Emotional Intelligence Quotient

EQ
心の知能指数

EQ（Emotional Intelligence Quotient）理論は、EQグローバルアライアンスの研究開発
顧問で現在エール大学エールカレッジ学長を務めるピーター・サロベイ博士とニュー
ハンプシャー大学教授のジョン・メイヤー博士によって提唱されました。
彼らが着目したのは、心理学の立場から「ビジネス社会における成功の要因とは何
か」を探ることでした。
ご存知のようにアメリカは能力主義の世界であり、その能力を測る指標のひとつとし
て有力視されているのが修士や学士といった学歴です。このため、学歴が高い、すな
わちIQ（Intelligence Quotient =知能指数）が高い人材がビジネスでも成功すると一般
的に考えられてきました。
しかし、IQが高くともビジネス社会で成功しない人もいくらでもいます。とすると、
ビジネスにおける能力とはいったい何なのでしょう。IQが一定の役割を果たしている
ことは間違いありません。
しかし、それ以外に成功のためには別の能力が必要なのでしょうか。
両博士は、この仮説に立って、ビジネスパーソンを対象にした広範な調査研究を行な
いました。その結果、明らかになったのが「ビジネスで成功した人は、ほぼ例外なく
対人関係能力に優れている」というものでした。それは具体的には、ビジネス社会で
成功した人は「自分の感情の状態を把握し、それを上手に管理調整するだけでなく、
他者の感情の状態を知覚する能力に長けている」というものでした。
このため、クライアントなど社外との関係もうまく維持調整することができ、社内的
にも多くの協力者を得ることができるため、結果的にハイ・パフォーマーとしての成
果を生み出していたのです。
これらの研究結果から、サロベイ、メイヤー両博士が提唱したのが「感情をうまく管
理し、利用できることは、ひとつの能力である」というEQ理論です。世界的には『EQ
こころの知能指数』（ダニエル・ゴールマン著、邦訳は講談社刊）がベストセラーに
なり、世界トップ企業といわれる「フォーチュン500社」のうち、8割の企業が教育な
どの研修等によって自社になんらかの形でEQを導入しています。

【1】EQはOS
EQは、感情を上手に管理し利用することで、「前向き」な感情を生み出すことを主眼
としています。

「明るい」「喜び」「楽しい」「意欲的な」「安らぎ」「やる気」といった積極的な
感情です。こうした感情は前向きな思考につながり、前向きな行動を生み、成果に結
びつけることができるのです。前向きな感情は大きな「資産」でもあるのです。
みなさんの企業や職場にも、上司や同僚、部下たちから仕事ができると一目置かれ、
人格的にも尊敬されているような、そんな人はいませんか？
そういった人材が持っている能力はどのようなものでしょうか。
ビジネスに必要な能力には、IQやスキル、業務知識や経験など、いろいろなものが考
えられますが、優れた人材はこれらの能力に加えて、仕事に対する高いモチベーショ
ンや、相手の気持ちを理解し、行動できる能力を持っています。
こうした「人間的魅力」を支えているのがEQなのです。

パソコンにたとえると、EQは基本システムであるOS（オペレーション・システム）と
いえます。その土台がうまく機能してから、はじめてIQやスキル、業務知識などのア
プリケーション・ソフトが最大限に発揮されるようになるのです。

【2】EQとは「今の感情の状態」を認識し、それをコントロールする能力
EQという言葉を聞いたことがないという人も、実は日常生活の中でしばしばその能力
を発揮しています。
提唱者のサロベイ、メイヤー両博士は、「人の態度や物言いなどのあらゆる言動は、
その時々における自分自身の感情の状態に大きく左右されている。したがって、この
ことを意識してうまく利用することができるのは１つの能力であり、この能力は誰も
が備わっているもの。だから、適切な訓練によって、その発揮能力を高めることがで
きる」と説いています。
つまり、自分の「今の感情の状態」を認識し、それをコントロールすることができれ
ば、自分にとって適切な行動を取ることができるし、前向きな感情を生み、前向きな
行動を作り出すことができるのです。
また、相手の「今の感情の状態」を認識することができて、相手に対して配慮できる
言動をとることができれば、対人コミュニケーションをうまく保つことができるので
す。
EQは決して難しい理論ではありません。何気なく過ごす日々の中で、誰もが必ず使っ
ている能力を整理した理論です。

