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第一部 パラダイムと原則について 

導入 
社会的に成功している人々の中に自分自身のこと、家庭のこと、部下のことなど 
多くの心の悩みを抱いている人が数多くいる。彼らは心の安らぎや健全な人間 
関係に飢え渇いていた。 
・会社の目標の達成に努力し企業人としては成功しているものの家族を顧みなかった。 
 今まで自分が過ごしてきた日々は本当に価値のあることだったのか? 
・自分の息子が言うことを全く聞かない。どうすればよいのか? 
・友達の成功が本音は妬ましい。上辺だけは祝福している自分がいる。 
                      ・・・・・・・等々 

著者の経験から、息子に対する野球のことでぶつかり合った。 
親として、息子可愛さに頑張れ!もっとバットを短く持ってやってみろ!! 
他人が笑うと息子が笑いものになっていると思い、叱り飛ばした。 
結果、息子は泣き出し、野球なんか大嫌いだ!!と逃げ出した。 
・私たちは物事をあるがまま見ているつもりでも、ある種のレンズを通して見ている。 
・ このレンズが私たちの世界観を作っている。行動の方向づけをしている。 

自分たち夫婦は、自分の息子に対して、良い子、できる子であってほしい。 
と思うことから、自分たち自身の見方を変えて息子の独自性を見守る立場に変えた。 
他の子供と比較することをやめた。同時に他人からの息子に対する批判やあざけり 
からも、守ることも控えた。 
・時間と共に息子は本来の自分を取り戻していた。自分自身を素直に表現した結果だった。 

準拠枠、色めがね 
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電車の中の事例 
・ある日電車の中で騒いでいる子供に対して、何の対応もせず知らんふりをしている 
 父親を見つけた。あまりの騒がしさに、その父親に文句を言った。 

すると、静かに母親が今日見舞いに行った病院で亡くなった。今の自分には 
騒いでいる子供たちを注意することができない。 

その瞬間、私はその家族に対する思いが激変した。 

戦艦の艦長と二等水兵の話し 
・ある日、霧で視界が悪くなったとき、進路の方向に光が見えた。別の船と理解した 
 艦長は、進路を開けるように要請した。 

相手の二等水兵は、進路をそちらが変えろと言ってきた。 

私は艦長である。進路を変えることを命令する。 

こちらは、灯台です。と二等水兵は知らせてきた。 

戦艦は進路を変えた。 
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左の絵に描かれているものは 
何に思えますか? 
 

人によってものの見方は分かれるもの 

自分の見方は万人のものではない 

十人十色 

人それぞれ 

だから面白い 
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私たちは、自分の生活や人間関係を、経験や条件づけによって作られた 
パラダイム、あるいは知覚のレンズを通してみている。 

客観的な現実は『灯台』 

著者はこれを『原則』と呼んでいる。 
私たちが実証できるもの。 
正義、公正さ、人間の尊厳、奉仕、貢献、 
勇気、可能性、忍耐、誠実、正直・・・ 

手法は、ある特定の状況下でないと適用できないが、原則は深い基礎的な 
真理であり、普遍の応用がある。 永続的な価値を持ち人間の行動を正しく 
導くガイドライン。 

手法にのみ注力することを個性主義、原則を追い求めることを人格主義と呼ぶ。 

動かない真理 
皆が認めるもの 
『原則』と表現 
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現代社会で出会う人の多くがロボットのようにふるまい自分のことを知りもせず、理解する 
こともない。唯一知っているのは、社会が要求しているイメージだけである。 
真のコミュニケーションをもたらす語らいの代わりに意味のないおしゃべりを繰り返し、 
心からの笑いの代わりに見せかけだけの笑顔を作り、心の底からの痛みの代わりに 
鈍い絶望感しか味わっていない。こうした人間に言えることが二つある。 
ひとつは、彼らが手の施しようのないほど自発性と自分らしさの欠乏に悩んでいるということ 
であり、もうひとつは、実質的にはほとんど私たちと変わりがないということである。 

