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山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第14回）

イラク復興支援活動における指揮官の
経験を基にして
―「組織運営とリーダーシップ」―
防衛大学校 教授 一等陸佐（第5次イラク復興支援群長） 太田 清彦 氏 講演録
企　　　　　画：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
記 録 ・ 写 真 ：フリーランス・ライター 山崎 阿弥

防衛大学校教授一等陸佐（第 5次イラク復興支援群長）

太田 清彦（おおたきよひこ）
1979 年防衛大学校卒業、1992年第１次カンボジア派遣部隊広報官、1993年陸上自衛隊幕僚監
部広報室報道担当、1996年在イラン日本大使館防衛駐在官、2000年西部方面総監部調査課長、
2002年統合幕僚会議事務局企画官、2004年第 35普通科連隊長、2005年第５次イラク復興支援
群長、防衛大学校教授。関連図書に『サマワ便り』（中日新聞社）。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13 年間合繊原
料工場において合成繊維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理を担当の後、全社の
技術戦略企画、新事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。
2003 年 3 月から（株）東レ経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤
講師。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、国立音楽大学評議員、（社）化学工学会経営シス
テム研究委員会委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員など。

Point
1 組織を効果的に機能させるためには、関係組織との間に、重要な情報の入手や協力が得られるよう
な良好な関係を築くために、あらゆる手を打つべきである。軍隊組織では、これは安全の確保に繋
がる。

2 緊張が続くままでは、組織はうまく機能しない。うまく緊張を解く方法も学ぶべきである。「笑い」
は、その効果的な方法の一つである。

3 部下に対しては、明確な目標と評価が重要である。目標に対する遅れや達成度不足に対して柔軟
にマネジメントしていくこともリーダーの重要な役割である。この時は、部下が自信を失い士気
が下がらないような配慮が必要である。また、部下とのコミュニケーションで重要なことは、考
えていることを何度でも繰り返して伝えることである。

4 部下の士気を高い状況で維持するためには、上司が部下に対して常に関心を持っているというこ
とを意識させることが重要。また他の組織からの評価を伝えることも、士気を高めるには効果が
ある。

