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第 1 回 『境界線の変化』を周知徹底しよう
第2回

第3回

社会の変化に気づかせよう

㾎 第 3 回 パワハラを生まない指導法を普及させよう
第4回

パワハラを生まない指導法を普及させよう

第5回
第6回

前回は，ハラスメント増加の背

また相手の受け取り方次第だとい

ることこそ，パワハラを止めさせ

景の 1 つ「社会の変化」に気づか

うハラスメントの原則を教える機

る第一歩なのです。

せることの重要性と，そのための

会を持つことが対策となります。

具体的方法を示しました。今回は，

一方，Ａへの対策に悩む人事担

2

シゴキで伸びないことは
証明されている

主にパワハラを生まないための上

当者は多いのではないでしょう

司から部下への指導法をお伝えい

か。無自覚な人に対して注意する

ではどんな指導がパワハラを生

たします。

と，相手は人格否定と受け取りか

まず，部下の成長につながるので

ねないからです。またその相手が

しょうか。

無意識の 犯罪 に
1
気づかせるには？

自分より上役だと，いくら問題行

1925年，発達心理学者のハー

動であってもなかなか注意できな

ロック博士によって行われた有名

「いじめてやろう」「パワハラし

いのが現実でしょう。ではどう気

な実験があります。数百名の子供

づかせ，言動を改めさせるか。

たちを 3 つのグループ（①褒めら

てやろう」と明確な意思を持って
加害行為に及ぶ人はそう多くあり

有効なのは，管理職層にマネジ

れ続ける，②叱られ続ける，③何

ません。加害者の多くは，以下の

メントの意義を改めて周知するこ

も言われない）に分けて試験を実

2 パターンに分けられます。

とです。上司の役目は，部下の成

施し，各グループの成績の伸びを

長を促し，独り立ちできるように

検証したものです。これによって，

導くことです。しかし，無自覚で

①褒められ続けたグループは継続

パワハラをする上司はそれを理解

して成績を上げ，②叱られ続けた

できていません。パワハラと指導

グループは最初こそ成績の向上が

は，行為の目的も上司の感情も根

見られたもののその後失速，③の

本的に全く違うものであるという

放置されたグループは大きな変化

ことをマネジメントの観点から考

が見られなかったという実験結果

える機会を与えましょう。マネジ

が得られました。これは「エンハ

メント研修を行うことはもちろん

ンシング効果」と呼ばれ，欧米を

ですが，すぐの実施が難しい場合，

中心に教育やビジネス，スポーツ

も少なくないでしょう。自社のパ

取り急ぎパワハラと指導の違いを

の分野で生かされています。日本

ワハラはどちらのタイプが多いで

対比して周知するだけでも，自分

では

しょうか。Ｂが多い場合は比較的

の言動を振り返り，指導だと思っ

り，理不尽なシゴキを主流とする

手を打ちやすく，従業員向けのハ

てやってきたことが全く違ってい

時代が長くありました。しかし近

ラスメント研修を開催し，どんな

たと理解させることはできます

年褒めるほうが伸びるという科学

。無意識の行為を自覚させ
言動がパワハラに該当するのか， （図表）

的検証が改めて見直される傾向に

Ａ：無自覚パターン
自分が受けてきた指導方法がパワ
ハラだったため，自分の言動がパ
ワハラにあたると気づかない
相手のために叱咤激励しているつ
もり
Ｂ：無知パターン
パワハラが自分や会社の評判を低
下させるリスクがあることを知ら
ない
そもそもハラスメントの意味を理
解していない