個性主義に走る人間は、近道を求める。人格主義を貫こうとする人間は時間と労力を 
惜しまない。千里の道も一歩から。 

人間関係は、人の話を聴くことから始まる。人の話を聴くということは、忍耐、 
自制、そして相手を理解したいという気持ち等、高度な人格が必要不可欠。 

成果だけを求める企業は、人間同様に信頼のおけない会社。長続きはしない。 
M&Aに走る企業。目先の利益・効率化に走る企業。哲学を忘れた企業。 
企業は人なりを忘れている企業。  個性主義>>>人格主義 
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インサイドアウト 

人を批判する前に、まずは己の内面を磨け。 

『思いの種を蒔き、行動を刈り取り、行動の種を蒔き、習慣を刈り取る。 
習慣の種を蒔き、人格を刈り取り、人格の種を蒔き、人生を刈り取る。』 

『人間は、その人の考えそのものである。』  ( ポール・J・マイヤー)   

知識 

やる気 スキル 

何をする?何故するか?  

どのようにするか? 
やりたい思いと熱い心 

目的 

知識 

熱意 

習慣 
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自律 

本書p55の図を拝借 

依存から 

自律へ 

相互依存へ 

自律なくして相互依存は成り立たない 

成長のプロセス 

本来の自然の姿 
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第二部 私的成功 
 第一の習慣 
 第二の習慣 
 第三の習慣 

第一の習慣 主体性を発揮する 

社会の鏡 
多くの人は、自分 
自身に対する情報を 
この鏡から得ている 
遊園地にある歪んだ 
鏡かもしれませんよ 

遺伝子決定論 
 ～血のせいだ 

心理学的決定論 
～両親の育て方のせいだ 

環境的決定論 
～上司、家族、経済、国のせいだ 

あなたは、鏡の前で 
どのような話し方を 
されていますか? 

私たちは自らの 
感情と意思を、 
価値観に従わせる 
ことができる。 
～主体的ということ。  
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反応性のモデル(パブロフの犬のモデル) 

刺  激 反  応 

決定論によると人は刺激に対して 
直接反応することになる 

刺  激 反  応 

選
択
の
自
由 

自覚 

想像力 

自由意思 

良心 

主体性のモデル 

人間は、ほかの動物にない自覚 
想像力、良心、自由意思、という 
独特の性質(能力)を持っているため、 
刺激に対して、自分の反応を選択する 
自由をもっている。 ビクター・フランクル 
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ビクター・フランクル 
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反応的な言葉は自らの責任を否定しがち・・・・ 

反応的な言葉 VS  主体的な言葉 

・どうしようもない 
・生まれつきだ 
・あいつは頭にくる 
・認められないにきまってる 
・しなくてはならない 
・できない 
・Aでないとだめだ 
・Bでさえあったら 

・代替案を考えてみよう 
・他のやり方があるはず 
・自分で感情をコントロールする 
・効果的なプレゼンをしよう 
・そうすることに決めた 
・できることを考える 
・Aのほうが良い 
・私がBをなんとかする 

反応的な言葉は、心理学的な 
自己達成予言として、ますます 
肯定的な自分の人生を創る力を 
削ぐことにつながる 

肯定的なものの見方 
言葉を発しよう 

自己実現の道を開く 

言葉は、言霊 

自分の頭で考え、自分のできることに 
注目し、周囲のせいにしない姿勢 

>>>認知療法へとつながる 12 



主体性を高める方法としての２番目 関心の輪の話 

自分が時間とエネルギーを使っている 
領域を意識する 
①自分がコントロールできる領域 
②自分ではコントロールできない領域 

① 

② 

影響の輪 

関心の輪 

 主体的な人は①の領域に努力と 
 時間を集中させ、自らが影響できる 
 事柄に働きかける。 
 結果として影響の輪が広がる 

反応的な人は②の関心の輪に意識が分散し 
他人の欠点、周りの環境、自分ではどうする 
こともできない状況に囚われる。 
この結果、①の影響の輪を自分から縮めて 
しまう。 

自己中心的な人物は影響の輪を自分以上に 
広げてしまう。人や社会に対して無責任な状況。 
本来の自分としての責任をも無視している。 

主体的とは身勝手なこと 
ではなく賢くなること。価値 
観(原則中心)を大切に 
且つ周りを理解すること。 

何も持たずに何人も彼らの 
意思をつなぐ人々が生まれた 
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主体性を高める方法としての3番目(関心の輪の話ではありますが・・) 

『持つこと』と『なる』こと。 

インドのガンジーはイギリスを批判する議員には加わらず、ひとり 
畑の中に立ち、農民へ語る旅を続けた。ついには、イギリスからの 
独立運動を促し、実現させることとなった。(影響の輪を広げた) 

家の鉢植え 
にしよう!! 