5 ODA など支援活動は、受ける側のニーズを的確に把握して行わないと、評価されないばかりか、
反感を生む可能性さえある。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

ご協力いただいている講師の方々へのインタビュー

や講演録をお届けするものです。

今回は、防衛大学校教授・一等陸佐の太田清彦

先生の特別講演記録です（2008 年 7 月 26 日、

キャンパスイノベーションセンター〔東京・田町〕

にて）。太田教授は 2005 年 2 月の第 5 次イラク復

興支援群派遣時に群長を務め、総勢 600 名の隊員

と共にサマワで支援活動を行われました。軍隊組

織での指揮官の心構え、現地での取り組みや隊員

たちとのコミュニケーションのとり方など、私た

ちが極めて知る機会の少ない自衛隊という組織と

その活動についてのお話は、「組織運営とリーダー

シップ」という講演テーマのもと、示唆にあふれ

非常に興味深い内容でした。

米軍によるイラク攻撃

あまりに迅速だったバグダッド制圧

自衛隊のサマワの活動については、皆さんが

報道によってご承知のように、すべて順調に行っ

たわけではありません。失敗もいろいろありまし

た。今日は、あまり知られていない失敗談を含め

て話したいと思います。

まず、サマワでの話をするに当たり、自衛隊

が派遣されるまでの経緯を説明します。

2003 年 3 月、米軍らによるイラク作戦開始当

時、私は首相官邸地下にあるオペレーションルー

ムで戦争の状況について説明を行っていました。

開戦当時は CNN や BBC の報道以外全く情報が

無い状況で、説明に苦労しましたが、開戦当初か

らアメリカ側が勝つことは分かっていました。

さて、どのくらいの時間がかかって勝つのか

ということが問題になりました。当初、最低で 2

～ 3カ月、長くても半年で、一年はかからないだ

ろうというのが軍事関係者の一般的な見方でし

た。ところが、3月 20 日の攻撃開始後、4月 9日

にバグダッドを占領し実質 3週間ほどで決着がつ

いてしまったのです（勝利宣言は 5 月 1 日）。し

かし、その後のイラクの状況が、まさかこのよう

に泥沼化するとは、私は思ってもいませんでした。

これは、アラブの文化・習慣・民族性などを理解

できないアメリカの占領政策の失敗によるものだ

と思います。

皆さんの中にはこのイラク戦争を“テロとの

戦い”として認識していらっしゃる方がおられる

かもしれませんが、ちょっと違います。少し整理

して、アフガン戦争とイラクの戦争を説明します。

アメリカは 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ

に対し自衛権を行使します。具体的には事件の首

謀者への報復として、アフガニスタンにあるアル

カイダのキャンプを軍事攻撃します。しかし、ア

フガニスタンの当時のタリバン政権はアルカイダ

を支援しているとはいえ正式な政府ですから、米

軍といえども簡単に攻撃できません。また、あか

らさまにキリスト教とイスラム教という対立を浮

き立たせる訳にもいきませんので、アメリカは、

タリバン政権によって北方に追いやられた前政権

の勢力とタリバン政権とを戦わせる方法をとりま

した。都合、アメリカを含めた 4つの勢力が戦う

という複雑な状況を呈したのです。この時点では

アメリカにも配慮があり、個別的自衛権の名の下

に戦っていました。

その後の 2003 年のイラク戦争は、1991 年の第

1 次湾岸戦争に負けたイラクが結んだ「大量破壊



兵器（生物化学兵器）の廃棄」などを内容とする

停戦協定を破棄したことに対して起こったのであ

り、厳密にいえば対テロ戦争とは全く違うのです。

イラクへの人道復興支援

日本ができることとは？

このようにして始まった戦争でイラクは圧倒

的な速さで制圧され、フセイン政権が崩壊した同

国は、安保理決議に基づき連合国暫定当局（CPA）

の統治下で復興を進めることになりました。

これに日本も協力することになりましたが、

自衛隊を海外へ派遣するためには、そのための法

的根拠や手続きが必要です。1992 年のカンボジ

アにおける国連平和維持活動（PKO）に協力す

るための PKO 協力法のような法律が必要になり

ます。

法律の作成に当たっては、現地を視察した上

で内容を検討しなければなりません。私は第一次

調査チームの一員として外務省と官邸の方と一緒

に 6月上旬イラクへ赴きました。この時バクダッ

ドで我々を出迎えてくれたのが、亡くなった外務

省の奥克彦さんでした。当時のバクダッド市内は、

非常に静かでした。戦争直後によくあることです

が、「これからどうなるのだろう？」という様子

見の期間にあり、奇妙な落ち着きを漂わせていま

した。この落ち着きは、8 月の国連ビルの爆破事

件を契機に一変しました。

6 月の調査後も、与党の国会議員に同行して、

イラクに入りました。国会での議論の末、2003

年 7 月「イラクにおける人道復興支援活動及び安

全確保支援活動の実施に関する特別措置法」（イ

ラク特措法）が成立しました。

この法律の名称の前半「人道復興支援活動」

は、読んで字のごとくイラクの復興を支援すると

いうことですが、後半の「安全確保支援活動」と

は、イラクで安全確保を行っている米軍や英軍な

ど各国の軍隊も支援するという意味です。どちら

の活動も可能な法律として成立しましたが、時の

小泉首相は「人道復興支援」に重きを置くと明確

に発言されました。また政府としては自衛隊の派

遣と総額 50 億ドルの経済支援（ODA）を車の両

輪として支援活動を行うことを当初から明確に示

していました。

サマワへ

三つの復興支援活動

自衛隊が派遣されたサマワは、バグダッドの

南部にあります。19 ある県の 1 つであるムサン

ナ県の県庁所在地で、人口は 2～ 3万人程度です。

ムサンナ県は九州の 6～ 7割の広さで、結構大き

な地域です。私も参加した 2 回目の政府調査で、

この地が自衛隊の活動拠点として選定されまし

た。サダム・フセインに無視され、予算が下りて

こないシーア派の小さな地方都市がサマワだと考

えて下さい。

私たちの活動は「給水支援」「医療支援」「公

共施設の復旧・補修支援」の三本柱で行われまし

た。このうち、医療支援については、直接患者を

診療したり、治療したりは一切行っていません。

医師の技術レベルを上げたり、病院管理・薬品管

理のノウハウを教育しただけです。なぜ直接患者

を診なかったかと申しますと、まず日本のように

高い技術レベルだと、重篤な患者の治療が要求さ

れ、成功、失敗にかかわらず様々なリスクを伴う

と考えたからです。次に言葉が通じませんから、

例えば「お腹が痛い」という表現一つとってもど

ういう痛みなのかが分からないと適切な処置がで

きないと考えました。コミュニケーションが十分

に行えない現場での治療行為は大変危険です。最
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後に自衛隊が撤収した場合、後には患者を置き去

