
 
  

      

株式会社ジェイフィール 

      

「今求められる経営リーダー層の    

リフレーミングセミナー」       

ホワイトペーパー 



２０２２年９月３０日、「今、求められる経
営層のリフレーミング」というタイトルで、
ウェビナーを開催しました。 
コロナをきっかけに物理的距離感が広がった
ことで心理的距離感も広がり、人と人、仕事
と人、会社と人との関係性を変えつつありま
す。多様な意識や価値観が生まれ、人が自分
の人生と仕事と会社との関係を客観的に捉え、
向き合おうとしている。でも、経営層は従来
の考え方、すなわち仕事中心、会社中心の論
理のままリーダーとしてふるまい、人を動か
そうとしている。 
本当にそれで多様化した人たちと向き合える
のだろうか。そう考えたときに、社員としっ
かり向き合い、多様化する意識や価値観を重
ね合い、一緒に考え、前に踏み出していける
リーダーが必要になってくるのではないでし
ょうか。 
このウェビナーでは、どうしたらこうした変
化と正面から向き合える経営層になっていけ
るか。そのために何を問い直して行く必要が
あるかについて、シンガポールの PACE 社が
つくり、ジェイフィールが日本にカスタマイ
ズして導入している「リアルリーダーズ」プ
ログラムの考え方をお伝えし、リフレームす
るためのカギを一緒に考えていきました。 
 
[重光 直之]／なぜ今リーダー層にリフレーミ
ングが必要なのか？ 
 
おはようございます。ジェイフィールの重光
です。 
改めてジェイフィールを紹介させていただく
と「Don't Think, Just Feel！」ということで、
感情を起点にした組織変革や人材開発をずっ
と支援させていいただいた会社です。 
 
本日のセミナーを考えたきっかけにもなりま
すが、コロナ禍になって急速に HOW の話が
多くなってきました。これは当然だと思いま
す。2年半前にいきなりコロナになって、リモ

ートワークがニューノーマルになりました。
そこで、とりあえずそれに対応することで必
死でした。皆さんもそうではないでしょうか。
2 年半が経ちようやくここで WITH コロナの
最終形というものが見えてきました。そこで
今必要なのは、HOW の話ではなく、本質的
な課題に注目すべき時期に来ているのではな
いかと思います。 

 
本日のセミナーにはキーワードが 2 つありま
す。１つは「経営層のリフレーミング」です。
どうやったらこれまでの既存の枠組みや考え
方といったフレームを壊すことができるんだ
ろうかということです。もう 1 つは、そうい
った中で、組織の土台、つまり「リーダーシ
ップのOSをどう変えていくのか」ということ
です。 
 
 
[高橋 克徳] 
まずは、日本の経営について客観的に見ると
ころから入っていきたいと思います。 
私が入社したのは 1991 年のバブル期でした。
その頃までの日本は GDP だけ見ても世界
No.2ですし、それこそ Japan as No.1と言われ
て、技術革新大国であり、まさにイノベーシ
ョンを起こしていく国と言われていました。 
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名目GDP（国連統計） 単位︓ 百万US$ 出典︓ 国連
1990年 2000年 2010年 2019年

国名 順位 金額 シェア 順位 金額 シェア 順位 金額 シェア 順位 金額 シェア

米国 1 5,963,144 25.9 1 10,252,347 30.5 1 14,992,052 22.6 1 21,433,226 24.5

中国 11 394,566 1.7 6 1,211,331 3.6 2 6,087,192 9.2 2 14,342,934 16.4

日本 2 3,132,818 13.6 2 4,887,520 14.5 3 5,700,098 8.6 3 5,082,466 5.8

ドイツ 3 1,771,647 7.7 3 1,943,144 5.8 4 3,396,354 5.1 4 3,861,124 4.4

インド 12 329,139 1.4 13 476,148 1.4 9 1,669,620 2.5 5 2,891,582 3.3

イギリス 6 1,093,214 4.8 4 1,658,116 4.9 6 2,481,580 3.7 6 2,826,442 3.2

フランス 4 1,269,139 5.5 5 1,362,248 4.0 5 2,642,610 4.0 7 2,715,518 3.1

世界計 23,008,369 100.0 33,636,794 100.0 66,272,559 100.0 87,445,261 100.0

日本は経済大国ではありますが・・・

国内総生産（GDP）は世界第2位から第3位へ
世界に占めるシェアは大きく低下している

日本企業、日本社会は
世界に多くのものを生み出し
提供している代表的な国
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マーケット全体のシェアで見てもアメリカの
半分、13.6%。これは、2000 年代ぐらいまで、
まだ同じ状況続いましたが、2010年、2019年
と推移を見ると、、今はほぼアメリカの 5 分
の 1、中国の 3分の 1です。そのぐらいまで減
ってきています。 
 