そして、EQ開発は、いつでも、どこでもできるのです。

【3】EQとは開発できる能力
EQとは誰でも持っている能力ですが、自分の現状を知ることはきわめて大切です。
自分のEQを意識することで、すでに開発プロセスに入っているといっても過言ではあ
りません。
人のあらゆる行動は「感情」に影響を受けています。また同時に、行動することで
「感情」を変えることができます。
わたしたちは誰でも行動にクセを持っていますが、この多くは感情のクセから出たも
のです。行動を意識して習慣づけることができれば、マイナスに左右しがちな感情の
クセをプラスに変えることができるのです。
そのために必要なのは、感情のクセを矯正するための「型」を知ることです。
武道や茶道などには基本となる型があり、繰り返すことで基本の型が身につき、それ
に自分のスタイルやオリジナリティが生まれてきます。感情もそれと同様に、型を身
につけて、何度も繰り返すことで、習慣化することが大切です。
日常生活の言動や行動を変え、感情の型を身につけていくことで誰もが自らEQ能力を
高めることが可能なのです。

【4】コミュニケーションに課題がある人は、EQに問題がある
EQは人の感情を認識することから始まり、最終的に効果的な行動をとることで完結さ
れます。この間、わたしたちは４つのサイクルをたどり、それぞれの状況にあわせて
EQの構成能力を発揮しています。
しかし、それらはほとんど無意識のうちに、また瞬時に行なわれるため、たとえば
「いま、自分は『感情の利用』の段階にいるな」などと実感することはまずありませ
ん。このため、対人関係がうまくいかず悩んでいるような人でも、いったい何が原因
で、どうしたらうまくいくのかはなかなか分からないものです。
実は、同僚などとの対人関係や部下へのマネジメント、周囲とのコミュニケーション
などで行き詰まりを感じている人には、「感情の識別」から始まる４つのEQサイクル
のうち、いずれかの能力、あるいは複数の能力に問題があるケースが多いのです。
もし、自分はあまり周囲とのコミュニケーションがうまくいっていない、あるいは、
部下の動かし方が分からない、上司との接し方が分からないといった悩みをお持ちな
ら、自分で自分に以下の質問をしてみてください。これだけでも、自分はEQのどの個
別能力を発揮していないのかが分かります。
・「自分は、相手がいま、どんな気持ちかを識別しているだろうか」
・「相手が、自分をどう見ているかを感じ取っているだろうか」
・「目的のために、自分の感情を適切に利用しているだろうか」
・「相手の立場に立って考え、相手に共感しているだろうか」
・「相手がどう感じるかを先読みし、先手を取る言動ができているだろうか」
・「自分の感情に振り回されることはないだろうか」
わたしたちは感情の動物です。感情そのものの生成を止めることはできません 。
しかし、それらの感情を、目的の達成のために利用することはできるのです。
それを意識的に行なう能力がEQであり、そのための個別能力がEQを構成する４つの能
力なのです。

【5】どうしたらEQを伸ばせるのか
EQは誰もが生まれながらに持っている能力です。ただ、その度合いには個人差がある
のも事実です。そのため、周囲と上手にコミュニケーションをとれる人がいる一方で、
人によっては周囲とのディスコミュニケーションを生じることになってしまうのです。
また、EQは遺伝などの先天的要素が少なく、後天的に高めることができる能力です。
サロベイ、メイヤー両博士も述べているように、EQは教育や学習、訓練などによって
高めることができます。IQは先天的な要素が大きく、努力しても伸ばすには限界があ
るといわれていますが、EQはそうではありません。日常生活のなかに適切な訓練を組
み入れ、それを行なうことで伸ばすことができるのです。
EQを高める第一歩は、「EQというのは能力であり、EQを発揮することは自分の能力
を発揮することだ」という意識を持つことです。

