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５つの「つながる力」を高め、
コネクティングリーダーを育てる

高橋 克徳 ●ジェイフィール 代表取締役 

佐藤 　将 ●ジェイフィール コンサルタント

21世紀の世界と未来を結びつける新しいグローバルリーダー

１．新たなリーダーが求められている

　日本人のマネジャーたちは、海外ではどう評価さ
れているのでしょうか？
　自分が社長や管理職として派遣されると、最初に
日本人スタッフにだけ声をかけ、自分の部屋に入り、
報告が来るのをただ待っている。自分の方針を語る
ことはあっても一方的で、現地スタッフからすると、
何を期待されているのか分からない。「何を考えて
いるのだろう？」、「どんな人なんだろう」。そんな
疑問をもたれてしまうこともあります。

　もしかしたら、日本人的な特性が影響しているの
かもしれません。相手の感情を気にするから自分か
らなかなか入っていけない。相手を尊重し、異文化
を学ぶことで、逆に違いばかりに目がいってしまい、
結局、「自分とは違う、自分たちとは違う」といっ
て距離を置いてしまう。あるいは逆に、一方的で強
引な振る舞いに出てしまい、現地スタッフのほうか
ら距離を置かれてしまう。
　以前、ある大手日系企業の現地幹部育成プロジェ
クトを行ったときのこと。現地の優良企業からヘッ
ドハントされたばかりの米国人幹部に、日本人上司
やマネジャーの感想を聞いてみると、彼は「ジャパ

❶	いまや日本にいても世界中の人たちとつながって仕事をしていく時代。チーム内外と「つな
がる」コネクティングリーダーが求められている。

❷	コネクティングリーダーは、５つのつながる力――自分とつながる力、人とつながる力、世
界とつながる力、幸せとつながる力、未来とつながる力――を触発することで育てていく。

❸	コネクティングリーダーは、共生社会のなかでともに苦しみ、ともに努力し、ともに喜びを
分かちあうリーダーである。幸せの概念を問い直し、広げていく可能性をもっている。
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ニーズ・マネジャーたちは、現地サイド
の話を聞こうとしない。真剣にイシュー
に向き合おうとしていない」と語ったの
です。
　また、ある大手日系企業のＭ＆Ａに伴
い、数カ国の現地マネジャーに話を聞い
たときのこと。彼らから一様に出てきた
のが、「もっと買収元の日本人とフェー
ス・ツー・フェースでコミュニケーショ
ンをしたい」ということでした。彼らに
よれば、「いくら現地から提案をしても
一向に返信がない」、「時々、日本から出
張で来ても、日本人同士で密室で話して
ばかり」、「日本人が何を考えているのか
わからない」。

＊
　　いったい何が、世界における日本人リーダーの
問題なのでしょうか？
　単に語学力の問題なのでしょうか、あるいは経営
管理知識や現地知識の問題なのでしょうか。
　それとも、同じ人間としての関わり方の問題なの
でしょうか？

２．国内外で求められる 
　　「つながる」リーダー

　21世紀に入り、国内のビジネス環境、職場環境
は大きく変化しています。
　企業間での提携や協業も盛んになり、新たな価値
創造に向けて既存の枠組みを超えた連携の動きが求
められています。ネットや ITの進化も、顧客や関
係会社との共創活動を促進し、連携による新たな
チャンスを生み出しています。
　一方で、雇用形態や勤務形態が多様化し、性別、
世代、国籍を超えて働く時代になりました。その違
いが心理的な壁、コミュニケーションの壁となり、
お互いの価値観の理解ができない、関係性が希薄に
なる、「不機嫌な職場」になるという連鎖も起きつ
つあります。グローバル化が当たり前の時代になり、

たとえ日本国内にいても、世界中の人たちとつな
がって仕事をしていく時代になってきています。
　こうした変化のなか、リーダーの存在は変わって
きています。単に管理者（マネジャー）として、や
るべき業務を伝え、自律的にPDCAを回していく
存在ではなく、チーム内外と「つながる」（コネク
トする）リーダー。これまでの組織の枠にとらわれ
ず、「つながる」ことをベースに、新たなチーム、
コミュニティをつくっていけるリーダーが求められ
ているのです。
　さらにグローバルにおいても、2008年のリーマ
ンショック以降、先進国から新興国へと市場規模が
シフトするのに伴い、旧来の本社起点の「ものづく
り」で海外展開するモデルから、現地と一緒に「こ
とづくり」を行い、リバース・イノベーションを介
して世界経営を進化させていくモデルへと、グロー
バル経営のパラダイムが大きく変化しています。
　そこで必要とされるのは、単に本社の方針を伝え、
現地を巻き込み、指導しながら、海外展開を進めて
いくリーダーではなく、エンドユーザーや現地スタッ
フと頻繁に話し合い、耳を傾け、彼らと「つながる」
ことを通して、新しい発想を生み出していけるリー

