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形 態 １ 対 １ １ 対 多

一方向 ティーチング プレゼンテーション

双方向 コーチング ファシリテーション

ネゴシエーション

１．リーダーのコミュニケーションスキルの種類
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（１）ノンバーバルコミュニケーションを駆使する
表情（笑顔）・目線（アイコンタクト）・オープン姿勢・前向き姿勢
身振り手振り・心理的空間の活用

（２）話し方の３原則を徹底する

(1)明るく話す（表情・声）
(2)肯定的に話す（イエス、イエスの雰囲気）
(3)わかりやすく話す（具体的イメージ）

（３）説得力を高める話し方

(1)断定的表現 ⇒ 「～である」「～だ」と言い切る
(2)反復的表現 ⇒ 繰り返し表現をすることにより強調する
(3)論理的な組み立てと話し方

①Ｗｈｙ ：何故なのか（理由・根拠の明示）
②Ｗｈａｔ：何なのか（主張・全体像・概要の明示）
③Ｈｏｗ ：どうするのか（方法論・具体論の明示）

２．話すスキルの基本
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①ＷＨＯＬＥ－ＰＡＲＴ－ＷＨＯＬＥ（ホール・ツー・パート・ツー・ホール）
総論－各論－総論（全体－部分－まとめ）という順序で話を進める展開。

総論（全体） 「私が今から申し上げる事項は○○と●●です」

各論（部分） 「○○については・・・、●●については・・・」

総論（まとめ）
「以上、私が今回お客様に提案する事項の△△についてお伝えし
ました」

②ＰＲＥＰ法（プレップ法）
結論－理由－証拠（具体例や事実）－要点、という順序で話を進める展開。演習１０分

結論 「結論は○○です」「～を提案します」「私はこうしたいと思います」

理由
「その理由は～です」「なぜかと言うと」
「○○の問題解決が必要だからです」

証拠 「実際に～があります」「例えばこういうことがあります」

要点
「と言うことから○○が言えるのではないでしょうか」
「以上の根拠によりこのような結論になります」
「ですから、私はこうしたいと考えました」

（４）論理的に伝える技術（型）
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３．アサーティブな伝え方

①攻撃的な対人関係
自分のことだけを考えて相手を踏みにじる。相手の意見や心情に無関心で、
自分の考え方のみをベースにして影響力を発揮しようとする。

②欺瞞的・作為的な対人関係
自分の本心は表に出さず、トゲのある言い方や回りくどい言い方で相手を責
める。正面から人と向き合えないため、人を操ることで自分の望む状況に
もっていこうとする。

③受身的な対人関係
自分のことより相手を優先して、自分のことは後回しにする。そのため、攻撃的
な人々に傷つけられたり、不当な扱いを受けたりすることを許し、通常、他人に
影響を及ぼすというリスクを冒そうとしない。

④アサーティブな対人関係（自分も相手も尊重する関係）
自分のことをまずは考えるが、同時に相手のことも考え十分に配慮する。
お互いを尊重したうえで、双方が納得した状況を創り出そうとする。

（１）対人関係のパターン
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＜基本的な流れ＞

状況説明 ⇒ 気持ちの表現 ⇒ 選択肢提案 ⇒ 解決策選択

という順序で話を進める展開

ＤＥＳＣ法とは、自分の主張を一方的に伝えるのではなく、相手との心理的な距離を縮め

ながら主張する点に特徴がある。

そのため、言い難いことや反論を、相手の反発を和らげながら伝えることができる。

３．アサーティブな伝え方

（２）ＤＥＳＣ法（デスク法）の活用

＜例.＞

企画会議の場において、既に３時間が経過しており、行き詰まりを見せていました。

そのため、建設的なアイデアも出にくくなっており、雰囲気も悪くなっていた。

日も暮れていることから、休憩か延期の提案をしようと思うのだが・・・。

⇒ＤＥＳＣ法で展開すると・・・。
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ＤＥＳＣ法の流れ 対話の例

①状況を客観的に伝える（Describe）
・お互いに共有できる事実を確認する。
・お互いが“イエス”と言える事実を引き出すようにする。
・この段階では、事実に焦点を絞り、気持ちや感情を切り離すことが重要である。