「自分はいま能力を発揮しているのだ」と考えることが出来れば、「相手はいまどん
な気持ちだろうか」と意識的に相手の感情を識別するようになりますし、相手に共感
したり、自分をモチベートしたりすることにも積極的になります。
そして次に大事なことが、自分のEQを知ることです。
EQは基本的に
・「感情の識別」
・「感情の利用」
・「感情の理解」
・「感情の調整」
という４つの個別能力を循環的に発揮することで機能しています。
これらの個別能力は緊密な関連を持ち、常に互いを補完し合うように連繋して動いて
います。自分の感情を識別できなければ、それを利用することもコントロールするこ
ともできませんし、他者の感情の原因やその後の変化を類推できなければ、適切な働
きかけを行なうことは困難です。
つまり、適切にEQが機能するためには、EQを構成する４つの能力がバランス良く発揮
されることが重要になります。自分のEQを知るとは、この４つの能力がどのようなバ
ランスになっているかを知るということです。ぜひ、EQI（EQ検査）を通じてご自身
や会社組織全体のEQを測定してみてください。
その理解を通じ、EQを成長させることで、多くの良い変化を生む第一歩を踏み出すこ
とができるのです。

【行動特性検査】３つの知性、８つの能力、２４の素養
EQの高さは、総合的な社会的知性の高さです。決して単一の要素で決まるものではありません。
EQは、
心内知性(セルフコンセプト)
対人関係知性(ソーシャルスキル)

状況判断知性（モニタリング能力）
の３つの知性で決まります。
つまり、自分で自分の状態が分る心内知性(セルフコンセプト)、他者に適切かつ効率的に働きかけ
ることができる対人関係知性(ソーシャルスキル)、自分と他者の両者の状態を同時に認知できる状
況判断知性(モニタリング能力)、この３つの知性をそれぞれどの程度備えているかということ、お
よび３つの知性のバランスがどの程度良いかということでEQの高さは決まります。