そこに咲いて 

いてくれれば
よい 

『持つこと』と『 在ること』 

エーリッヒ・フロム著 『生きるということ』の一節より・・ 

芭蕉 テニソン 
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第二の習慣 目的をもって始める 

自分の葬式の状況を思い描いてみる 

自分の遺影 

奥さん、旦那さんから何と言わせたいですか? 

 

息子や娘さんから何と言わせたいですか? 

私たちに残されている時間はあと何時間ですか? 
(今のご自分のライフステージと役割<ライフロール>を 考えることも必要です。 
その上でご自分はどのように したいのですか?を自分に問うことに他なりません。)   

その時間を使って、私たちはどのような人生という名前の 
脚本作りをしましょうか? 

あなたは、ご家族からどのように 
あなたの慰霊に向かって話を 
してもらいたいと思いますか? 
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著者は自分の関連する事柄に自分の中心を
置くことよりも『原則』として人間として在りたい 
姿を腹にすえた捉え方が望ましいと考えた。 

周りのどの領域に集中しても 
弊害が出てくる。バランスは 
自分の大切な原則を主軸に 
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・締切りのある仕事 

・クレーム処理 

・切羽詰った問題 

・病気や事故 

・危機や災害 

・人間関係作り 

・準備や計画 

・リーダーシップ 

・真のRe-Creation 

・勉強や自己啓発 

・突然の訪問 

・多くの電話 

・多くの会議や報告書 

・無意味な接待冠婚葬祭 

・雑事 

・暇つぶし 

・単なる遊び 

・だらだら電話 

・待ち時間 

・意味の無い活動 

緊急度が高い 緊急度が低い 

重要度が高い 

重要度が低い 

本来重要と思われる事項に 
ついて、ほとんど自分の 
時間を使っていない現実 

第三の習慣 最重要事項を優先する 

日常生活の中での時間の使い方について、著者は重要であるはずの 
第Ⅱの事柄について、実際は時間を使ってないことを示している。 
だからこそ、自分への気づきのためにも習慣をつけるべきと述べている。 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

現代社会の性質上、必ず第Ⅰの領域の活動に直面する。それは重要なのであるから対応しなければ 
ならない。それでも予測したり準備を行うことで最小限にとどめストレスを減らす努力はできる。 
また、第Ⅲと第Ⅳの領域の事柄もまた軽減できる施策はないだろうか?不必要なものは無いか? 

Ⅱ 



具体的に自分の行動予定を役割ごとに考え実践するためのシート 

第Ⅱ二の領域を効果的に計画する 

Ⅱ 
自分の役割を 
決めて各項目 
ごとに今週の 
計画を記入する 

月曜日から日曜日までの 
予定時間を記入する 

事例 
役割1 自分の成長①体力増進を具体的に!! 
             ②ジョギング(週三回) 
                                      ③マーケティング学習 
               (第三章読破!) 
                                      ④朝一体操ストレッチ 
役割2 夫・父親        ①家内と映画を見る 
             ②博の科学の勉強を見る 
             ③恵美子の自転車修理 
役割3 友人     ①水曜日に歓談する  
役割4   商品開発  ①基本設計の見直し 
             ②設計工程の素案まとめ  
役割4 部下の育成 ①佐藤さんの問題相談 
             ②OJTの項目整理 
役割5 地域ボランティア①地域のパトロール担当 
役割6 人生を楽しむ ①連休の家族旅行計画 