それでも、まだまだ世界 3 位でよく頑張って
いるとは思います。 
 
では、経営の中身を知るために IMD の統計デ
ータを見ていきます。経済状況、政府の効率
性、ビジネスの効率性、インフラ、この 4 つ
の大きな区分に分かれ、163の指標で分析をし
ています。そして、世界中の経営者に対する
アンケートです。それに基づいて、自分たち
の国の競争力をどう評価をしているものです
が日本は、2021年の時点で 31位です。その前
年も 64 カ国中 34 位で、ほぼ真ん中です。 
これを見ていただくと、スイス、スウェーデ
ン、デンマーク、オランダ、などの北欧系。
あとは、香港、アメリカ、台湾。こういう国
が上位に来ています。 
バブル期の日本は 1 位でした。それがバブル
崩壊により、がくんと落ちてそれから 20 数年
間ずっと20位前後になり、この数年間が30位
代まで落ちています。 
いろんな指標がありますが、中身を見ていく
と、経済的な状況は世界 12 位と決して悪くあ
りません。それから、科学インフラ、健康・
環境に関しては非常に高い。 
ところが、政府の効率性 41 位。それからビジ
ネスの効率性が 48 位です。やっぱりビジネス
の効率性が低い国だと思われているというこ
とですね。 
その中でも特に、経営プラクティスという項
目が世界 64 カ国中 62 位です。 
もう一つあるのは女性活躍推進。この指標を
見ても、女性活躍推進、政治の分野、それか
らビジネスの効率性の分野が世界の中で非常
に遅れていると言われています。 

 
 
ここまで見てきて、どう思いますか？  
一言で言うと、やっぱり変化への適応力を失
っているのではないかと。世界中がいろんな
変化をしている中で、何かそこで自分たちが
それを前向きに受け止めて、もっと先にとい
うことができない国になってしまっているの
ではないか、そう思わされるようなデータが
出ています。ビジネスでは特定の市場を自分
たちで絞り込んで、そこで競争優位性を作っ
て、成長と拡大をしていく。そのために最適
なコスト構造を作り、利益をしっかり出して
いく。これが企業の目的である、こういう捉
え方ですよね。 
そこで必要だったのが、メンバーシップ型と
いう働き方です。あるいは会社のコミットメ
ントをしっかりと出してもらって、その人た
ちがちゃんと会社の中核になっていく。こう
いうシステムを作っていきました。 
会社がうまく運営していくためにトップダウ
ン、つまり上から決めて下ろしていくこと、
こういうやり方をとりました。そこで自分た
ちがそれを受けて、すり合わせをして、成果
を上げていく。 
 
ただし、これを土台としてし続けてきてしま
ったことで、経営者と社員の中でこんな意識
の違いが生まれたのでは、と思います。 
経営者は、方向を示して人を動かすことは自
分たちの役割であると。しかも仕組みを作っ
て人を動かすことであると。 
そこにちゃんとそういうものを示していけば、
人はコミットするのが当たり前であると。会
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
１．経済状況 18 14 15 16 11 12
1.1 国内経済 15 10 11 21 9 8
1.4 雇用 7 5 5 4 2 2
1.5 物価 54 57 55 59 59 61
２．政府効率性 37 35 41 38 41 41
2.1 財政 59 61 61 59 61 61
2.4 ビジネス法制 28 25 31 31 35 34
３．ビジネス効率性 29 35 36 46 55 48
3.1 生産性・効率性 42 48 41 56 55 57
3.2 労働市場 34 28 30 41 45 43
3.3 金融 15 19 17 18 18 15
3.4 経営プラクティス 27 45 45 60 62 62
3.5 取り組み・価値観 36 40 39 51 56 55
４．インフラ 11 14 15 15 21 22
4.3 科学インフラ 2 2 5 6 8 8
4.4 健康・環境 15 12 7 8 9 9
4.5 教育 35 36 30 32 32 32
トータルランキング 26 26 25 30 34 31

