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＜今回の内容＞ 

1. アカウンタビリティを高

めるには ................... P.1 

 

第 38号 平成30年4月1日発行 

確定申告も佳境に入りまし

た。今回は税制改正大綱は

少しお休みにして、もう一つ

私たちが大切にしているテー

マであるコミュニケーションに

ついて取り上げてみました(^-

^)。 

アカウンタビリティを高めるには 
確定申告がいよいよ佳境に入りました！ 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

アカ ウン タビリテ ィを高める には  

■ はじめに 

みなさん、はじめまして！このたびＥＭＰに新しく加わった

幡司（はたし）です。これからクライアント一人ひとりの皆

様の成功のお手伝いができるよう精一杯頑張りますの

で、よろしくお願いいたします(^-^)。 

今月は、コーチング特集です。今回は、コーチングの中で

も大切な考え方とされる、「アカウンタビリティ」という機能

について説明いたします。 

コーチングのテーマは、様々な観点から考えることが深

い理解につながりやすくなるため、コーチングの現場を熟

知している弊社社長のあべきのコメントもございます。 

では、早速見ていきましょう♪ 

 

■ 「アカウンタビリティ」って？？ 

アカウンタビリティとは、一般的に「説明責任」と訳されて

います。説明責任という言葉だと、なんだか堅苦しくて重

たいイメージですね(>_<)。 

コーチングの中でのアカウンタビリティとは、「自分が直

面したことについて決断し、実際に行動を起こし、そのこ

とに責任を持つ」こと、そのために、その人自身が「選択

肢を増やし続けること」、「今、自分がとれる最善の行動と

は何かを考え、決断できること」だと考えられています。 

ちなみに、日本語には、この言葉にぴったりと対応した訳

がありませんが、無理やり日本語にすると、「自責思考」

と言えるでしょうか。 

 

分かりやすく考えるため、ここではひとつの例で考えてみ

ましょう！ 

ある新しい仕事が、みなさんの目の前にあったとします。

その状況からまず考えることは、新しい仕事を「やるの

か/やらないのか」ではないでしょうか？ 

つまり、選択肢は２つあることになりますね。 

 

でも、実は、選択肢は２つしかないわけではありません。 

「やる」の中には、「楽しくやる」「それなりにやる」「仕方な

しにやる」そして「とことん楽しんでやる」…というように、

みなさんのその時の感じ方によって、同じ「やる」でもニュ

アンスが異なった「やる」になっていると思います。ごく自

然な感情の流れですから、それについて通常は特に気

に留めたりしないですよね。 

 

コーチングでは、一見、そのときどきの感じ方でおのずと

決まってくる「やる」のニュアンスは、実はその一つ一つ

がすべて選択肢で、みなさんはその中のどれでも選ぶこ

とができる。と考えます。 

このように、ある問題に直面した時、いろんな選択肢を増

やせるかどうかが「アカウンタビリティ」が高いかどうかの

基準になります(^-^)。 
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■ 心掛けて築かれていくアカウンタビリティ 

あべきが毎朝配信しているメルマガ、「税理士のトリセツ」

を購読されている方の中には、以前「ネガティブ思考が当

たり前」という記事があったことを覚えていらっしゃる方も

いると思います。 

その記事では、「基本的には人間はネガティブ思考のほ

うが強く、ポジティブ思考は自分が決断し、心掛けること

で築かれていく」という内容でしたが、今回のアカウンタビ

リティもそれに通ずる部分が多くあります。 

 

アカウンタビリティの対極の考え方はヴィクティムと呼ば

れています。人は基本的にネガティブ思考が強いことを

考えると、ヴィクティムな考え方をしてしまうのはごく自然

なこととも言えますよね。 

ですが、努力してポジティブに物事をとらえることが可能

になるのと同じで、アカウンタビリティも、本来誰にでもで

きることなのです。 

 

前述の例で、新しい仕事を「やる/やらない」と、最初に２

つの選択肢を挙げました。 

どちらを選ぶにも自分なりの理由があると思います。簡

単に言えば、「やる理由を探すことができる」のが「アカウ

ンタビリティ」つまり、ポジティブな考え方であると言えま

す。 

 