会議が始まってすでに3時間が経過
しました。時間も遅く意見も出にくく
なっているようです。

②気持ちを表現する（Express）
・素直な気持ちを伝えることで、相手も自分の気持ちに気づいてくれことになる。
困った気持ち、うれしい気持ちなどを誠実に伝える。
・感情的にならず、最初に示した事実がどういう内容なのかを説明する。
・「どうでしょうか」「いかがでしょうか」と問いかけて、相手の気持ちや考えを確
認する。

正直に言って、私は少し疲れてきま
した。頭が回らなくなってきました。
皆さんはいかがでしょうか。

③選択肢を提案する（Suggest）
・皆の期待感やニーズを満たすことができる方法や結論を考え提案する。複数
案を用意する。
・「どうでしょうか」「やってみませんか」など相手に選択権を与えるようにする。
（オープンエンド）

どうでしょう。今日はここまでにして
改めて明日仕切り直す、もしくは食
事休憩を入れて仕切り直すのはどう
でしょうか。

④解決策を選択する（Conclude）
・相手の返事がイエスの場合は、「ありがとうございます。では、そうしましょう」
・相手の返事がノーの場合は「ではどうしましょうか」「別にこういう手もあると思
いますが」
・立場を離れて皆が納得できる、満足できる結論や解決策を見出す。

ありがとうございます。それでは皆さ
んの同意もとれましたので、１時間
の休憩を入れましょう。
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ＤＥＳＣ法演習（１０分）
＜ケース＞
あなたの課では最近大変忙しく、部下にも残業を強いている状態です。

そのような中、Ａ君が私用で3日間の有給休暇を申請してきました。

課長であるあなたは、あまりにも時期が悪いので、もう１ヶ月延期して

もらいたいと思っています。

※ＤＥＳＣ法を活用して、部下に伝えてみてください。

＜組み立ての例＞
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部下は自分の言動について、上位者が興味を示さなかったり、反対の立場をとったりされ

ると、部下自身は思考を止め、上位者の指示に従うスタンスをとりがちです。そこで思考を

継続させ、自らの気づきを促すには上位者の聞き方が大きなポイントとなります。

（１）傾聴のスキル ⇒ 部下の話をどのように聞くかという「話の聞き方」

（２）傾聴のスキルの留意点

①部下を主体者にする。

②沈黙にも耐えられる余裕を持つ。

③積極的傾聴法（アクティブリスニング）を実践する。

(1)あいづち ⇒ 聴いていることを態度で示す

(2)要約（オーム返し）⇒ 聞いていることを態度で示し、話の内容確認を行う

※３通りの要約方法

●話の最後の言葉を繰り返す

●話の中で出てきたキーワードを返す

●話を自分の言葉でまとめて返す

(3)質問による確認や促し：「それで」「その後は」「もう少し詳しく」

(4)ペーシング（同調）

⇒言葉遣い・口調や語調・話すテンポ・表情・動作・姿勢など、コミュニケーションの

ペースやトーンを相手に合わせる。

４．傾聴のスキル
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⇒ 部下の主体性を尊重して動機づけをするには「質問型のコミュニケーション」が効果的

です。上位者が部下に対して効果的な質問を発することにより、部下自身の気づきを促

し、その問題解決をコミットさせ、自らの可能性を広げていくことを支援していきます。

①特定質問と拡大質問⇒拡大質問で意識や考えを掘り起こす

特定質問

事実を知る（答えが１つ）

拡大質問

意見・考えを知る（答えが複数）

・入社はいつですか？

・出身はどこですか？

・今月の売り上げはいくらか？

・将来どうしたい？

・大事なことは？

・どのように売り上げを伸ばすか？

（１）質問のスキル ⇒ 部下に気づきを促すための「問いの仕方」

５．質問のスキル

（２）質問形態の３種類と６つのパターン

特定質問とは、答えが一つになる質問の形態です。事実に関する情報収集の際に活用される質問
であり、質問者の聞きたい事項を引き出す質問と言えます。

一方、拡大質問とは、答えが複数になる質問で特に正解がある訳ではありません。相手の考えや
思いについて質問する形態であり、相手の言いたい事項を引き出す質問と言えます。

部下指導の際は、特定質問で情報の共有化をはかり、そのうえで、拡大質問を活用することで、部
下自ら答えを導き出すことを支援してきます。
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②過去質問と未来質問⇒未来質問で意識を前向き・プラス志向にする