生産性＆効率性
・ 一人当たりGDP
・ 一人、時間当たりGDP
・ 労働生産性
・ 産業別生産性
・ 企業規模別生産性
・ デジタルツール、技術の活用度 ・・・

経営プラクティス
・ 企業の俊敏性
・ マーケットの変化に関する企業の感度
・ 機会と脅威への企業の迅速な反応
・ マネジャーの信頼度
・ 顧客満足度
・ 社会的責任
・ 女性活用 ・・・

取り組み（姿勢）と価値観
・ 社会におけるグローバル化の姿勢
・ 海外に開かれた文化
・ 新たな変化への人々の柔軟性、適応性
・ 経済、社会変革の必要性への理解度
・ 企業内におけるDXの実行度
・ 競争を支援する価値システム・・・

なぜ、ここまで低下してきているのだろうか︖
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社のために頑張るのは当たり前だと、メンバ
ーシップですから。辞めるってことも基本的
にはないはずだっていうことを前提に考えて
きました。 
社員としては仕事だから会社が言うから仕方
ない。そして、あんまり出る杭になっちゃい
けない。変に目立たないようにするが、辞め
たいとは思っても辞められないという心理が
働いたのではないでしょうか。 
 
それが今問われていると思います。 
作ったものが社会全体にとって良い循環を起
こしていくようになっているのか。経済的価
値だけじゃない、社会的価値も追求しなきゃ
いけない、こういう時代になってきているわ
けです。 
そのときに、いろんな人たちの知恵も必要だ
し、その人たちがいろんな働き方をして、そ
こで一緒になって新しいものを生み出してい
くということが必要になってきています。 
今までは会社が決める。でも、これからは自
分で決められる権利を持つ、ある意味もっと
主体的な存在になれるということですよね。 
こういう中では若い世代がどう思っているの
かというと。これは、いろんな会社の若手社
員たちに疑問、違和感をヒアリングしたもの
です。 

 
 
ここにある疑問を見ていくと、1人 1人が自分
の人生の主体者ですよね。「なのに会社がそ
の自分の人生に大きく影響するような異動を
決めるってどういうことですか？」って。こ
ういうことを問いかけています。 

このときに、「何を言っている。全然わかっ
てないじゃないか。会社はそういうものでは
ない」。ある会社はそういう上司が多くいま
した。それを見て若い社員たちが「この会社
に未来がないって」と言って辞めてしまって
いる。そんな例がありました。 
 
このような話を聞いたときに「え、何でそう
思うの？」って素直に聞いてみることが大切
です。「あ、そっか」って「それって確かに
今まで当たり前だと思ってきたけど、もしか
したらそうじゃなくなってきているのかもし
れないな。ちょっと改めて考えてみようか」
そんな会話ができる上司がいる会社もありま
す。皆さんはどちらの会社の方が、人が集ま
ると思いますか？ 
 
日本企業が変われるためには、経営リーダー
自らが今までの当たり前を問い直せるか、そ
の本質を探究できるか、そういう中で未来を
切り拓こうって一緒に同じ目線に立って、一
緒に切り拓くってことできるか、ここにかか
っているのではないかと思います。まさに経
営リーダーの人たちにリフレーミングが必要
だと感じました。 
そんな風に感じていたとき、シンガポールの
PACE 社のリリーさんとピーターさん、代表
の 2 人が日本に来て、私達と思いが同じだか
ら一緒にやらないかって言って持ち掛けてく
れたのが、この「リアルリーダーズ」ってい
うプログラムです。 
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ところが、若い人たちが違和感を口にすると・・・
「なんで、ビジョンが数字なの︖ ワクワクさせるビジョンがないの︖」
「なんで、売上や利益を伸ばすことが最優先なの︖」
「なんで、企業は成長しなければならないの︖」

「なんで、仕事の目的や意義をきちんと説明してくれないの︖」
「なんで、上司はいつも上から目線なの︖」
「なんで、上司が一方的に仕事を割り振るの︖」

「なんで、残業するのが当たり前なの︖ 残業すること自体おかしくないの︖」
「なんで、きちんとしたマニュアルや手順書がないの、非効率じゃないの︖」
「なんで、リスクやコストを考えろ、でもチャレンジしろなの︖」