Ⅱ 

Ⅰ 

ⅠとⅡの重要と思われる 
領域に属す事柄(予定)記入する 

(コヴィーリーダーシップ社) 

原則には忠実に 
計画は柔軟に 
～計画しても割り込みあり 
～その時のあなたの選択に 
  自身の原則があってほしい 
 (人に振り回されるのではなく)   
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著者の自分の時間の使い方をより主体的に実行するための提案 
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第三部 公的成功 
 第四の習慣 
 第五の習慣 
 第六の習慣 

第三部 公的成功の前提は相互依存のパラダイム 
      ～信頼がなければ友情は生まれない。誠実さがなければ、信頼されない。 

・相互依存は互いの自律なくしては成り立たない。 
・個性主義のテクニックやスキルで人間関係を円滑にすることは、人格を基本に 
 しないかぎり望めない。自制と自己のコントロールが他者との充実した関係の 
 土台となる。 
・自尊心は、自らを支配する力、真の自律した人にしか生まれない。 
・人間関係づくりの大切な点は、上辺だけの私たち言うセリフや、何をするかではなく 
 私たちの言葉や行動が自らの中心(人格主義)から派生したものでない限り、決して 
 成しえない。(個性主義に起因するものであれば、人は私たちの二面性を感じ取り 
 相互依存関係は維持できない。) 
・信頼残高(預貯金のごとく信頼という財産を蓄えよう)を増やす 
 ①相手を理解する～相手にとって大事なことは自分にとっても大事なこと 

 ②小さな事を大切にする～小さな心遣い(息子に対するプレゼントより寒い日の自分の 

                  コートを何げなく掛けてあげたことを彼は何よりも嬉しかった)  
 ③約束を守る～④期待を明確にする～⑤誠実さを示す～⑥心から謝る～ 
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第四の習慣 WIN- WIN を考える 

・WIN-WINは単なるテクニックと理解しないでほしい。 
・WIN-WINは人生を競争と捉えずに協調する舞台として捉えてほしい。 
  ・WIN-LOSEは、競争社会、私が勝ちあなたが負ける論。家庭内の兄弟の優劣、 
   学校内の成績競争、スポーツの世界、勝者と敗者。裁判所の訴訟・・等々。 
  ・LOSE-WINは、自分に自信がなく相手次第。部下に甘い上司。自尊心の低下、 
    人間関係の決裂。鬱積したストレスに対して爆発的な行動を招く。・・等々。 
  ・LOSE-LOSEは、頑固者同士のぶつかり合い、結果は何も生み出さない。相手を 
   負かすために、自分が犠牲になることもいとわない。・・等々 
・WINは、一般的な私たちの意識。自分が勝つことが相手を負けさせるとは 
 いつも考えていないし、意識していることもない。  

現実は、その時の状況により、個々の選択が妥当。オリンピックなら当然WIN-LOSE。 
どうしても取引をしたい相手ならLOSE-WIN。わが子を救うためならば、WIN-LOSEもあり。 
・・・それでも長期的な取引きや友人との付き合い、地域との交流、会社内の仲間関係、 
組織内連携を考えればWIN-WINに勝るものなし。  
 

私たち人間は、一人では生きていけない。相互依存の中で暮らしているもの。 
だからこそ、共存共栄を図るべきではないのだろうか? 
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『WIN- WIN を考える』を支える五つの柱 

１ 

人
格 

 
 

 
 

2 

関
係 

 
 
 
 

 
 
 

3 

合
意 

 
 
 
 
 

4 システム     5プロセス 

WIN-WINを実現させるためには、自分の 
人格、人との関係、期待を明確にするための 
実行協定、支えるシステム、WIN-WINを求める 
プロセスそのものが大切になる 

①人格こそがすべての柱の根幹。 
誠実、廉潔、誠実～自分自身に置く価値 
成熟～勇気と思いやりのバランス 
自分の気持ちや信念を表現する勇気と 
相手の気持ちや信念を尊重する思いやりの 
とのバランスの取れている人の状態。 

豊かさマインド(対欠乏マインド) 
威信、名誉、利益、権限などを容易に人と 
分かち合うことができ、他の人と接しながら 
無限の可能性があることを認め、新しい 
創造的な代替案や第三案を作りだすもの。 

