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＜今回の内容＞ 

1. 傾聴と承認 .............. P.1 

第 32号 平成29年10月1日発行 

2月にコーチングについて少

し紹介しましたが、今回はそ

のコーチングでも特に重要な

考え方である、傾聴と承認に

ついて紹介します。 

しっかり聞いて100%認める 
一気に涼しくなってきましたが、お体に注意して下さい(^o^) 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

傾 聴と承認  

■ はじめに 

今年の2月からコーチングの勉強を始めて、それをニュー

スレターで紹介しました。 

その際は、コーチングとはどういうものかということについ

てお話しましたが、今回は、さらに進んで、コーチングの

根幹であり、一番大切な考え方とも言える「傾聴」「承認

（アクノレッジメント）」という２つのスキルについて説明し

たいと思います(*^^)v。 

前回も紹介しましたが、コーチングの特徴は「対話」にあ

ります。つまり、「頭で分かっていることと行動との間にあ

る深い溝」を、双方の対話によるコミュニケーションによっ

て埋めていく手法がコーチングのスキルです。 

「コーチングのスキルって、そもそも普通に生活していて

必要なの？」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。 

コーチングのスキルは、前回お話したＮＬＰのＶＡＫシステ

ムから考えるコミュニケーション（覚えていますか？視覚・

聴覚・体感覚のうちどれが優位なのかを見つけていく、あ

れです(^o^)）と同様に、ビジネス面だけでなく、プライベー

トの様々な場面においても十分に役立てていくことができ

ます！ 

コーチングがだんだん普及してきた昨今では、前回お伝

えした、ビジネスの場面だけではなく、例えば子供の教育

についてもコーチングの考え方が取り入れられていたり、

また保護者を対象としてコーチングの勉強会が開かれた

りもしているくらいなんですよ(^-^)。 

■ コミュニケーションの6原則 

当たり前ですが、コーチングの中で、まずコーチはクライ

アントとの間に信頼関係を築くように努めます。 

信頼関係は、時間によってもある程度はできてくるもので

もありますが、ただ単に、時間に比例して信頼関係がど

んどん築かれるものではないですよね。それよりも、意識

的な関わりを持って一緒に信頼関係を築いていくことが

大切であると考えます。 

そして、信頼関係を築く上で欠かせないものが「対話」で

す。（あえてここで「会話」と書かずに「対話」と書いたの

は、双方が向き合うものということを意識しているためで

す(^-^)。） 

ここではまず、コミュニケーションの6つの原則について見

ていきましょう。 

コミュニケーションの６原則 

① （コミュニケーションを）始めようという意思がある 

② 始めるにあたり、相手の同意がとれている 
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③ 会話を続けることに対する相手からの同意がある 

