
―　後輩弁護士を指導したら、後
輩が委縮してしまって困っている。
―　大量の仕事に押し潰されそう
なのに、パートナー弁護士に言えな
いまま、更に仕事を頼まれた。これ
以上は難しいということを、どう切
り出したらよいのだろう。
―　顧問先で社員の人間関係の問
題を相談された。コミュニケーショ
ンの取り方について、顧問先の経営
者に何かヒントをあげられないだろ
うか。
こんな悩みを持ったことはありま
せんか？
悩みの解決の糸口となりうるア
サーティブ・コミュニケーションを
伝える森田汐生氏（NPO法人ア
サーティブジャパン代表理事）にお
話を伺いました。

１ �アサーティブ・コミュ
ニケーションとは

―　アサーティブ・コミュニケー

ションについて、教えてください。

アサーティブ・コミュニケーショ

ンとは、相手も尊重した上で、誠実

に、率直に、対等に、自分の要望や

意見を相手に伝えるコミュニケー

ションの手法です。意見の食い違い

や対立に際して、攻撃的になること

も受身的になることもなく、自分も

相手も尊重しながら言うべきことを

伝え、互いの信頼関係を築いてい

く。その考え方と具体的なスキル

が、アサーティブなコミュニケー

ションなのです。

職場での働き方や人間関係が大き

く変化し、コミュニケーション不全

や人間関係の問題が組織全体のリス

クとなる今の時代に、多様な価値観

を持つメンバー間で信頼関係を築

き、チームの中で心理的安全性を醸

成していくためには、アサーティブ

なコミュニケーションは非常に役に

立つと思います。

―　アサーティブ・コミュニケー

ションとはどのようなものか、教え

てください。

アサーティブであれば、どのよう

なことができるのか。例えば、こん

なことです。

・自分の感情を適切に表現できる

・相手の話に耳を傾けられる

・�対等な立場で人と接することがで

きる

・率直に要求を伝えられる

・「ノー」と言って交渉できる

・�ほめることができる、ほめ言葉を

受け取ることができる

・正当な批判を受け入れられる

NPO法人アサーティブジャパン　�
代表理事

森	田	汐	生	さん
Shiomu�Morita�
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・�不当な批判には落ち着いて対応で