図表１　これからのリーダー像
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ダーです。と同時に、本社で培ってきた
ノウハウや技術力、組織力と国境や部門
を越えた連携によって新たな価値を生み
出していくリーダーです。

３．コネクティングリーダーとは

　その21世紀の新しいリーダー像を、
コンセプトとして体系化したのが、「コ
ネクティングリーダー」です。
　コネクティングリーダーとは、多様な
人たちを結び付け、多くの知恵を結集し、
ともに新たな動きを創り出すリーダーです。それは、
人だけでなく、世界や未来、人々の幸せと自分たち
をつなげていく、新たな存在でもあります。
　では、具体的に、旧来のリーダーとコネクティン
グリーダーとは何が違うのでしょうか。
　図表１をご覧下さい。縦軸は、リーダーシップの
種類が「創造型」か「効率型」、あるいは、その手
前のメンバーシップか、です。横軸は、「つながる力」
か「統合する力」かで分けられます。
　旧来のリーダーは、統合する力をもつ「ストラテ
ジックリーダー」や「オペレーショナルマネジャー」
です。それに対し、つながる力をもって「創造型」
リーダーシップを発揮するのが「コネクティング
リーダー」です。
　では、２つの力の違いを生む根源的なものは何で
しょうか。それは、以下の４つの「マインドセット」
だと考えられます（図表２）。
①�リーダーは一部の選ばれた存在ではなく、誰もが
それぞれの持ち味を活かし、創造的なリーダー
シップを発揮すべき存在である。
②�人の異なる面に目を向けるのではなく、人間が
もっている共通性に目を向ける。
③�自らの力で自分の価値観に統合していくのではな
く、多くの力、多くの価値を受容し、結び付けて

いく。
④�自らが生き残る、勝つためではなく、ともに生き、
周囲を幸せにすることを願って行動する。
　そのなかでも特に大事なのが、②の「人間がもっ
ている共通性に目を向ける」ことです。そこに目を
向ければ、他者を受容し、自分の胸襟を開き、多く
の人たちが心を開いてくれる。そして、そのなかか
ら、一緒に考え、一緒に行動しようとしてくれる人
たちが出てきます。その人たちと思いを共有すると、
その人たちが起点となって思いの連鎖が起こります。
　コネクティングリーダーは、自分が前面に出る
リーダーではないかもしれません。けれども、周囲
から支えられ、周囲を元気づけ、周囲を笑顔にして
いけるリーダーです。
　実際、こうしたリーダーに、ここ数年、出会うこ
とが増えてきました。年齢や役職に関わらず、気負
うことなく、自然体で、多くの人たちの輪のなかで
尊敬されているリーダーであり、周囲のため、社会
のために奔走するリーダーです。本当の意味で世界
をつなぎ、新しい時代をつくろうとしているリー
ダーです。こうした人たちは、日本人のなかにも、
外国人のなかにも、増えてきています。
　わたしたちが進めたいことは、こうしたリーダー
を、点ではなく、チーム全体、組織全体、そして社

図表２　従来のリーダーとの違い（４つのマインドセット）
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会や世界全体の面として広げていく活動です。

４．コネクティングリーダーの育成

　では、どうすれば、コネクティングリーダーを育
成することができるのでしょうか？
　わたしたちは、以下の５つの「つながる力」を触
発することで、コネクティングリーダーへの変容が
大きく促進されると考えています（図表３）。
①自分とつながる力
　�自分の感情を感知し、情熱の源泉や、これまで気
づかなかった思いや可能性に気づく力。

②人とつながる力
　�相手とフラットに向き合い、対話と傾聴を通じて、
相手を受容し、お互いの思いを重ね合わせる力。

③世界とつながる力
　�広い視野で多様なものに触れ、その背景を理解し、
世代、性別、国籍などの違いからくる考え方や行
動の仕方の違い、多様性を認め合い、尊重し合う
力。