◆ コーチングの現場から（あべき） 

コーチングのセッションでよくあるケースですが、クライア

ントがある問題を抱えていると、その問題の原因や解決

策が、自分一人の考えのままでは、「あくまで他人の責任

だ」ということをアピールする場面があります（僕もよくや

ります）。 

 

自分一人の考えでは近視眼的になってしまいがちです。 

他人のせいだと考えると、解決策は限られてくることが多

いです。解決策が必ずしも必要なわけではないので、も

しかすると、それはそれでクライアントの立場からは満足

するかもしれませんね。 

逆に、自分の責任だとしても、「どうせ僕なんて…」と自虐

的になってしまうことも同様で、解決策は限られてきま

す。これらは両方とも、いわゆるヴィクティムな状態です。 

 

コーチはそれが本当に他人の責任なのかどうかは判断

しません。その状況をいくつかの質問を通じて傾聴してい

きます。その中で、クライアントが心に詰まったものを全

部吐き出すと、落ち着いて考えることができます。結果、

次第にアカウンタブルな状態に変化していきます。 

状況は何も変わっていないにもかかわらず、その、起き

たことに対する受け止め方が変わっただけなんですね

（えらそうに書いてますが、僕もコーチングを受ける立場

のときはまったく同じです…(^_^;)）。 

 

ここから分かることは、人が常にアカウンタビリティであっ

たり、ヴィクティムであるわけではありません。ヴィクティ

ムな状態だと、他責思考であったり、自虐的であったとし

ても、アカウンタビリティが勝ってくると、自分から変化を

起こすことができるようになります。 

 

■ アカウンタビリティが失われるとどうなるの？ 

アカウンタビリティは、個人だけではなく、会社全体のあり

方としても共通する考え方で、会社の日常的な場面でも

大きく影響します。 

ここでは、「アカウンタビリティが失われると、組織が受け

身的になってしまう」というわかりやすい例を挙げてみた

いと思います。 

 

【例１】 一度決まった方針について、その結果を待つこ

となく次の方針が出される組織 

 すると…     

この例の場合、まず、リーダーが結果を待たずに方針を

次々と変えていくことで、「行動を起こしたことについて責

任を持つ」という観点からアカウンタビリティが失われて

いると考えられます。 

すると、部下はただ様子を見て指示を待つだけになり、

自ら考えたり行動することがなくなってしまう、こちらもま

た、アカウンタビリティが失われた状態になってしまいま

す。 
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【例２】 仕事を思いつきで頼むリーダー 

 思いつきなので… 

この例は、リーダーが決断したことも思いつきなので、部

下に伝わらないばかりか、忘れてしまうことで責任も果た

せておらず、アカウンタビリティが失われていると考えら

れます。 

また、依頼された部下も、なぜ自分が選ばれたのか分か

りませんし、そのほかの部下はなおさら状況がつかめ

ず、全体的に誰もが状況を把握しきれていない事態に陥

ります。これもアカウンタビリティが失われた状態です。 

この状況では、責任を持って仕事をやり遂げようという精

神が消えてしまいますね。 

 

■ アカウンタビリティを高める効果的なステップ 

これまでの話で、アカウンタビリティが大切だということに

ついては何となくお分かりいただけたのではないでしょう

か(^-^)？ 

ここからは、アカウンタビリティに近づき、そして高めてい

くためにはどうしたらいいかをみなさんと一緒に考えてみ

たいと思います。 

 

まず、アカウンタビリティにより確実に近づき、そして高い

レベルで継続して身につけるための手法として、コーチン

グが挙げられます。 

コーチングでは、より客観的に、より広い視野から見て相

手のアカウンタビリティに働きかけることが可能ですし、

新しい行動を生み出したあとも、コーチングのセッション

を通じて、その行動の結果について共に振り返りを行い

ます。 

こうして継続的な取り組みを行うことによって、相手のア

カウンタビリティを高め続けていくことができます。 

 

 

 