５．質問のスキル

過去質問とは、文字通り昔のことを聞く質問です。昔のことですから、どちらかというと“根掘り葉掘

り”聞く質問となりがちです。また、特定質問にもなりやすく、長時間続くと、まるで警察の事情聴取の

ような雰囲気を作り出してしまいます。

一方、未来質問とは、これからのことを聞く質問です。拡大質問にもなりやすく、自然と前向きな雰

囲気を作り出しやすくなります。

部下指導の際は、状況を把握する段階では過去質問を使用しますが、最終的には「今後どうする

のか」ということが大事ですから、未来質問を活用し部下自ら答えを導き出すことを支援してきます。

過去質問

昔のことを聞く（否定的）

未来質問

先のことを聞く（肯定的）

・今までどうだったか？

・どうしてそうなったのか？

・何をしてきたのか？

・これからのどうするのか？

・どうしたら良いと思うのか？

・何がしたいのか？
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③否定質問と肯定質問⇒肯定質問で意識を前向きにし、内に秘めた創造力を引き出す

５．質問のスキル

否定質問とは、質問の言葉に「～ない」という否定語が入る質問形態です。言葉に否定語が入ると

「質問者が正しく相手は間違っている」という雰囲気を作り出し、人物否定にまで発展しがちとなって

いきます。

一方、肯定質問とは、否定語を使用せず肯定的な言い回しをする質問形態です。そのため、拡大

かつ未来質問となりやすく、相手を認める雰囲気を作り出します。

部下指導の際は、否定質問を最小限に留め、肯定質問を活用することで、部下自ら考えようとする

姿勢を支援していきます。

否定質問

責める（失敗の掘り起し）

肯定質問

認める（成功の堀さ起こし）

・どうしてうまくいかなかったのか？

・何がはっきりしないのか？

・どうしてできないのか？

・うまくいったところは？

・はっきりしていることは？

・できることは何か？

＜思考の壁を打ち破る質問＞

⇒ 質問がフック（きっかけ）となり、新しい気づきを促すことで、部下自らが築いて

しまった思考の壁に揺らぎを与える。

※思考の壁 ⇒ ①期限 ②条件 ③能力 ④決断 など
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ＳＬ理論をベースとした部下育成のマネジメント

業務遂行面や職
場形成チーム
ワークなどの問
題を、職場の代
表者として、中
長期的観点や戦
略的観点から捉
える。

職場の代表者と
して多様な問題
の解決方向性や
職場の方針を検
討し達成すべき
目標と取り組み
課題を明確化す
る。

職場メンバー
個々の中長期育
成計画に基づき、
各人のレベルに
応じた目標や課
題付け、権限委
譲や遂行計画の
合意を図る。

メンバーに任
せっきりにせず、
タイムリーな対
話による、動機
付けや指導支援
を図り、適切な
フォローを行う。

双方向をベースとしたコミュニケーション

部下の関与度合い

Ｓ３ Ｓ２ Ｓ１Ｓ４

職場の問題
業務上の問題

解決の方向性や
方針の導き
課題の抽出

個々人への
課題役割付与
権限の委譲

遂行計画の合意

部下指導
部下支援
部下育成
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＜事例研究 ： 指示待ちの部下＞演習３０分

システム会社の課長である本田は、最近中途で入社した、プログラマーの東田君（２３才）の指導に手を焼いている。東田君は以前、小規
模のシステム会社に勤務していたが、入社して３ヶ月たらずで倒産の憂き目に合い、縁合って当社にきたのである。１カ月前に東田君と面
接をした際の印象は、明るい性格で人当たりは良く、人物的にはとても良い雰囲気を醸しだしていた。本田課長は「この分なら仕事もそれ
なりに出来るだろう。」と思い採用したのだが、実際には、言われた事以外の仕事は一切やろうとしない傾向がある。

本田課長は、仕事の手があいた時には、「何かやる事はないでしょうか。」と自ら積極的に声を掛けてくるのは当たり前のことだと思ってい
る。ところが東田君は、そのような時もただジッと机に座っているのである。こちらが指示を与え続けないのも悪いのだが、いつも監視して
いるわけではない。依頼した仕事の報告すら東田君から無いので、ついつい見過ごしてしまうのである。