きる

・�建設的な批判をすることができる

・�自分の意見を押し通すのではな

く、交渉し、歩み寄る準備がある

大事なことは、以上をコミュニ

ケーションの「スキル」として私た

ちが身に着けておき、必要な時に使

えるようになっておくことです。

例えば、相談がないまま仕事の期

限に遅れる後輩に対して、どのよう

な指導ができるでしょう。攻撃的な

対応は、「相談してって、いつも

言っているよね。これで５回目だ

よ、何回言ったらわかるのかな？」

と問い詰めます。こちらの言いたい

ことは相手の耳に届くかもしれませ

んが、相手との関係は悪化していき

ます。受身的な対応は、相手との関

係悪化を恐れてはっきり指摘できま

せん。「仕方ないよね、じゃあ、私

がやっておくから」と指導をしない

まま自分で引き取ってしまうでしょ

う。問題は解決されず、後輩の成長

もありません。

アサーティブであれば、自分の言

うべきことも伝え、相手の言い分に

もきちんと耳を傾けながら、合意で

きる点を探っていきます。

例えば、下記のようになるでしょう。

「Ａさん、少し話をしたいけど、

いいかな？最近相談がないまま締

め切りに遅れることが続いている

よね。そのことで、他部署のＢさ

んに〇〇の影響が生じて問題に

なっているんです」（生じている

具体的な問題点について伝える）

「遅れることについて、相談がな

いのは、まずいと思う。Ａさんが

相談しづらい理由って、何なのか

な？」（自分の気持ちを率直に伝

えたうえで、相手の理由を丁寧に

聞き出す）

「なるほど、そういう理由だった

のね。よくわかりました」（相手

の言い分を受け止める）

「私も相談の重要性についてはき

ちんと話してこなかったかもしれ

ません。そこは、私も反省してい

ます。ただ、今後は遅れを避けた

いので、例えば週の初めと終わり

に、進捗の確認をする時間を一緒

に取るのはどうでしょう」（自分

の責任を認めて、今後に向けて具

体的な提案をする）

「私もなるべく声をかけるから、

一緒にやっていきましょう」（フォ

ローを伝えて終了する）

相手の言い分をきちんと受け止め

つつも、今後どのようにしたら遅れ

という問題を解決できるかについ

て、話し合えること。それが、ア

サーティブな伝え方になります。

―　【実践編】アソシエイト弁護

士が、既にオーバーワークな中、ボ

ス弁護士から急に「明日まで」の仕

事を頼まれました。こんな時、どう

やって断れば良いでしょうか？

アサーティブであれば、３つのス

テップを踏みます。

①まずは依頼内容を正しく確認する

結論を出す前に、まずは相手の依

頼内容を正しく把握することから始

めます。上司の言う「明日までの仕

事」とは、どれくらいの分量で明日

のいつまでに必要なのか、確認しま

しょう。依頼の内容を正しく理解す

れば、「イエス」か「ノー」かの判

断がしやすくなります。

②自分の状況は具体的に説明する

依頼をそのまま受けるのが難しい

場合は、自分が置かれている状況を

具体的に説明します。引き受けた結

果生じる問題についても、合わせて

伝えておくと理解を得やすくなり�

ます。

③代替案を提示する

上司から依頼された業務に自分が

どのように協力できるのか、代替案

を出すことでより前向きな対応とな

ります。例えば、「期限を延ばして

もらうようにお願いできないか」

「別の弁護士に任せていただき、私

の方で本件を完成させることはでき

ないか」など、お互いが納得できる

合意点を探っていくのです。

以上３点を意識すると、例えばア

サーティブな対応は次のようになり

ます。

「明日までの作成ということで

すね。

申し上げづらいのですが、明朝ま

でにクライアントへ〇〇をお送り

することになっていて、本日作業

をすると〇〇が間に合わなくな

り、難しいと思います。
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本件が重要であることはわかりま

したので、例えば明日の午前中の

法廷から戻り次第対応させていた

だくのではいかがでしょうか」

「ノー」は、相手という「人」に

言うのではなく、「依頼された事」

に対して伝えて交渉することを、く

れぐれも忘れないでください。

２  森田さんのご経歴

生きたアサーティブで、駅にエレ
ベーターを
―　森田さんのご経歴をお聞かせ

下さい。一橋大学社会学部を卒業し

た後、日本社会事業大学に入学し、

社会福祉士の資格を取得されていま

す。なぜ、福祉の分野を進まれたの

ですか？

大学時代に車椅子を利用する女性

と友達になりました。彼女は障がい

を持つ人たちが自立生活するための

活動をしていて、彼女や仲間達との

出会いがきっかけとなり、福祉の分

野に進みたいと思いました。

私が大学に通っていた頃、JRの

駅にはエレベーターがありませんで

した。彼女たちは、他の人たちの手

を借りて階段を上り、電車に乗って

いました。なので、目的地にたどり

着くまでに、周囲の人たちに「手を

貸してください」と何回も頼む必要

があります。介助者として一緒に行

動していた私は、車椅子の目線にな

るとどうしても申し訳ないという気

持ちが先立って、“下手（したて）

に出て頼む”ことになりがちでし

た。下手に出ると、私の声は誰にも

届きませんし、そんなに重要なこと

ではないのだと判断されて、そばを

通り過ぎていってしまいます。

そんな私に彼女は、「手を貸して

もらうことは何も悪くない。もっと

自信を持って頼んだほうがいい。相

手の目を見て、対等に、率直に頼ん

だら、手を貸してもらうことはでき

るよ」と教えてくれたのです。その

通りにすると本当にたくさんの人の

手を借りることができました。

当時は「アサーティブ」というコ

ミュニケーション手法は知らなかっ

たのですが、今思うと、最初にア

サーティブを実践で見せてくれたの

は、彼女と彼女の仲間達でした。

アサーティブとの出会い
―　アン・ディクソンさん（ア

サーティブ・コミュニケーションの

第一人者）の著書を知ったのもその

頃ですか？

学生時代にヨーロッパに留学した

のですが、そこでたまたまアン・

ディクソンさんの著書に出会いまし

た。当時イギリスでベストセラー�

になっていた本（「A�Woman�in�

Your�Own�Right」、邦題「『第四の

生き方』―「自分」を生かすアサー

ティブネス」）で、友人に勧められ

て購入し、帰国の飛行機の中で読み

ました。そこには、「自分を卑下す

ることなく意見を伝えることは、あ

なたの権利である」、「私には賢くて

能力のある対等な人として敬意を

持って扱われる権利がある」「私に

は間違う権利がある」、だから、あ

なたは自信をもって主張をしてよい

のだ、という言葉がちりばめられて

いました。初めて読んだとき、とて

も驚いたことを覚えています。

自分が望むことを、相手にしてほ

しいことを、我慢するのでもなく、

相手を攻撃するのでなく主張する。

それは、あなたがあなた自身である
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ための権利なのだという言葉に、目