ちなみに、コーチングでアカウンタビリティを促進するアプ

ローチには、おおまかに言うと４つのステップがありま

す。ここでは、その概要だけ紹介します(^o^)丿。 

 

  

 …今、自分がどのような状態にあるのかを確認する 

 

 

  …アカウンタビリティが高まっている状態と現状との間

のギャップを明確にする 

 

 

  …アカウンタビリティを高めるための具体的な行動を見

出す 

 

 

 …アカウンタビリティを高めることへの障害や懸念事項

を明確にし、それを乗り越える具体的な行動を決定し、実

行する 

  …行動についての結果を検証する 

 

このように、自然とアカウンタビリティを高められる仕組み

がたくさんあります(^-^)。 

もちろん自分自身で振り返るときにも有効な手段なので、

ぜひ参考にしてみてくださいね。 

 

■ 捉え方の違いを把握する 

先ほどお伝えしたように、アカウンタビリティの対極の状

態は「ヴィクティム」と呼ばれています。 

ヴィクティムは、単に受け身な状態でいることを指すだけ

ではなく、何かトラブルに直面した時、例えば「どうせ全

部、自分の責任だから…」という極端な自責思考や、さら

には「これは、あなたのせいでしょう！」と他人のせいにし

てしまう他責思考も、すべてヴィクティムです。 

 

では、アカウンタビリティはどうでしょう？ 

アカウンタビリティも、単に自発的な状態でいることだけ

を指すのではもちろんありません。誰かに何かをリクエス

トすることも、相手に自分からフィードバックを伝えたり、

フィードバックを受けたりすることもアカウンタビリティで

す。 

 

補足的な説明になりますが、フィードバックとは、「気づき

の機会」であって、「評価する/される」ことに重きをおくも

① 現状の明確化 

② ギャップの明確化 

③ 具体的な行動の決定 

④ 考える障害と対策 
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のではありません(^^)。主体的にフィードバックを活かす

ことが、結果的にアカウンタビリティを高めることと直結し

ているのです。 

もちろん一人ではなかなか難しいことなので、フィード

バックとセットでコーチングを行うこともあります。 

フィードバックの効果はアカウンタビリティに限ったことで

はなく、人と人が関わるうえで大切なスキルですが、やは

り、その効果は抜群です！ 

 

さて、ここでは、アカウンタビリティとヴィクティムそれぞれ

の立場から、ひとつの物事に対する捉え方の違いについ

て見ていきたいと思います。 

 

    ヴィクティム         アカウンタビリティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに私の場合、つい後でやる癖がついていることも

あり、気をつけたいところです…(^^ゞ。 

そして、「他人を変えるにはまず自分から」とよく耳にする

ように、自分がバージョンアップすることで、自然と周囲

の雰囲気も良くなったりすることもあるのではないでしょう

か。 

 

このように捉え方の違いを知ることで、もしもヴィクティム

の状態が勝っているときには、それを冷静に自分自身で

気づけるようになることが、アカウンタビリティを高めるた

めの足掛かりになります。 

 

■ おわりに 

アカウンタビリティは、一度身につけたら完成というもの

ではなく、また、一方的に教えられてすぐ身につくもので

はないと言われています。継続的、そして長期的に取り

組むことが必要です。 

個人や組織の中でアカウンタビリティを高めあい、それを

共有することができたら、きっと毎日がより有意義なもの

になると思います。 

ぜひ、アカウンタビリティの考え方を意識してみてください

ね。 

 

今後も不定期でコーチングをテーマにしたニュースレター

を取り扱っていこうと思いますので、お楽しみに！ 
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[取扱業務] 
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ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 
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運も自分が作り出している 

新しい選択肢を創る 

選択肢を持つ 

できる理由を探す 

目標に焦点 

限界を超える 

要望・提案 

自分への期待 

変化 

行動 

今すぐやる 

自律 

 

運が良い・悪い 

この中から選ぶ 

独りよがり 

できない理由を探す 

問題に焦点 

限界を見る 

不平不満 

他人への期待 

維持 

停止 

後でやる 

他律 