さらに、電話がなっていても、率先して取る様子もなく知らんふりである。本田課長はたまらず「東田君、電話に出て」と指示をすると、「はい、
わかりました。」と言ってその時はやるのだが、後が続かないのである。本田課長は２週間位前に、「東田君。自らもっと積極的に仕事に取
り組むように。特に電話は君が一番に出るように。あと仕事の報告も素早く行うように。」と指導したのであるが、「はい。わかりました。気が
つきませんで、申し訳ありません。」と元気な返事が返って来たのであるが、効果は殆ど表れていない。

先日、山田主任から、「課長。東田君のことなのですが、彼は全然前向きでないような気がします。依頼したこと以外のことは一切やりま
せんし、さらに、仕事の処理がかなり遅いような気がします。それに、以前はシステム会社にいたと聞いていますが、知識が特にあるわけ
でもないようです。ただ、仕事は正確で、ミスや間違いが全くないのが救いではあるのですが。３カ月程度は、課長自ら指導するとおっ
しゃっていたので、口を挟むのもどうかと思ったのですが、一応、報告しておこうと思いまして。」という報告を受けた。

本田課長は、折角入社してきた東田君をなんとか戦力にしていきたいと思っていた。２週間前は、軽い感じの注意であたったが、この状
況を打破するためには、本人とじっくり話をする必要があると考え、今日の業務終了後に面談をすることにしたのである。

＜あなたへの課題＞
本田課長が東田君と面談をするにあたり、どのような対応をすれば良いでしょうか。また、検討した対応方法の実現に向けて、面談を
どのように進めたら良いのか、面談のストーリーを検討して下さい。
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職務能力 遂行意欲
タイプ

業務知識 基本技能 意 欲 自 信

高い

高い

高い
高い Ｄ４

低い Ｄ４

低い
高い Ｄ３

低い Ｄ３

低い

高い
高い Ｄ２

低い Ｄ２

低い
高い Ｄ３

低い Ｄ１

低い

高い

高い
高い Ｄ２

低い Ｄ２

低い
高い Ｄ２

低い Ｄ１

低い

高い
高い Ｄ２

低い Ｄ２

低い
高い Ｄ１

低い Ｄ１

ＳＬ（状況対応型リーダーシップ）部下判定チャート

14



（１）山本五十六の言葉

やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かず。

話し合い、耳を傾け認めてあげ、任せてやらねば、人は育たず。

やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。

項 目 ティーチングのポイント

準 備
①５Ｗ３Ｈで準備をする（必要があれば図や資料等を用意する）

②対話のステップ（流れ）を念頭に入れておく

対 話

③まずはメモ（記録）の用意をさせる

④全体像を教える
仕事の概要・目的・背景など５Ｗの部分を、筋道を立てて伝える
理解できているのかどうか必ず確認する

⑤具体的な手順を教える（３Ｈの部分）
見本を示す（自分でやって見せる・イメージを掴ませる）
もう一度見本を示しながらポイントを解説する

⑥相手にやらせてみる（では一度やってみて）
正確にできることに重点を置く
正確にできるようになったらスピードアップを指導する
うまくいけば褒め、できなければ再度教える
努力は賞賛し、励ます
「不器用」「遅い」など、能力を卑下する言葉は発しない
何回か繰り返すことにより定着化を図る

⑦定期的なフォローを行う

（２）ティーチング（指示命令型）のポイントと流れ

６．ティーチング（指示的行動）のスキル
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項 目 ティーチング（指示） コーチング（支援）

考え方 相手はできない 相手は自らできる能力がある

方 法 相手に教える 相手に気づかせる

会 話
相手に説明する（一方向） 相手に質問する（双方向）

相手に聞かせる 相手に話させる

７．コーチング（支援的行動）のスキル

（１）コーチングとは

①ティーチングは育成側が相手に対して自分の知っていることやできることを、教え

指導する。

②コーチングは育成側が知らなくても、相手に対して質問をすることにより相手自身

が自ら考えて答え（やるべき事）に気づくことを支援する。

③ティーチングは相手に対して説明し、自分の言っていることを聞かせるという立場を

とるが、コーチングは相手に対して質問をし、相手に話しをさせるという立場をとる。
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（２）コーチングの体系とステップ

●対象者の立場に立つ（共通点の見出）
●対象者の問題を検討
●問題の解決方法を検討

●テーマ確認（導入）
●現状の把握・問題整理（原因分析）
●目標の設定
●目標達成のための方法論の検討
●具体的アクションプランの検討
●フォロー対策（報告ルール等）