り状態になってしまう危険があったためです。こ

れは日本の活動としてはふさわしくありません。

医療行為はあくまで現地のお医者さんに行っても

らうことにしました。

給水活動では、最初は東レの「トレビーノ」

を大きくしたような浄水器でチグリス川の水をき

れいにし、水タンク車に積んで各所へ配布してい

ました。しかし、これではあまりに量が少ないの

で、第 5次群隊以降からは、浄水器を使った給水

は現地の方々に任せ、もっと多量に給水を行える

浄水場をつくることにしました。

浄水場建設のほか、井戸掘り、汲み上げ、浄

水までの全てを 1台で行うことのできる「コンパ

クト・ユニット」という機材を、地方の小さな集

落に設置しました。非常に安価な機械ユニットな

のですが、実際に住民の目の前で作業をし、水を

出して見せると、警くほど喜びました。この時、

きめ細かい支援の重要性を再認識しました。

一方、失敗した例もあります。直径が3m、高さ

が 5mほどの大きな水タンクをドバイから 100 基

ほど購入し、イラクと日本の友好関係を示すシー

ルを貼り、地域の人たちが利用できるように設置

したときのことです。

水タンクの取り入れ口が高すぎて誰も水を入

れられないという事態が起きました。空のタンク

に石をぶつけられたりもしました。すぐ気づいて、

水タンクを回収して取り入れ口まで上がれるよう

に梯子をつけて設置し直したのですが、それでも

水タンクは空のままです。よくよく理由を尋ねる

と、水タンクは公共のものなので、水を配っても、

誰も料金を払ってくれないから配らないというこ

とでした。県側と調整し、何とか最終的には水を

入れることができたのですが、私の時には 3分の

1程度しか入りませんでした。

どれだけ自分たちが「よいアイデアだ！」と

思っても、現場の状況をよく把握した上で行わな

ければ全く意味をなさないと痛感しました。的確

にニーズを汲み上げるのは非常に難しいですね。

道路補修の際も、行政機関が手続きを踏んで

提出された案件ですから何の疑いもなくその通

りに道路を作ったのに、周辺の住民たちからは

怒りの声が寄せられる、ということがありまし

た。住民たちの意見書を読んでみると、道路局

長とその親戚が住む区画の前だけを整備してい

たことを知りました。これでは批判も出るはず

です。すぐにその前後の道路を整備し直しまし

た。たとえ道路局が正式に持ってきたものであ

っても、教育関係者や宗教関係者の意見を聞き、

そこから本当のニーズを汲み上げて実行に移す

ことが重要だったのです。

こういったところに復興支援活動の難しさとい

うものがあります。実のところ私たち自衛隊とい

う組織は、軍事組織の特性から言っても、「壊す」

ことは得意でも、「作る」ことは苦手です。まし

てや「都市計画」などというと、完全に専門外で

す。本来は地域の状況をよく知る県や市のテクノ

クラート（専門知識を有する行政官や管理者、技

術官僚）が行う分野です。自衛隊が派遣された当

時、サマワにはそういった人材が欠けていました。

誤解のないように申しますが、イラクの人材

レベルは決して低くなく、優秀な人物もたくさん

います。しかしイラク国内に残った優秀な人たち

は、フセイン政権下で粛清されてしまいました。

頭がよく人望があってものをつくれる人材は、最

も政権を脅かす存在だったからです。フセイン政

権下のイラクを捨てて、国外に逃げた人もいます。

政権崩壊後、その何割かはイラクに戻ってきまし



た。しかし、彼らは良くも悪くもアメリカナイズ

されており、ODA の事業で金を得るために迅速

に会社を興すなど個人の利益追及に一生懸命でし

た。イラクの中には、国の将来を考えている人材

もいますが、ノウハウや能力の面で十分でありま

せん。こんな状況の中で支援活動を進めることは