④ 向き合う（相手はもちろん、自分自身に対しても！） 

⑤ 適切な距離感をもつ 

⑥ 自分自身とのコミュニケーション 

このうち、⑤と⑥については意外と大事な考え方がたくさ

ん含まれているため、少し説明させてください(^^ゞ。 

■ 適切な距離感をもつ 

円滑なコミュニケーションをとるには、「遠すぎず近すぎな

い、適切な距離感」がとっても大事です。そして、この距

離感は、日々の観察や実践を通して磨いていくもので

す。 

分かりやすい例で考えると、わが子を愛するがあまり子

供を自分の分身のように思い込んでいる母親は、子供と

円滑なコミュニケーションを交わすことが困難ですし、部

下を自分の手足のように思い込んでいる上司は、当然、

部下と適切なコミュニケーションをとることができませんよ

ね。 

「適切な距離感」を磨くためには、前回お話したＮＬＰの

「ＶＡＫシステム」ももちろん活用できますし、今回紹介す

る「傾聴」「承認（アクノレッジメント）」といったコーチング

のスキルが多いに活用できるのです(*^^)v！ 

■ 自分自身とのコミュニケーション 

⑤の「適切な距離感」は、自分自身とのコミュニケーショ

ンについても同様のことがいえます。自分がいま何を考

えているのかをしっかり把握して、その上でより円滑なコ

ミュニケーションが行えるように、「自分自身」と「自分の

考え」を切り離して考えてみます。 

「自分自身」と「自分の考え」を切り離す…、（要は冷静に

なりましょうっていうことなのですが、）なんだか、分かる

ようで分かりにくいと感じると思います。 

これについて、実は、脳科学の観点から、興味深い研究

結果があります。 

ベンジャミン・リベットという科学者の方が実験した結果に

よると、人間は、何かをしようと意思をもつ時、実はその

意思をもつより前（0.2秒前）に、本人にも分からないとこ

ろで、すでに脳のその部位が反応しているそうです。単

純な例だと、指を動かそうとする時、指を動かそうとする

意思より先に、指を動かす役割を担う脳の神経回路がす

でに反応しています。 

つまり、意識をつかさどる脳の特定部位があるわけでは

なくて、脳の働きによって意識が生まれる。脳の活動が

意識に反映される。ということなんだそうです！ 

「脳=自分自身」「意識=自分の考え」だと考えてみると、自

分自身と自分の考えとを同化させてしまうことも防げま

す。先ほど述べた「自分自身との適切な距離感をもつ」こ

とにつながりやすく、分かりやすくなりますね。 

■ 傾聴 

さて、ここからはいよいよ、実際に活用できるコーチング

のスキルについての紹介です！ 

傾聴とは、「相手の話をそのまま受け止めながら、関心を

もって聴くこと」。なんだかとっても簡単そうなのですが、

実は、コーチングの中で最も重要なスキルなんです。傾

聴をコミュニケーションの中に活用していくことで、相手に

安心感を与えたり、意欲や自信を相手自身で引き出せる

ようになります。 

ところで、傾聴のスキルは、どうして最も重要だとされて

いるのでしょうか？ 

このことを考えるには、「なぜ人は話すのか」を考えてみ

る必要があります。それは、「私たちは口に出すことに

よってはじめて、自分が内側で思っていたことを知ること

ができる」ということが挙げられると思います。しかもこ

れって、なんと細胞レベルでも行われているそうです！人

間の細胞も細胞同士でコミュニケーションを交わしている

のですが、Ａ細胞がＢ細胞に情報を発信する（パラクライ

ン）とき、Ａ細胞は自分で情報を受信する器官（レセプ

ター）を出して、自分の発信している情報を自分自身でも

受信している（オートクライン）のだとか。 

なので、人間も元来、本人が気づいていなくてもオートク

ラインを求めています。話をすることではじめて、自分が

何を考えていたのかを認識する/認識したい生き物だと

考えられているのです。頭でぼんやり考えていたことも、

人に話すことで特に相手から何かアドバイスを受けてい

るわけではないのに、すっきりとする体験をしたことがあ

る人も多いと思います。つまり、話をすることで刺激を受

けて、気づきや閃きとしてアイディアが生まれることもあり

ますね。それらのサポートを担うスキルが傾聴なので、重

要とされています(^^ゞ。 

相手の話を聴く能力を高めていくことが傾聴につながる

わけですが、そのためには相手の良い聴き手となって

「相手が話しやすい環境をつくる」ことが大切です。そこ

で、良い聴き手となるうえで必要と考えられる10のポイン

トを挙げてみます。 
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良い聴き手になるための10のポイント 