「なんで、こんなに会議ばかりなの︖ 会議ってこんなに必要あるの︖」
「なんで、何も決まらないの︖ 誰も決めないの︖ 誰が責任者なの︖」
「なんで、多様な意見を取り入れようとしないの︖」

「なんで、コミュニケーションといったら飲み会なの︖」
「なんで、人のことをいじったり、悪気なく皮肉を言ったりするの︖」
「なんで、イベントや雑用は何でも若手になってしまうの︖」

「なんで、こちらの事情を聞かずに、一方的に異動の命令が下されるの︖」
「なんで、きちんと見てくれていない上司に評価されないといけないの︖」
「なんで、明らかに成果を出していない先輩の方が自分より給与が高いの︖」 ・・・
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ＰＡＣＥ社「リアル・リーダーズ」のフレーム

⑦Drive Performance
人を活かす、成果を引き出す

⑧Shape Culture
文化をつくる、個と組織のバリューを重ねる

Leadership Effectiveness
（リーダーとして持続的に成長し続ける）

Organizational Effectiveness 
（組織の有効性を持続的に高める）

④Character
リーダーに求められる人格
とは
⑤Conviction with 

courage
勇気をもって確信・信念を
貫くには
⑥Credibility
独りよがりにならず、真の
信頼を得るには

人格面︓Who-Ness行動面︓What-Ness
①Competence
リーダー自身が学び続けて
いるか
②Create an Inclusive 

Environment
多様性を受け入れる環境を
つくっているか
③Compassion
部下や周囲の痛みや感情に
寄り添っているか

人への見方を変え、自分のあり方を問い直す
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このプログラムは、リーダーシップの根幹、
リーダーシップOSから変えようというもので
す。リーダーシップOSには大きく 2つあり、
What-Ness と Who-Ness というのがあります。
What-Ness とは、要するに、自分自身が人と
どう向き合うか、自分も人との向き合い方そ
のものを見直そうということです。それから
Who-Nessは、自分自身のあり方を見直してい
くとことです。 
この２つの根幹・土台をつくった上で、Drive 
Performance と Shape Culture というこの 2 つ
の役割をやれるようになりましょうというも
のです。これがリアルリーダーシップ、本物
のリーダーシップということになります。 
彼女がどんな思いでこのプログラムを立ち上
げたのか、事前にインタビューを取っていす。
それを見ていただければと思います。 
 
 
【リリーさん、ジーンさんのメッセージ】 

 
詳しくは：こちらの動画を御覧ください。 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIrovKC1
TQM 
（24:00~33:25） 
[重光 直之] 
リリーさんの話を 3 つのポイントにまとめま
した。 
1つ目は、リーダーがこれからどう変わってい
くのかというときに、自分が牽引していくリ
ーダーではなく、組織のメンバーが主体とな
っていくということです。 

 
これを constituent と言います。元々語源的に
は構成、組成といった意味です。そこから、
その代議士、選手権、主体者である主権者で
あるという意味合いも持っています。 
 
[高橋 克徳] 
これは社員をどう見ていますか？ という問
いかけだと思いますね。社員を自分の組織を
構成する一要素という見方をしているのでは
なく、一人一人が意思を持ち主体的に何かに
関わってくれている人たちなのだ。そういう
気持ちで向き合えていますかということだと
思いますね。 
 
[重光 直之] 
経営者、マネジャーの方はリーダーとはこう
あるべきものだという思い込みが強いのかな
と思いました。 

 
２つ目のメッセージです。 
彼女の話を聞いていくと、自分だけが主体で
はなくてみんなが主体者となっていく。 
それともう一つ「バルナラブル」。ここで言
っているのはさらけ出すという意味合いです。 
とある会社の社長が「ジェイフィールのプロ
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• 今、彼らに求められている進化は 、『彼ら自身が』現状に挑戦
するのではなく 、『組織のメンバー が（constituents）』、
新しい事業機会を求め 、新しい事を新しい方法で探求する 、
そのサポートをする覚悟と勇気です。