●指示をしない・口を挟まない
●アクションプランから逸脱した場合は質問に
よる修正を行う

●対象者自身の評価・感想を聞く
●うまくいった時はそのポイントを聞く
●うまくいかなった時はその原因を聞く
●今後にどのように活かすかの整理する
●励まし・期待・感謝の心を示す

準 備

対 話

体 験

振り返り

仮説の設定

対話ステップ

積極的観察

自己評価
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＜事例研究 ： 頭の固い部下＞演習３０分

本田課長のところに部下の北田係長が相談にきた。北田係長がリーダーとなって推進しているプロジェクトの件らしい。本田課長はあまり
時間に余裕がなかったが１５分くらいはとれそうなので、話を聞くことにした。

北田係長：「課長、相談があります。」
本田課長：「あまり時間が取れないんだが、１５分ぐらいなら大丈夫だ。ところで相談って何かな？」
北田係長：「今取り組んでいるＫプロジェクトの件なんです。」
本田課長：「あぁ、Ｋプロジェクトだね。どのようなことかな？」
北田係長：「どうも、メンバーのまとまりが悪くて、メンバー同士相互の協力関係が確立できないんです。このままだと納期までに結果を出

すのは難しい状態です。」
本田課長：「それは問題だね。私もＫプロジェクトの管理方法には問題を感じていたよ。君の管理方法は大雑把過ぎるんだ。もっとキメ細か

くスケジュ－ルを設定し、役割分担を明確にしなくては、プロジェクトの運営はうまくいかないんだよ。係長なんだからそれぐらい
できないと。」

北田係長：「・・・・・」
本田課長：「要するに業務管理の徹底さが足りないということだよ。」
北田係長：「ただ、メンバーが私の指示に対して協力的ではないものですから。」
本田課長：「それは指示が曖昧なことが原因だよ。だから役割を明確にして指示を鮮明にすることが必要なんだ。わかったかね。」
北田係長：「わかりました。」

本田課長は自分が日頃から感じている問題意識を含めて、北田係長に指導したのであった。しかし、Ｋプロジェクトの進捗の遅れは解消
されなかった。本田課長が指導した結果は殆ど成果に結び付かなかったのだ。北田係長は本田課長から指導された内容を実施しておら
ず、プロジェクト管理の方法は改善されなかったのである。本田課長は自分の指導は的確であったと思っていたが、その成果は出なかった。
本田課長は自分の仕事の進め方に自信はあったが、教えたことが実施されなかったことにショックを受けた。何故、北田係長は私の指導
内容を実施しないのだろうかと考え込んでしまった。そう言えば、彼は表面的にはおとなしく人当たりは良いが、人のアドバイスを簡単には
受け入れない頑固なところがあると思った。このような部下に対する指導力がないのだろうかと、本田課長は考え込んでしまった。

＜あなたへの課題＞
本田課長が北田係長との上記のやりとりを、時間を巻き戻して再度実施できるとするならば、どのように改善すれば良いでしょうか。
この時点での最良の方法を検討の上、面談ストーリーを検討して下さい。
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部
下
氏
名

業務・役割
職務
能力

高い 低い
遂行
意欲

高い 低い
SL
ｽﾀｲﾙ

影響行動

業務
知識

意欲
（やる
気）

指示的
行動

基本
技能

自信
（経験）

支援的
行動

部下の実務課題設定シート
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～人材育成に向けて～

人財

（自燃性人材）

人斉

（高可燃性人材）

人材

（低可燃性人材）

人在

（難燃性人材）

人罪

（不燃性人材）

①名誉報酬 ⇒ 組織の知名度・周囲からの期待や認知・肩書きや権限 など

②成長報酬 ⇒ 組織の姿勢やビジョン・仕事そのもの・達成感ややりがい など

③財務報酬 ⇒ 給与や賞与・各種手当て・インセンティブ・福利厚生・退職金 など

④対人関係報酬⇒ 組織や職場の風土や人間関係・コミュニケーション など

リーダーが決定する４つの報酬

ワークエンゲージメントの充実による組織と個人の活性化をはかる

ワークエンゲージメントとは ⇒ 仕事に関して肯定的で充実した感情および態度
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