成熟 

誠実、廉潔、成熟、豊かさマインド 
に富んだ人格の持ち主は、テクニックなどを 
遥かに超える力をもち、その人の人間関係の 
深さを物語っている。 
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WIN-WINの基礎的な原則(観念) 
◆効果的かつ長期的な関係は相互の得に基づいていなければならない。 
基礎的なパラダイム 
◆自分の利益だけではなく他人の利益も求める。 
◆自律的に競争するより、相互依存的に協力することが、人間関係において 
  良い結果をもたらす。 
基礎的プロセス 
◆相互の得を求めるためには、勇気と思いやりをバランスさせる。 
◆過去のWIN-LOSEの条件よりもWIN-WINの結果を求め続ける。 
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人間関係の6つのパラダイム 

WIN-WIN 
自分の利益と相手の利益も同時に考える。このような解決策を求める。 
特徴     原則 

・相互の得を求める。    ・相互協力を行うことが互いに益がある場合 
・競争的ではなく協力的。      WIN-WINを求める。 
・相互に相手のことを聴き長くコミュニケーションが 
 図れるように、時として自分の立場を勇気を持って 
 率直に表現する。 

WIN-LOSE 
自分の利益が常に優先。相手を負かして自分が勝ちたい。 
特徴     原則 

・多くの人が求める姿勢。    ・自律した関係にあって競争が現実である 
・独裁的なアプローチを生み出す。    場合WIN-LOSEを求めてもよい。 
・WINを確保するため地位、力、肩書きを、財力、個性に依存。  

LOSE-WIN 
自分よりも相手の利益を優先。思いやりはあるものの、依存的な傾向が強い。 
特徴     原則 

･相手に対して、要求、期待などを表に出さない。  ・目前の結果より相手との関係維持が大切。 
・競すぐに服従し、相手を喜ばそうとする。    長期的なWIN-WINの確立を求める場合は 
・自分に内在する多くの気持ちを押し殺す。   LOSE-WINを選択してもよい。 
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LOSE-LOSE 
勇気、思いやりともに不足。相手に対する嫉妬心や批判のみ。自分のWINを捨ててもよい。 
特徴     原則 
･依存心の強い傾向。相手に対して、要求、期待などを表に出さない。 ・相手が社会規範を守らない時や、NO-DEAL 
・WINがなく得をする者なし。      もままならないとき。相手の行動を正すときなど 
・WIN-LOSE,LOSE-WIN,WINのみに終始してきた結果。    限定的にLOSE-LOSEを求める場合あり。  

WIN 

自分の欲しい結果のみ志向。相互依存的な場においても相手に対する感受性、思いやりが
欠如する場合あり。 
特徴     原則 
･自己中心的。    ・目前の結果が最優先の場合はWINを求める 
・相手が勝っても負けてもどちらでもよい。     こともある。(火事場の肉親を救うときなど。) 
・感受性や思いやりなし。      

WIN-WINまたはNO-DEAL(取引をやめる) 
自分の利益と相手の利益も同時に考える。このような解決策を求める。解決策が互いに 
見つからない場合は、取引なしも選択肢として捉える。 
特徴     原則 

・相互にノーと言える状態にある。   ・取引しないことも選択肢。互いに益がある場合 
・関係あるいは取引の最初の段階として一番現実的。    WIN-WINを求める、さもなければ、取引せず。 
・WIN-WINの最も高い次元にある。 
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ご自分で考えてみてください 
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内面から変える 