• リーダー自身が誰よりも 「ヒューマニスティック （人間的）」であ
ること。社員へ「支援と励まし 」を提供し、一人の人間として 「
親しみやすく 」、どのメンバーに対しても「オープン」に接し、「異
なる知見やアイデアを共有する 」ことです。

26

Dr. リリー・チェンさんからのメッセージ①

【注】 constituentとは︓
組成の、代議士選出の、選挙権をもつ、憲法制定の権能ある
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• マーティン ・ルーサー・キング牧師とサー ・ジェームズ ・ダイソンの
共通点は何だと思いますか︖

• 勇気を伴った信念。そして同時に、彼らは「バルナラブル」なの
です。
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Dr. リリー・チェンさんからのメッセージ②

【注】 vulnerableとは︓
人として振る舞う、鎧を脱ぐ、ガードを下げる、構成員と同
じ立ち位置であるなどの意

https://www.youtube.com/watch?v=ZIrovKC1TQM
https://www.youtube.com/watch?v=ZIrovKC1TQM


グラムって、鎧や武器を与える、何かを身に
着ける強くなる研修じゃなくて、鎧を脱いで
いくプログラムだね」とおっしゃってくれた
ことを思い出しました。 
 
[高橋 克徳] 
強くあろうとするリーダーが本当の信頼を得
ていますか？ という問いでもあると思いま
すね。「バルナラブル」は経営者である前に 1
人の人間である。だから、いろんな苦しみや
悩みを抱えているかもしれない。 
そういう人が自分と向き合ってくれていると
思ったときに寄せるリーダーへの信頼は、作
られたリーダー像に寄せる信頼とは違ってき
ます。「バルナラブル」を示すことが本当の
信頼を得るために大事だと言いたいのではな
いでしょうか。 
 
[重光 直之] 
じゃあ最後に３つ目ですね。 

 
 
[高橋 克徳] 
このリアルという言葉は 2 つの意味がありま
す。1つ目はオーセンティック、嘘偽りがない
ありのままの自分であるということです。こ
れが信頼を得るためにすごく大事だというこ
とです。 
もう 1 つ大事なことは、現実の問題と正面か
ら向き合っているのか。加えて真に正しいと
思うことを、ちゃんと示せているかというこ
とです。正直、何が正しいのかわからないが、
ちゃんと向き合うことが大事なのではないか
ということですね。この 2 つの意味でリアル

という言葉を使っていると感じました。 
 
[重光 直之] 
はい。ありがとうございました。もう少しリ
アルリーダーズがどういう意味なのか、ある
いはリフレーミングについて具体的なお話を
していただけますか。 
 
[高橋 克徳] 
今までのリーダー論の前提は、自分が主でメ
ンバーにどうやって働きかけるというふうに
関係性、矢印が外に向かっています。 
だから今までのリーダーシップ論はリーダー
シップスタイルの話をしていました。 
このリアルリーダーズはそういうものではな
く、自分のあり方をとにかく問いなさいとい
うことなのです。これは矢印が内側に向かっ
ています。 
それがさきほどのありのまま、自然体であり
ながらも、正しくあろうとする自分というこ
とです。そのあり方が、周りに対して良い影
響を与えるということですね。だから大事な
のはリーダーシップ OS になります。 

 
スタイル論（上）はどちらかと言うとアプリ
ケーションで、いろんなスタイルがあってい
いと思いまし、状況に合わせてスタイルを変
えていく必要があります。 
 
しかし、土台はしっかりとつくっていく。そ
れが信頼につながります。この土台をつくっ
ていくことが、リアルリーダーズプログラム
です。 
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• 「リアルであることが最も大事」とは、どういう意味でしょうか︖
• それは、経営リーダーが「謙虚さ」、「勇気」、そして「人としての
成熟度」を持って 、「ビジネスの現実 （リアリティー ）に立ち
向かう」ことを意味します。

• 経営リーダーは、人間関係や取引において、誰よりも「オーセン
ティック」である必要があります。

• 勇気をもって「真に正しいこと」を明確」にし、自分の命令を守
らせるよりも、変化への対応を賞賛します。
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リリー・チェンさんからのメッセージ③