ＡとＢの両方に当てはまる場合
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図表

パワハラと指導の違い
パワハラ

指導

1 on 1 （ワンオンワン）を導入す

目的

相手を馬鹿にする，排除する
自分の目的の達成（自分の思い通
りにしたい）

相手の成長を促す

業務上の
必要性

業務上の必要性がない（個人生活，
人格を否定する）
業務上の必要性があっても不適切
な内容や量

仕事上必要性がある，または健全
な職場環境を維持するために必要
なこと

面談のことで，2012年ヤフージ

態度

威圧的，攻撃的，否定的，批判的

肯定的，受容的，見守る，自然体

た。部下の育成が第一目的で，隔

タイミング

過去のことを繰り返す
相手の状況や立場を考えずに

タイムリーにその場で
受け入れ準備ができているときに

週（最低でも月 1 回）
，15分から

誰の利益か

組織や自分の利益優先
（自分の気持ちや都合が中心）

組織にも相手にも利益が得られる

るケースが増えています。 1 on 1
とは，上司と部下が 1 対 1 で行う

自分の感情

いらいら，怒り，嘲笑，冷徹，不安，
嫌悪感
部下が萎縮する

好意，穏やか，きりっとした
部下が責任を持って発言，行動す
る

結果

職場がぎすぎすする
退職者が多くなる

職場に活気がある

『パワー・ハラスメント防止ハンドブック』人事院／株式会社クオレ・シー・キューブ作成資料より

ャパンが導入し注目を集めまし

30分程度行われます。上司は聞
き役に徹し，時間の 8 割は部下に
話をさせるのが基本です。これを
導入することで，先に挙げた図表
の「指導」の内容が満たされます。
「上司は一緒に考えフォローして
くれる存在」という意識を部下が

あ り，2012年 に は， 東 大 と 自 然

頑張る」という心理が生まれます。

持てば，信頼関係が生まれパワハ

科学研究機構の合同研究によっ

ただ注意が必要なのは，人によっ

ラ問題は激減するでしょう。

て，褒めることで運動技能の取得

て褒められてうれしいポイントが

が著しく改善されることが証明さ

違う点です。褒められてうれしい

れています。ただ何でも褒めれば

ポイントは 4 つあります。

いいわけではありません。上手な

数 値 評 価 で き る 事 実（ 目 標 達 成
120％等）
過程（長期間粘り強く取り組んだ
等）
具体的な行動（プレゼン資料が分
かりやすかった等）
人柄（おかげでコミュニケーショ
ンが円滑に進んだ等）

褒め方を学び，社内研修等で啓蒙
を進め社内に浸透させましょう。

3

60秒ルールと
褒めるポイントが肝

実施のポイントは以下の 3 つ。
何を中心に話すか事前共有し，部
下も考えておく（雑談を防ぐ）
内容は「部下の現状報告」「相談ご
と」「中長期キャリア形成」を中心
に，毎回メインテーマを決める
上司は簡単なメモでもいいので記
録を残す（評価面談の役に立つ）

また， 1 on 1 での部下の満足度
を上司にフィードバックする仕組
みを導入するのも効果的です。会

行動分析学に「強化の法則」が
あります。ある行動をした直後に

4 つのうちどこを褒めると一番

社として，適切な指導ができる人

いいことがあると，繰り返し同じ

響くのかは人それぞれです。各管

材を評価するというメッセージを

行動をしたくなる心理が働くとい

理職には普段から部下とのコミュ

より明確に打ち出せるからです。

うものです。「直後」とは，行動

ニケーションを絶やさないよう意

これらの取り組みで，パワハラ

分析学では60秒以内という目安

識づけを促していきましょう。

があります。部下が上司に報告書
を提出してきた場面を想定してみ
ましょう。提出後，まずはその場

4

有効なコミュニケーション
「 1 on 1 」のススメ

ですぐに褒めると，部下にとって

コミュニケーションを増やし，

は「いいこと」だったため「また

部 下 を 育 成 す る 方 法 と し て，

撲滅と管理職育成を推進しましょ
う。学びをすぐに忘れてしまうの
が人の常です。各管理職が慣れ親
しんだ誤った指導方法に戻らない
ように，人事としては継続的に取
り組んでいきましょう。
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