WIN-LOSE 

LOSE-WIN 

アサーティブ・ 
コミュニケーション 

WIN-WIN 
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第五の習慣 理解して理解される 

話すことは勉強するが聴く勉強を行った人は少ない 

氷山のごとく表に出ている目に見える(話される)部分は 
ほんの一部にすぎない。 

著者は、感情移入をして聴くことを良しとしている 

カウンセリングでは、必ずしも良しとはしていない。 
感情移入の状態になると、むしろ聴けなくなる。 
<<共感はしても同感はしない>>。 

聴くときの姿勢として好ましくない状態(気をつけなければならないこと) 
・相手を評価する 
・相手を探る 
・助言する 
・解釈する 
 

すべて自分流に聴いている 

準拠枠という 
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第六の習慣 相乗効果を発揮する 

・相乗効果こそが原則中心のリーダーシップの本質。 
・人々が内在している大きな力を引き出し統一し、解放を促す働きをする。 

コミュニケーションのアドベンチャー 
 新しい可能性や代替案、選択肢についての皆の意見の排出など 
目的志向からずれる場面としての見方もあるものの、そこで生まれる 
ものは、以前よりも優れた結果をもたらすものが期待される。 
ブレインストーミング、K-J法、要因分析図  ・・・等々 

マイナスの相乗効果 
 相互依存の状況にありながら、依存状態に留まっているLOSE-WINや 
WIN-LOSEの立場しか取れない参加者の場合は、この効果は期待できない。 

相違点を学ぶ 
 相乗効果の本質は、互いの相違点を学ぶこと。個人の考えは十人十色、 
違っていて当たり前。他人の意見を豊かな資源として捉え、活用する 
肯定的な謙虚さが必要。だからこそ自分の知識と現実に対する理解を増す 
ことができる。  (自己開示をしつつ発展するジョハリの窓と共通する) 
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手つかずの自然は相乗効果の姿 
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第四部 再新再生 
 第七の習慣 刃を研ぐ  

バランスのとれた自己再新再生の原則 
 仕事で忙しい木こりに対して、ちょっとノコを研いだ方がいいと言うと 
木こりは『そんな暇は無い、忙しんだ。』『刃を研いだ方が早く進むと思います。』 
ということを自分自身に言うことです。 

ノコギリは自分自身 
○肉体的側面 
○精神的側面 
○知的側面 
○社会・情緒的側面 

自分 

肉体 

社会・
情緒 

精神 

知性 

バランス良く鍛えること 

著者は一週間の計画作りの中でこの側面に 
相当する事柄を具体的に書き入れて実行して 
みることを提案している。このことを継続することが 
あなた自身の『7つの習慣』作りとなる。 
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再びインサイドアウト 
著者の動機づけの発端 

刺激と反応の間にはスペースがある。 
このスペースをどう活かすかが私たちの 
成長と幸福のカギを握っている。 
(選択の自由という空間に留まってみることの 
 楽しさや、辛さ、難しさ、恐れ、喜び等々 
 内面の世界を妻と語る機会、これらが 
 7つの習慣という冒険への旅立ちとなった。) 

以上 

ハワイ・オアフ島の 
図書館で一冊の本と 
出合う 
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具体的に自分の行動予定を役割ごとに考え実践するためのシート 

第Ⅱ二の領域を効果的に計画する 

Ⅱ 
自分の役割を 
決めて各項目 
ごとに今週の 
計画を記入する 

月曜日から日曜日までの 
予定時間を記入する 

事例 
役割1 自分の成長①体力増進を具体的に!! 
             ②ジョギング(週三回) 
                                      ③マーケティング学習 
               (第三章読破!) 
                                      ④朝一体操ストレッチ 
役割2 夫・父親        ①家内と映画を見る 
             ②博の科学の勉強を見る 
             ③恵美子の自転車修理 
役割3 友人     ①水曜日に歓談する  
役割4   商品開発  ①基本設計の見直し 
             ②設計工程の素案まとめ  
役割4 部下の育成 ①佐藤さんの問題相談 
             ②OJTの項目整理 
役割5 地域ボランティア①地域のパトロール担当 
役割6 人生を楽しむ ①連休の家族旅行計画 

Ⅱ 

Ⅰ 

ⅠとⅡの重要と思われる 
領域に属す事柄(予定)記入する 

(版権 コヴィーリーダーシップ社) 

原則には忠実に 
計画は柔軟に 
～計画しても割り込みあり 
～その時のあなたの選択に 
  自身の原則があってほしい 
 (人に振り回されるのではなく)   
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SHEET(1/3) 
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SHEET(2/3) 
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SHEET(3/3) 

37 

補足 