【注】 authenticとは︓誠実、嘘をつかない、人間的

Copyright © J.FeelInc

リーダーシップのあり方が問われている

Servant Leadership
サーバントリーダーシップ

Transformational 
Leadership
変革型リーダーシップ

Authentic Leadership
オーセンティックリーダーシップ

Transactional
Leadership
業務処理型リーダーシップ

リーダーシップ・スタイル （メンバーにどう働きかける存在になるか 外に向かう）

リーダーシップOS （リーダーとして自分はどうあるべきか 内に向かう）

＜組織主導・統合性を求める時代＞

＜個人主導・多様性を求める時代＞

本物の、真正の、原物に忠実な ⇒ ありのまま、自然体
オーセンティシティ（ authenticity）= 「自分自身に忠実であれ」
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[重光 直之] 
このオーセンティックやバルナラブルという
のは大切ですが、私達世代では聞き慣れない
言葉ですし、実践が難しいかもしれませんね。 
 
[高橋 克徳] 
そうかもしれませんが、結局は 1 人の人と、
人としてちゃんと向き合おうよということで
すよね。役割ではなく、ありのままの自然な
自分として向き合ったら当然心配する、イラ
つくことがあったらちょっと出ちゃう、そん
なことがあってもいいのかもしれないですね。 
大事なことはそれをそういうふうに感じる自
分がいると思い、それを出してしまうと「い
やいや、そう言われれば当然だと思いますよ」
と逆にメンバーも言ってくれるかもしれませ
ん。 
そのような向き合い方が本当の意味で信頼を
得るということではないでしょうか。 
このプログラムではこのようことをひたすら
問いかけてきます。これがリフレーミングに
つながります。 

 
こう思うとリフレーミングというのは、鎧を
脱ぐに留まらず、本当の自分を取り戻すプロ
セスなのではないかと思います。 
冒頭、日本企業は変われない、変わろうとし
ない、と言いましたが、本当に鎧たくさん着
てしまったのだと思います。会社もリーダー
も社員もみんな。だから、がんじがらめにな
って変化ができなくなってしまったのではな
いでしょうか。 
では、鎧を取ったときに、こんな自分がいた
のだと気づけて、もっと自由に、もっと楽に
人と素直に話せたり笑顔になれたり一緒に頑
張ろうって思える自分を取り戻せるのではな

いでしょうか。 
リフレーミングを通して、本来の自分を取り
戻す、それがこのプログラムだと思っていま
す。 
実際にこのプログラムを提供していて、重光
さんが思うことはありますか？ 
 
[重光 直之] 
ご相談を受けたときに一番多く言われること
は、「トップがなかなか変わらない」という
ことですが、社長が心を開いた瞬間の事例を
一つ紹介します。 
２年ほど部長層の人たちとワークショップを
やっていましたが、最後に、彼らが自分たち
の本当の本音で語ったときです。それまでは、
「もっと経営者目線を持って欲しい」と言っ
ていた社長が部長たちに対して「そうだよね。
君たちがやっていることを正面から受け止め
ようと思う。答えはわからないけど、一歩一
歩進んでいこうね」という言葉に変わったん
です。この言葉を聞いたときに、あぁ、社長
を動かすのは、彼らのように真の姿が見えた
ときなんだと思いました。 
 
[高橋 克徳] 
研修をしていて、最後に受講生の方々に自分
たちが鎧を脱ぎ、自分でこういうことをやり
たいんだということを社長の前で語ってもら
います。そうすると社長も鎧を脱いでくれる
んですよね。社長も自然体になって、そうだ
よなって、俺もそういう自分がいたんだよっ
て話をしてくれます。 
そうすると、そこから関係性がいっきにがら
っと変わる瞬間がある。 
上から変えようとしなくても、部長、中堅の
人たちを変えて、そこに社長とか役員の人た
ちを巻き込むことで、会社に変化を起こせる
のだと思いますね。 
 
最後に一言。リーダーシップOSを変えるって
言っていますが、結局組織の土台となってい



るOSを変えたいのです。上が決めてそれに下
が従うのではなく、みんなが自分らしく、自
然体であって、言いたいことが言えて踏み出
せて、そこに繋がりができて、大きな動きに
変わっていく。気がつくとみんながリーダー
であり、みんながメンバーになれる、こんな
OS をしっかり作っていきたいんです。 
その変化をするための問い直し、リフレーミ
ングがすごく大事だということですね。 
本日はありがとうございました。 
 
以上 