正直かなり難しかったです。

かつて私も参加したカンボジアでは国連がグ

ランドデザインをつくり、その仕様書に基づいて

自衛隊は道路や橋をつくればよかったので比較的

楽に進められました。ところが、イラクではこの

仕様書づくりから行わなければならない状態で、

正直大変でしたね。

サマワへの準備と現地での活動

指揮官として考えたこと

では次に、私がどのように部隊を率いていた

か、「リーダーシップ」というテーマへ話題を移

していきましょう。

私の部隊は 5 番目にイラクに派遣されたので

第 5 次群といいます。総勢 600 名、大きな部隊

ですが、実際に私が指揮していたのは 5、6 人の

指揮官で、その指揮官たちがそれぞれ 100 人を

束ね、その 100 人がさらにいくつかのグループ

に分かれ…と、ヒエラルキーを形成しています。

第 5次群の派遣された時期には、1つだけ特殊

な状況がありました。それまでムサンナ県全体の

治安を守っていたオランダ軍がイギリス軍に交替

し、追ってオーストラリア軍が加わるという入れ

替わりの時期だったことです。オランダ軍は、私

たちのパートナーとしてムサンナ県の治安維持に

努めてくれており、彼らのサポートなしには活動

できませんでした。このように部隊が入れ替わる

時期は、バタバタしてとかく事件や事故が起こり

やすく危険な時期なのです。

私がこの時期に指揮官に選ばれたのも、事前調

査での経験もあり、何かあった時には何とか対処

するだろうと上司が考えたからかも知れません。

幸いにも、私たちが活動した期間は、それま

での派遣部隊と大きく異なり、ロケット弾が飛ん

でくるとか、銃撃を受けることは、一度もありま

せでした。

隊員たちには、どれだけ緻密に準備をしても、

「なるようにしかならないからね」と言っていま

した。と同時に「なるようにはなる」という言葉

を信じて準備しました。具体的には大切なパート

ナーとなる各国の軍隊に対して隊員たちの優秀さ

を理解してもらい、この部隊となら一緒にやって

いけると思わせ、更にはオランダ軍からイギリス

軍への引き継ぎをスムーズに行わせ、イギリス軍

との良好な関係を築くことです。そして、これに

対する準備を第一に考えました。

そこで、私はそれまでの派遣部隊とは編成や訓

練を少し変えました。通常の軍事訓練ではなく、

美味しい天ぷらづくりや、柔道・空手・居合いな

ど武道のデモンストレーション、そして和太鼓の

演奏といったことの訓練です。編成も、それがで

きる要員に一部差し替えました。これはオランダ

軍が帰国する前に盛大なフェアウェルパーテーを

開催し、武道のデモンストレーションを行おうと

いう考えからでした。オランダは武道の盛んな国

でもありますから、有段者を集めて高いレベルの

演技を見せ、日本の美味しい料理を振舞えば、オ

ランダ軍の兵士はきっと喜ぶはずだと考えました。

そもそもオランダは第二次世界大戦の記憶もあ

り、対日感情があまり良い国とは言えません。オ

ランダ軍の指揮官は中佐、私は大佐ですから階級

ではこちらが上です。しかし、サマワに到着した当

初はそれなりの敬意を払って遇してくれることは

ありませんでした。それが帰国 1 週間前に開いた

フェアウェルパーテーを境に関係は一変しました。

パーティーにはオランダ軍から約 180 人が参加

しました。最初は表情の硬かった兵士たちも、柔

道のデモンストレーションに始まり、居合い、和太

鼓と畳み掛けるような演技の応酬に圧倒され大き

な歓声を上げてくれました。オランダ軍からも丸

太を切って釘を打つという「ダッチゲーム」を持ち

かけられ、互いの指揮官同士が白熱した競争を見
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せました。できたての天ぷらなど日本食も大好評