④幸せとつながる力
　�自分たちは誰を幸せにしたいのか、人の幸せとは

何か、その根幹にある共有すべきものは何かを追
求する力。
⑤未来とつながる力
　�いまここにある可能性を感じ取り、これから起こ
りうる未来の変化をとらえ、未来に向けて思いの
連鎖を起こしていく力。
　コネクティングリーダーの育成で重要になるの
は、「問い直し」と「重ね合わせ」です。
　目の前の仕事をただこなしていく、その効率とス
ピードを改善する、言われてモノをいままでの工程
で作り続ける。これでは気づいたときに、世界の変
化に取り残されてしまいます。いままで触れたこと
のない、多くの世界と触れる。新興国や後進国の人
たちの暮らしに触れてみる。すると、「ワオ！」、自
分たちのこれまでの世界観と大きく違うことに驚か
されます。その「ワオ！」体験のうえで、その人た
ちが求めていること、その人たちが喜ぶ顔のために、
どう支援していけばよいのか。全世界的な観点から
みたときに、それが世界中の人たちの幸せにつなが
るのか。そんな姿勢で本質を探究し、自分の常識を
「問い直し」、思いを「重ね合わせ」ていく習慣が
必要になってきます。

図表３　５つのつながり力
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　そのためには、自己の感情感知力を高めるトレー
ニングや、未来状況シミュレーション、協働ワーク
を通じたチームビルディングなどさまざまな「体感
型」の方法論（メソトロジー）を組み合わせたプロ
グラムが効果的だと考えています。

５．コネクティングリーダーの社会的な意義

　21世紀に入り、グローバル資本主義による社会
的な格差が広がっています。いまだに多くの民族紛
争、宗教対立、隣国間の争いが絶えません。
　その一方で、世界人口は、いまの70億から 100
億へ、次の半世紀には50％近く増加します。しかも、
その多くは、いまだ貧しいアフリカやインドなどの
国々で生まれてくる人たちです。
　そのなかで、わたしたちは、この地球を壊さずに、
どう人間として幸せに生きていけばよいのでしょうか。
　わたしたちは、コネクティングリーダーには、ビ
ジネスの観点から組織（会社）をよくするという位
置づけのほかに、大きく２つの社会的な意義がある
のではないかと考えています。
　１つは、資本主義社会における格差の是正という
観点からです。欧米社会では、資本主義社会で勝ち
残り、金持ちになって、財団を作り、寄付をするリー
ダーたちがいます。また、NPOやNGOなど社会
起業家として弱者に貢献するリーダーも出てきてい
ます。しかし、わたしたちは考えます。企業社会が
旧来のリーダー像を前提にしている限り、リーダー
とフォロワーの所得格差は埋まらない、もしかした
らますます広がるばかりだろうと。それよりも、多
くの人たちが、リーダーの概念を変え、コネクティ
ングリーダーになっていけば、社会全体が変わって
いくのではないだろうかと。そして一部の人だけで
なく、多くの人がいまの仕事を通して、周囲やお客
さまの幸せのために貢献していこうと努力すれば、
もっと社会はよくなっていくのではないだろうかと。
　もう１つは、人間にとっての「幸せの概念」を広
げていくことです。20世紀の時代は、自己実現や

経済的な豊かさが幸せになることだと考えられてき
ました。しかし、人間にとって、本当の「幸せ」と
は何でしょうか。人によって、幸せの概念は大きく
違ってくるのではないでしょうか。　
　コネクティングリーダーは、人や世界、未来と「つ
ながる」ことを通して、人々の幸せの概念を問い直
し、広げていく可能性をもったリーダーであると考
えています。「誰の幸せのために？」、「どんな幸せ
のために？」、自分たちの組織や事業があるのか。
自分たちの製品やサービスは人々のくらしにどう役
立っているのか。社会にとってどんな価値を提供し
ているのか。それらの問いかけを通して、この世界
の幸せの概念を、広く深く変えていけると考えてい
ます。
　３年前、3.11を経験したわたしたち日本人は、
「リーダーとはなんだろう」、「幸せとはなんだろう」
という問いを改めてもつ機会を得ました。もし、わ
たしたちが、そこで得た気づきのようなものを、世
界中の人々に届けていくことができれば、日本人グ
ローバルリーダーに対する見方も大きく変わるので
はないでしょうか。

＊
　強い戦略型のリーダーが組織をけん引する。管理
型のマネジャーが人を動かす。こうした20世紀型
リーダーは、競争社会のなかで打ち勝つために人と
組織を効率的に動かしてきたリーダーでした。しか
し、21世紀、これから求められていくリーダーは、
この世界でともに苦しみ、ともに努力し、共に喜び
を分かちあう共感型のリーダーではないでしょう
か。しかも、それは限られた人だけの役割ではあり
ません。人間としての感情をもつ誰もがなれるリー
ダーなのです。
　21世紀の未来と世界をつくるため、一緒にコネ
クティングリーダーの育成を考えてみませんか。
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