からうろこが落ちるような思いにな

りました。

それまでは、相手が嫌だと思うこ

とを言ってはいけない、とか、人間

関係を悪くしたくないので自分が我

慢したほうがよいと思っていたので

すが、そうではなく、「私がどう思

い、何をしたいのか」を自分の中の

軸として考えてよいのだという言葉

に、たくさんの勇気をもらったこと

を覚えています。

この本を使って、帰国後、障がい

を持つ女性たちと学習会を持ちま�

した。

一番記憶に残っているのは、「車

椅子で１番前の車両に乗るために、

どのように駅員と交渉すればよい

か」ということについて、皆でロー

ルプレイを行ったことです。学習会

の参加者であった一人の女性は、電

車に乗って出かけることが多かった

のですが、彼女の使う路線の電車で

は、車椅子の人は、他の人の迷惑に

ならないように、電車の一番後ろの

車両にしか乗れませんでした。改札

口は１号車両付近でしたので、彼女

は降車後、ホームの端から端まで車

椅子で移動しなければならず、急い

でいる時は時間がかかって困るとい

うのです。

ロールプレイでチャレンジした

のは、駅で電車に乗るときに、駅

員さんが車椅子の後ろの持ち手を

持つ前に、正面から向き合うこと

でした。そして、「駅員さん、いつ

もありがとうございます。実は今

日はお願いがあります。電車から

降りたときに改札に近い場所で降

りたいので、今回は、１号車両に

乗せていただけないでしょうか」

と、率直に、対等に、誠意をもっ

て伝える。そんなやり取りを何回

も練習しました。

ロールプレイで自信をつけた彼女

が実際の駅で駅員さんにお願いをし

たところ、「１号車両に乗れまし

た！」という報告をもらい、みんな

で拍手したこともありました。その

後も、彼女は１号車両に乗り続け、

その後は「障がい者は一番後方の車

両へ」というルールはなくなってい

きました。

これが、私がアサーティブを伝え

始めた最初の時期であり、「主張す

ることで日常が変わるのはこういう

ことなのね」と実感する、とてもワ

クワクする体験でした。

福祉のプロとしての誇り
―　社会事業大学で社会福祉士の

資格を取った後に、イギリスへ行か

れたのですか？

イギリスに渡ったのは、福祉の現

場で働きたかったからです。日本か

らのインターンを受け入れていた精

神医療団体で、３年間ソーシャル

ワーカーとして働きました。アン・

ディクソンさんの元でアサーティ

ブ・トレーナーの資格も取りました。

当時の日本では、福祉の現場で働

く人は、社会的地位も低くプロでは

ないとされていましたが、イギリス

では福祉人材はプロとして育成する

制度が充実していました。私もイン

ターンとして勤務中、職員として

様々な実践的な研修を受ける機会が

ありました。

そこで、「他者をケアすることと

同じくらい、自分をケアすることは

大切である」、「『自分が我慢すべき

だ』と考える必要はないこと」、「あ

なたには『あなたのニーズ』があり

プロフェッショナルとして行動する

ことが必要だ」等、福祉で働く人間

として誇りを持って働くというマイ

ンドを鍛えられました。

「これほどまでに働く人が大切に

されるのが、イギリスの福祉現場な

んだ」と痛感して、日本に戻った

後、「福祉の現場の人に、対人関係

のスキルを学ぶ機会を提供できない

か」と思うようになりました。最初

の数年は個人事業主として様々な現

場で研修を行い、その後2004年に

NPO法人アサーティブジャパンを

立ち上げました。

アサーティブジャパンでは、人と

人とが対等な関係を作るためにア

サーティブを広げていくというミッ

ションに基づいた活動をしていま

す。主に、個人の方や導入されたい

法人の方に、アサーティブの考えを

伝える仕事をしています。それ以外

にアサーティブの伝え手を作るた�

めに、トレーナーの育成も行ってい

ます。
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３ �ハラスメントの予防と
アサーティブ

ハラスメントの問題にもアサーティ
ブを
ハラスメントで共通しているの

は、社会的な立場の上下＝人間とし

ての価値に上下があるかのような扱

いがある、ことではないでしょう

か。ハラスメント予防を、「NGワー

ド」でとらえるには限界がありま

す。そうではなく、私たちが本質的

に他者とどう関わるのかの姿勢と�

して考えてみた方がよい。本質的に

は尊厳ある一人の人間であること、

自分も相手も大切な存在として対等

に扱い、お互いを尊重する、そして

そのような振る舞いを日常でとれる