で、和気藹々でパーティーを終わりました。

それから帰国までの 1 週間、一度もこちらの

キャンプを訪れたことのなかったオランダ軍の指

揮官が何と 4度も私のところへ赴いてくれたので

す。彼は「兵士たちがあんなに喜ぶ姿を見たこと

がない」と感謝の言葉を伝えたり、戦闘服を交換

しようと言ってきたり、非常に打ち解けてよい関

係になりました。指揮官は兵が喜ぶことを一番喜

ぶからです。そしてこのパーティーのことは、バ

ステの司令部で最後の報告をする際に、次に来る

イギリス軍の指揮官や兵士にも伝わりました。こ

れは当初の思惑通りでした。イギリス軍指揮官が

最初に表敬訪問に来たときに、向こうから「私の

兵たちがウェルカムパーティをやってもらえるか

どうか気にしているのだが…」と言ってきました。

私はもちろん快諾し、翌々週にパーティーを実施

しイギリス軍兵士達にも大変喜ばれました。

これらのパーティーは、お互いの良好な関係

に非常に寄与しました。実質的な面でも、イギリ

ス軍は第 1回目の表敬訪問後すぐに、重要な訓練

ではあるがそれまでできなかったヘリの緊急搬送

訓練を行ってくれました。私の部隊は医師は伴っ

ていましたがヘリの用意がありません。重傷者が

出た場合はヘリでクウェートの病院まで緊急搬送

しなければならず、これはパートナーであるイギ

リス軍に頼らざるを得ないわけです。実際に訓練

したらイギリス軍は 1機でよいところを 2機持っ

てきて、積極的に訓練を支援してくれました。

さて、他国との関係は良好になったものの、私

に対する隊員たちの評判はボロボロでした。パー

ティーの準備と実施のために一カ月半の間一日も

休みを与えなかったからです。与えられたところ

で、日中の温度が 50 度にもなり、何の楽しみも

ない場所ですが……。隊員たちは疲労困憊し、そ

れを訴える声も聞こえてくるようになりました。

こんな時こそ、隊員の士気を維持するリーダー

シップを指揮官である私が果たさなければなりま

せん。実際に上手く果たせたかどうかは分かりま

せんが、私が最も心がけたのは隊員たちを“笑わ

せる”ということです。毎日の朝礼では何とか笑

わせようと努力し、「笑いが一回なら引き分け、二

回なら勝ち」と心の中で星取りも付けていました。

指揮官本人が笑わせる能力のある人物なら良いの

ですが能力がないのならば、率先して笑い、「私た

ちも笑っていいんだ」という雰囲気をつくること

が大切だと思います。ずっと緊張が持続すること

は組織にとっても個人にとっても、あまり良いこ

とがありません。緊張を解くのも重要なことで、

厳しい訓練を行っている軍隊ほど、その方法にも

長けていると思います。

このほかに心がけたことは、私が考えている

ことや考え方を何度も繰り返し伝えるということ

です。リーダーは、自分が話したことを相手が理

解していると思い込みがちですが、実際のところ

理解しているのは自分だけ、ということがほとん

どです。部下たちは、聞いているようで別のこと

を考えていたり、内容の根幹ではなく枝葉末節に

過ぎないところばかりを覚えていたりするもので

す。話す側は「何度も同じ話をするのは…」と思

わずに、繰り返し伝え方を変えて本当の理解を得

ようとすべきだと思います。

また、自分から何かを伝えるだけでなく、自

分以外の人からの評価を部下に伝えることも士気

向上には効果的でした。休みを与えない 1カ月半

の間に、バグダッドの有志連合軍の司令官や将軍

などを積極的にキャンプに呼び、我々の実施して

いる支援活動を説明しました。

そうしないと、自衛隊の行っている復興支援

活動というものをよく理解してもらえないという



現状がありました。訪れた将軍達は、多少の外交

辞令を含んでいるとは思いますが、必ずと言って

いいほど隊員たちの士気の高さ、規律の厳正さを

褒め称えます。こうした将軍たちの評価が、隊員

に自信を与え厳しい状況の中でも士気を維持して