心内知性
★自己認識力
私的自己意識

自分の感情状態を知り､自分がどのような人間か知ろうとする事

社会的自己意識

自分が周囲にどのような人間として移っているのか知ろうとする事

抑鬱性

精神的な落ち込みや過去や現在の自分に対する悲観的･否定的な考え方

特性不安

現在や将来の出来事に対する不安の感じやすさや心配の度合い

★ストレス共生
自己コントロール

自分の感情や考え、行動を調整する事

ストレス対処

自信のなさ、不安の感じ易さといった否定的な感情を認識し調整する力

精神安定性

精神的な動揺の程度、落ち着きや気分のムラの程度の事

★気力総出力
セルフ･エフィカシー

自分の知識や能力への自信の程度、物事への肯定的な見込み

達成動機

物事への取り組みの粘り強さとやる気の事

気力充実度

精神的なエネルギーの強さの事

楽観性

ポジティブシンキング、割り切りの良さの事

状況判断知性
★対人受容力
オープンネス

人にどの程度自分から心を開き、人の心を自分に開かせるかという事

情緒的感受性

相手の気持ちを敏感に察知し、理解していく事

状況モニタリング

状況を客観的に観察し判断し、自分の行動の手掛かりにする事

★共感力
感情的温かさ

人間関係の基本となる、人に対する温かい心遣いや接し方の事

感情的被影響性

周囲の状況への巻き込まれ易さ、人の感情への呑み込まれ易さの程度の事

共感的理解

相手の気持ちに寄り添いながら話を受け取り、自分以外の人の気持ちを理
解し汲み取っていこうとする事

対人関係知性
★自己表現力
情緒的表現性

怒りや喜びなど自分の感情を相手に表現し伝える事

ﾉﾝﾊﾞｰﾊﾞﾙ･ｽｷﾙ

言葉以外のしぐさ･表情･視線などによる気持ちの表現力の事

★アサーション
自主独立性

人に頼らず、主体的に物事に取り組もうとする事

柔軟性

考え方の幅広さと感受性のしなやかさ、キャパシティーの広さの事

自己主張性

自分の意見や判断、権利を相手に率直に伝える事

★対人関係力
対人問題解決力

人間関係のトラブルを解決していこうとする積極的な意志の事

人間関係度

周りの人とのコミュニケーションを大事にしていく事

【EQ理論提唱者からのメッセージ】
John D. Mayer／ジョン・メイヤー教授 州立ニューハンプシャー大学 心理学部
My colleagues and I have published a review of the EI field in the Annual Review of
Psychology. Many people depend upon the Annual Review for understanding the field
of psychology so my colleagues and I were very serious to help. Peter Salovey, David
Caruso and I also received notice that an article on EI has been accepted for
publication in the scientific journal, American Psychologist.
John D. Mayer, Ph.D.
【和訳】私は共同研究者とともに、心理学の紀要において、これまでのEI（EQ）に関
する研究の概観のレビューと展望をまとめました。多くの人々が心理学の分野を理解
するために紀要を頼りにしているので、慎重にまとめ上げました。また、ピーター・
サロベイ、デヴィッド・カルーソ、および私が著したEI(EQ)についての論文が、科学
雑誌(American Psychologist)に受理されました。
Peter Salove y／ピーター・サロベイ教授 エール大学エールカレッジ学長
Our laboratory is conducting research on teaching emotional literacy skills to school
children. We have a three-year study to examine the impact that teaching students
these skills will have on their well-being as well as on their academic achievement.
Peter Salovey , Ph.D.
Dean of Yale College, Chris Argyris Professor of Psychology
【和訳】私たちの研究室は、児童に感情の読み書きのスキルを教えるという研究を行
なっています。それらのスキル教育の成果を3年にわたって追跡調査をした結果、スキ
ルを教えることが、学業成績と同じくらい彼らに充足感を与えるということが明らか
になりました。

David R. Caruso／デイビッド・R・カルーソ教授
There is increasing interest in emotional intelligence being expressed by business schools.
Recently, a colleague of ours has been asked to provide EI testing to business school students
taking a negotiations class at Harvard Business School.
The Graduate School of Business at the University of Chicago is asking us to develop and deliver
a course to its second-year MBA students on EI.
David R. Caruso, Ph.D.
【和訳】いくつかのビジネス・スクールで、感情を表現する能力についての興味が増加していま
す。最近では、私たちの同僚がハーバード・ビジネス・スクールの「ネゴシエーション講座」を履
修 し て い る 学 生 に 対 し て 、 EI(EQ) の テ ス ト を 実 施 す る よ う に 依 頼 さ れ ま し た 。
また、シカゴ大学の経営学修士コースからは、EI(EQ)を使った履修カリキュラムをMBA学生の
２年生のために開発して実施するように依頼を受けています。

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実
施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律（通称：ストレスチェック義務化）」が2015年12月1日
に施行されます。
※独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.100「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」より

▼メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由

メンタルヘルス不調予防の基本は？
企業社会でメンタルヘルスに不調を抱える人の数が増えています。
労働政策研究・研修機構の調査によると、6割弱の事業所でメンタル
ヘルスに問題を抱えている正社員がおり、そのうちの3割強の事業
所は、3年前に比べてその人数が増えたと回答しています。
メンタルヘルス不調者を減らすには、三次予防（復職支援・再発防止）の体制
を整えた上で、二次予防（早期発見・早期対応）への取り組みがまず必要で
す。重症化する前に発見し、カウンセラーや医師との面談を受けさせます。そ
れと同時に、不調者を出さないための予防への取り組みも必要です。
EQ診断（Web版）は、社員の現状の行動特性を見ています。メンタル不全、
不眠症、心身症など、事前に社員の状況を把握し、効果的な研修を導入する
事で早期改善ができます。下記は、実際にEQ診断を実施し研修導入後3カ月
で改善された実例です。
私的自己意識 (60)
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共感的理解 (54)
社会的自己意識 (57)
感情的被影響性 (51)
抑鬱性 (34)
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達成動機 (35)
気力充実度 (49)

柔軟性 (48)
楽観性 (45)
自主独立性 (34)
情緒的表現性 (53)
ノンバーバル・スキル (54)

個人遷移結果
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2012年3月

2012年6月

EQ診断の結果を自分なりに受け入れました。特に欠けていると思っていた他人との関係について、十分に配慮しながら行動することができました。
自分が変わることで、他人との関係が良くなることを実感しました。自分の精神的な変化が具体的な数値とEQ診断に現れた事に感動しました。人生
を変えた研修だと本当に感謝しています。