ようになることが土台である気がし

ます。

その点で、自分も相手も尊重する

というアサーティブの原点と一致し

てきます。

ハラスメントをどのようになくし

ていくかの解決の方向性としては、

①法律を整える、②組織の中で制度

を作る（ハラスメント相談窓口や社

内教育）がまずは必要だと思いま

す。ただし、法律や制度を変えて

も、人の心や行動はなかなか変わり

ません。表立ったハラスメントの

NGワードを使うことはなくなって

も、やはり相手を下に見たり、怒り

をぶつけるような言動を取ったりし

てしまう。また、これは相手の性格

の問題だ、とか、自分は気が弱いか

らこんな扱いを受けるのだ、と、個

人の性格や特性の問題で片付けられ

てしまうことにもなっています。

アサーティブの考えは、「私たち

の性格や特性は変えられない、で

も、ものの言い方や振る舞いは変え

ることができる。自分と相手と立場

や考え方が異なっていても、双方を

尊重した対等な話し合いは可能であ

る」という視点を提示します。つま

り、ハラスメントにならない話し方

は存在する、やり方があることを知

ることで、変える力があることを認

識するのです。

ただ、私たちは人間ですからすぐ

に変わることはできません。頭で理

解しても、対立したりぶつかったり

したときに、つい、いつもの癖が出

てしまいます。だから、行動を変え

る方法を知り、練習をして、少しず

つ変わっていく。アサーティブ・コ

ミュニケーションの研修はそのため

にあるのです。アサーティブを理解

し、ハラスメントの問題にもアサー

ティブを取り入れて、当たり前に人

が尊重されるものの言い方ができ�

るようになると、仕事でも日常でも

生きやすくなるのではないかと思い

ます。

ハラスメントを100％無くすこと

はできないでしょう。それよりも大

事なことは、ハラスメントのリスク

を見聞きしたとき、「それはやめよ

うよ」と声をあげられる組織である

かどうか。問われているのは、そう

した風通しの良い職場なのではない

でしょうか。

コミュニケーション研修を経営者に
お勧めするときのポイント
ハラスメントのリスクや若手社員

の離職問題などを抱えて、今までの
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やり方でない風通しのよい組織を作

りたいという経営者も増えていると

思います。社内サーベイで、上司と

部下とのコミュニケーションが課題

であると、指摘を受けている会社も

あります。そうした時代の流れを受

けて、弁護士の先生方が「コミュニ

ケーションを改善し、社内の風通し

を良くして、社員の多様性を活かせ

る組織にしていきませんか」とプッ

シュすると、経営者の方々も「だっ

たらやってみようか」と腰を上げて

くれるかもしれません。

顧問弁護士として経営者に伝える

時にも、アサーティブを意識してく

ださいね。経営者の多くは非常に苦

労して会社を作っています。なの

で、その会社の良いところを５つく

らい見つけてほめる、経営者をねぎ

らう、その上で「１つ」具体的な問

題を指摘する、という感じで、率直

に伝えてみてください。

「この会社の〇〇については、素

晴らしいと思う」、「ただ、１つ気に

なるのは、若手の方が元気がないこ

とです。ここについてはぜひ一緒に

取り組んでみませんか？」。そんな

風にお話しされると、経営者も先生

方の改善案に耳を傾けやすくなると

思います。

４ 最後に

多様性が活かされる社会のために 
こそ
コミュニケーションをとる中で、

相手と対立して感情的になりそうな

時は、アサーティブを活用するチャ

ンスです。そのような時にこそ、相

手と真摯に向き合い、話し合いを重

ねながら信頼関係を築くきっかけに

してほしいと思います。

社会のダイバーシティ（多様性）

が進むということは、多様な人、多

様な価値観、多様な考えを持つ人た

ちが自分らしく生きられる方向に進

むということです。自分とあなたは

違う、それもOKである、を前提と

しています。同時に、対立やぶつか

りも増えていきます。その時に、ア

サーティブという道具を持っておく

ことで、相手を貶めることなく自分

が卑屈になることなく、問題を解決

していける。

そのために、アサーティブ・コ

ミュニケーションを活用していただ

けたらと思います。

―　本日は貴重なお話をありがと

うございました。大変勉強になりま

した。

� 2021年（令和３年）８月26日（木）
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