くれました。

士気向上というのはどんな組織においても重要

です。そこでリーダーが果たすべき役割はとても

大きなものです。「士気向上のためのノウハウ本」

も多く出回っていますが、リーダーにとって重要

なのはノウハウではなく、「部下との関係ができて

いるか」ということです。カーネギーが発した言

葉が士気を高めたのは、カーネギーを信頼し、彼

の言葉で「よし、やってみよう」と思う部下がい

たからこそと思います。本人でない人がその真似

をしても意味がありません。リーダーと部下の関

係がしっかりあるかないかに尽きると思うのです。

部下との関係を築く第一歩は自分をよく知る

ことです。皆さんも理想の上司像というものをお

持ちだと思いますが、その人と自分とを比べてみ

るとかなり劣る部分があると感じられるのではな

いでしょうか？　劣っていていいのです。まずは

自分はどんな人間なのかということから全ては始

まると思います。そして、部下はどんな人間なの

か関心を広げていく。つまらないことかもしれま

せんが、部下の誕生日を覚えておくことは結構効

果がありました。朝礼で「×× 3曹、誕生日だっ

たよな。おめでとう」と言ってみんなで祝うと、

その隊員は「よし、頑張ろう」と思うのです。上

司から関心を持たれて、頑張ろうとしない人間は

いません。少なくとも 600 人の部下の中にはいま

せんでした。

次に、リーダーとして命じた作業が無駄にな

らないように、また、部下の頑張りが上から評価

されるように中間のリーダーは、上からの評価や

関心を獲得してこなければなりません。いくらが

んばっても上から評価されないのであれば、当然

士気は低下します。よく「上は分かっていない」

ということを言う人がいますが、これは十中八九

間違いだと思います。不満を口にする人が「分か

らせる能力がない」か「分からせる努力をしてい

ない」かのどちらかです。一般に、上の者は下の

者よりも多くの情報を手にしており、それに基づ

いて判断をします。上に合わせることはありませ

んが、広い視野と情報を持っている上司が何を考

えているかに想像力を働かせることも必要です。

情報を得るネットワークをつくっておくこと

も重要です。復興支援は日本だけでできることは

ありません。オランダ軍やイギリス軍の情報が無

ければ、何もできませんでした。そのためには、

ネットワークの一員になっていないと、情報が取

れませんし、普段から何気ない情報を提供してお

くことも大事でした。

また、部下に目標を示す時は、美辞麗句を使わ

ず明確に伝えるべきです。その方が誤解がありま

せん。そして、部下の仕事の目標達成度や進み具

合に柔軟に対処しマネジメントしていくのもリー

ダーの重要な役割です。目標が達成できそうにな

いときには、目標値を下げたり期日を延ばしたり

することも必要です。その際、部下が「力不足だ

から目標値を下げた、時間を延ばした」と自信を

失なわないように配慮することが重要です。

リーダーは、まず自分自身をよく知り、部下

に関心を持ち部下の士気を維持することが求めら

れます。誤解しないで欲しいのですが、このこと

は、自戒を込めてお話ししています。

自衛隊の活動は、皆さんのお仕事とはかなり

違う世界のことだとお感じになるかもしれませ

ん。しかし、リーダーシップのあり方というテー

マの下に考えるならば必ず通じるところがあるは

ずです。少しでもお役に立てれば今日ここでお話

しさせていただいたことに意味があったものと思

います。本日はご清聴ありがとうございました。

＜質疑応答から＞

質問：隊員の方たちに何度も伝え続けたことと

は、どんなことでしょうか？

太田先生：まず 1つには、サマワで当たり前のこ
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とができるのを、当たり前だと思ってはいけない

