分自身が大きなことをしてあげ

たと勘違いをしてしまいます。しかし，スケールの大きな人は，大きな手助けをしたとしても，恩に

着せないどころか，自分が関わったことすらも忘れてしまうものなのです。大きなスケールの中では，

無に等しい内容だからです。 

「俺があの時，お前を助けてやった･･･」と言う人に限って，大した事をしていないものなのです。 

③上司に厳しく部下に思いやりのある人 

上司にゴマをするタイプの人は，部下につらく当たることが多いのです。それは，自分の面子や出世

を基準にしているので，自分の評価の権限がある上司には従順で，自分の評価をあげるために仕事を

する部下を自分の都合の良い道具と勘違いしてしまうのです。部下を思いやり，支援し価値ある仕事

をさせたいと思っている人は，上司に筋を通して正しいことを正しいと進言することができるのです。 

④他人の幸福をともに喜び学べる人 

たとえ，自分のおかれた状態が苦しいときでも，自分の周りの人が良くなることを心から喜ぶことが

出来る人が，人間力の高い人です。その極地は，嫌な人の幸せも喜び，その幸福をもたらした要因を

学ばせていただいたことを謙虚に感謝することなのではないでしょうか。大変難しいことですが，嫌

な相手から，正しいことを学ぶことは自分を大きく成長させます。「発言する〝人〟」と「発言の〝

内容〟」を切り離し，適切に事実を学ぶことが大切なのです。 

また，自分が成功したときには，自分だけの力だと思わず，「皆さんのお陰だ」と思う謙虚な気持ち

を大切にすることが，人間力を高くすることにつながっていくでしょう。 

⑤責任範囲の広い人 

たとえ客観的に相手が悪い場合でも，自分が相手に対してできることは本当に何もなかったのかと考

えられる人が人間力の高い人です。他人に全ての責任を押し付けるのではなく，自分の影響力の及ぶ

範囲で物事を好転させることについて考えることが，自らの心を大きくするのです。自分で責任の範

囲を大きくすることが，人からの信頼も大きくしていくのです。 

逆に，自分自身が失敗したときには，クヨクヨ悩む時間をできるだけ短くし，「なぜ，転んだのか」

を分析し反省したら前に進む手段や方法を考えることに意識を転換することです。失敗は誰にでもあ

ります。そこから，どれだけ早く気持ちを切り替え，自分の心の揺れ具合を少なくし，冷静に判断を

下せるようにするかがポイントになります。 

３．素晴らしい生き方を 

「仕事の質と量を高め」「日々をイキイキと」「他人から喜ばれ」「世間のお役に立つ」を基本にして

素晴らしい生き方をすることは，部下を大切に生かし組織を生かすことにつながります。そうすれば，

成果も自ずと上がるのです。 

それはまた 何よりも自分の命を生かすことになります。 

自分の人間としての器が大きければ，どんな「人」も受け入れることができるのです。自分の身近な

人・組織・会社・世の中にとって価値のある生き方を，このセミナーを通して学んでいただければ幸

いです。 

 