① 時間をつくる 

② 相手を尊重する 

③ 話しやすい環境を用意する 

④ 最後まで話を聴く 

⑤ 判断をしない 

⑥ 自分が理解しているかどうかを確認する 

⑦ 客観的になる 

⑧ 肯定的なノンバーバル・メッセージを出す 

⑨ 沈黙を大切にする 

⑩ 聴くことに最大限コミットする 

④は、ある意味、最大のポイントですよね。相手の話をそ

のまま受け止めるのだから、話を遮ることはＮＧです。こ

れが、できそうでなかなかできない…！ 

②、⑤、⑥、⑦については、この後説明する承認（アクノ

レッジメント）のスキルを活用することができます。 

ここでは、⑧と⑨について少し説明を加えたいと思いま

す。 

■ 肯定的なノンバーバル・メッセージを出す 

コミュニケーションでは、言葉によるもの（バーバル）と言

葉以外のもの（ノンバーバル）の２種類があります。相手

の話を聴くとき、「目を見る」「相手のほうに体を向ける」と

いった「聴いている」メッセージをノンバーバルでも示すこ

とが、相手が安心して話しやすい環境を作ることにつな

がります。 

■ 沈黙を大切にする 

私自身、沈黙はとても苦手だったりします。沈黙が苦手な

人は、沈黙の間に耐えきれず、つい自分から話を始めて

しまう傾向がありますよね。しかし、この時にせかすこと

なく相手が話し始めるのを待つことで、相手が自身の内

側から意思やアイディアを言語化する可能性を高めてい

くことができます。 

■ 承認（アクノレッジメント） 

承認（アクノレッジメント）とは、深いところで言うと「相手

の存在に気付いていることを伝える」という語源がありま

す。 

そして、承認（アクノレッジメント）のスキルとは「事実を事

実として認める」ことを指します。これは、「相手に現れて

いる変化、成長や成果に気付き、それを相手に伝えるこ

と」です。 

例えば、こういう感じです。 

◇ 例１ 

Ａ 「私は今、マーケティングの勉強をしています。」 

Ｂ ① 「君ってすごいね。勉強熱心だね。」→評価 

  ② 「へぇ。マーケティングの勉強をしてるんですね。」

 →◎承認 

◇ 例２   

Ａ （Ｂさんに対して助言を行いました）  

Ｂ ① 「あなたの助言はいつも的確で、素晴らしい。」

 →評価 

   ② 「あなたの助言はとても私の役に立っています。」

 →◎承認 

いずれの例でも、②の伝え方が承認（アクノレッジメント）

です。相手に対する気づき、理解、感謝を伝えていること

が分かります。 

それに対して①の伝え方は、褒めることで相手に対する

評価が加わっていることに気が付いたと思います。褒め

られるとすごく嬉しいし、意欲も増します。なので、もちろ

ん褒めることも大事なことで良いことですが、評価のニュ

アンスが強くなってしまうと、「良い/悪い」「評価する人/さ

れる人」という構図ができてしまいがちになります。その

ため、承認（アクノレッジメント）とは言えません。 

なぜ、評価をする伝え方が承認（アクノレッジメント）とは

言えないのか、別の例からもう少し掘り下げて考えてみ

ましょう。 

◇ 例１ 子供がテストで80点をとった時 
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[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

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 

① 「すごい！えらかったね！」 →評価 

② 「80点だったんだね。毎日2時間勉強してたもんね！」 

  →◎承認 

◇ 例２ 子供がテストで50点をとった時  

① 「なんでこんな点数なの？もっと勉強しなさい」 →評価 

② 「50点だったんだね。（あなたの感想はどう？）」 

  →◎承認 

上の２つの例は、テストという同じひとつの出来事から、

結果が異なる場合を想定して考えました。ちょっと胸がち

くちくする例ですね…(^^;) 

こうしてひとつの出来事で比べてみると、それぞれの例

の①の「評価する伝え方」をベースにした場合、まさに思

いっきり「良い/悪い」「評価する人/される人」という構図

になっていることが分かります。例１のケースの場合で

は、褒められることで喜びを感じ、意欲も増しますが（しか

し、褒められたことで、逆に油断してしまって気が抜けて

しまうリスクもありますし、自分では80点では満足してい

ないので、あなたの評価に不満を抱くこともあります

ね！）、例２のケースでは、責められていると感じることで

相手のやる気を削いでしまったり、成長を妨げてしまう結

果になってしまいます。 

承認（アクノレッジメント）は、あくまでも「相手に現れてい

る変化、成長や成果に気付き、それを相手に伝えること」

であり、評価することではありませんし、評価によって相

手のモチベーションを左右するものではありません。なの

で、いずれの例でも①の伝え方は承認（アクノレッジメン

ト）ではありません。 

それに対して②の伝え方ですが、まず最初に「〇〇点

だったんだね。」と言っています。「事実を事実として認

め」ながら、「変化、成長に気付き/成長を促せるような

キーワード」を相手に伝えているので、承認（アクノレッジ

メント）といえます。 

そして、今までのどの例からも分かるように、承認（アクノ

レッジメント）とは、「フィードバック」です。目標に向かって

確実に進んでいることをフィードバックして伝えることで、

相手は改めて自分の成長や変化を知り、意欲に変えるこ

とができます。さらに、成長や変化に気付いてもらってい

ることを実感できると、より信頼関係が深まる気がします

(*’▽’)。 

■ まとめ 

いかがでしたか？ 

傾聴と承認（アクノレッジメント）は、コミュニケーションに

おいて、セットでとっても大切な考え方です。承認（アクノ

レッジメント）については、例を挙げながら考えてみると

「なるほど」と思われた方も多くいらっしゃるのではないで

しょうか？そして、承認（アクノレッジメント）のスキルを活

用するには傾聴をしっかり行えていることが重要です。 

この二つをしっかり結び付けて意識してコミュニケーショ

ンを行ってみることで、自分自身が謙虚になれていくこと

に少しずつ気がついていきます。 

毎日ほんの少しの意識からでも、コミュニケーションをさ

らに良いものへと変えていきたいものですね(*^^)v。 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 
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