ということです。

時間になったら食事ができる。蛇口を捻った

ら水が出てくる。こうした当たり前のことも、隊

員たちの誰かが一生懸命にがんばってくれている

からなんだということをよく理解し、仲間に感謝

することです。

2つ目は、我々を支えてくれている人たちの存

在をちゃんと意識しなさい、ということです。私

たちは 600 人の部隊でしたが、同じ訓練を行いな

がら日本に残った予備の要員がいます。彼らはス

ポットライトを浴びずに黙々と日々の仕事をこな

しています。また、家庭を支えて、寂しさと不安

に耐えている奥さんがいるということをちゃんと

意識しなさいと言いました。私たちがサマワで活

動している間、中日新聞が「サマワ便り」という

隊員たちのインタビュー特集を掲載してくれまし

た。私は、隊員たちに自由にインタビューに応じ

ていいよといいました。ただ、自分を支え、心配

してくれている家族や友人もその記事を読むんだ

よ、そのことだけは忘れないでインタビューを受

けなさいと言いました。実際、私は隊員が何を話

したのかは記事が載るまで分かりませんでした。

そして 3 つ目ですが、日本人の最も優れた能

力・特性である誠実さや謙虚さをわきまえて活動

するように言いました。支援する側とされる側で

は、当然される側の方が弱い立場に置かれます。

我々が上から物を見て現地の人と接すると支援活

動が円滑に進まないばかりか、次の部隊の安全確

保に大きく響くことになります。また、第 4次隊

までの部隊が築き上げてきたものを壊してしまう

ことでもあるのです。

この 3 つを、表現を変えながら何度も隊員た

ちに伝えました。

質問：叱り方と褒め方のコツは何かありますか？

太田先生：コツのようなものはありません。ただ

し部下に関心をもって、それを部下に伝えておく

ことができれば、何かを叱ったときも「この人は

自分を見ていてくれるから」と納得してくれるよ

うに思います。

リーダーというのはいろいろなことに関心を

払わなければなりませんから、大変な立場だと思

います。実のところ暇そうにしているときこそい

ろいろなところへ目を配っていて最も忙しく、逆

に指示を出しているときはある種の“休み”なの

かもしれません。指示を出す前に忙しくしておく

ことで、指示ができる。逆にそうでないと状況に

応じた的確な指示は行えないということだと思い

ます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
＜チーフディレクターより＞
講演の第 3回は、究極の組織とも言うべき軍隊組

織における指揮官の心構えを、第 5 次イラク復興支
援群長を務められ、現在は防衛大学校教授として教
鞭をとっておられる太田清彦氏から伺いました。
太田教授は、その海外活動経験の多さから、イラ

ク支援活動には計画段階から深く関わってこられ、
マスコミでは伝えられないイラク復興支援活動の実
態や、600 名の隊員の命を預かる指揮官として、準
備段階から現地における活動まで、状況に合わせて
周到に考えて行動された経験談は、受講生に大きな
感動を与えるものでした。
関係各国の軍隊との良好な関係を保ち、的確な情

報を得ることにより隊の安全を確保するために企画
した「フェアウェルパーティー」、また、緊張の続く
環境の中で、隊員の士気を高い状態で持続させるた
めの「サマワ便り」の企画を始めとする極めて戦略
的な指揮官の知恵と心配りなど、民間組織と軍隊組
織という違いを越えて、たくさんのヒントを得られ
たものと思います。
また、ODAなど支援活動は、的確な現地の人々の

ニーズを汲み上げて行わないと、全く評価されず、
場合によっては反感さえ生むものであるというお話
も、民間企業の活動にも通じるものと思います。
太田教授は真に 600 名の隊員の命を預かり、その

後ろに控える多くの家族や同僚を意識しながら意思
決定をし、群を指揮されてきました。民間企業の組
織のリーダーも、同じように部下やその家族を含め
た多くの人々の生命（人生）に大きな責任持ってい
ることを意識しながら、日々のマネジメントに取り
組むことが求められるのではないでしょうか。

（MOTチーフディレクター　宮木　宏尚）


