


まず、この話を聞いてください



あるところに、２人の男性がいました。
2人とも年齢は40代前半で、結婚しており、
小学生の子供が2人います。
家族を幸せにするために、日々、頑張って働いています。



2人は同じような会社に勤めており、同じような業務をしています。
そして、5名のメンバーを抱えるチームのリーダーでもあります。
会社から求められている成果を出すために、チームをまとめています。



しかし、彼らには大きな違いもありました。



1人は、部下にあまり仕事を任せることができておらず、急ぎの時や
人手が足りない時に自分が代わりにやります。そのため、自分が本来
やるべき仕事が後回しになったり、進捗が遅くなったりしています。



それをリカバリーするために、夜遅くまで仕事をしたり、家に仕事を
持ち帰ったりしています。結果、疲れが取れにくかったり、家族との
時間や趣味や自己投資など自分の時間が確保できない状態が続いてい
ます。



しかし、もう1人は、違いました。彼は部下に仕事を任せ、定期的な
確認だけで、あとは自分がやるべき事に集中できています。毎日、予
定通りに仕事が終わり、家族との時間や自分の時間を十分に確保し、
明日への鋭気を養っています。



もちろん、会社から課せられた目標も順調に達成しており、来期には
昇進・昇給することも内示されています。
彼は次のステージのチャレンジに向けて、毎日充実感を持って
仕事に取り組んでいます。



なぜ、このような違いが
生まれるのでしょうか？



なぜ、違いが生まれるのか？

・最初の男性は、部下に仕事を任せられない状況。

・次の男性は、部下に仕事を任せている状況。

・つまり、部下が仕事を任せられるほど自立できていない、
ということ。

・その結果、自分のリソース（時間や労力など）を使って、
何とかチームを引っ張っているのが現状。



「特に、急いでいたり、人手が足りない時に、任せたいけど
この状態じゃ任せにくいなと思ってしまって、結局自分が
やってしまったりします。」

「今までどちらかと言うと、私個人が引っ張っていく、とい
うやり方だったんですけど、メンバーが増えていくと、限界
があるかなと思いました。で、それでチームとしてどのよう
にパフォーマンスを上げていくかっていうのが課題に感じる
ようになりました。」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケート、クライアントさんの声より



「部下の力量が不足しており、自分もプレイヤーとして加わ
る必要があるため：37.3％」

調査結果

※リクルートワークス研究所「マネジメント行動に関する調査2019」より



なぜ、部下に安心して
仕事を任せることができないのか？



なぜ、安心して仕事を任せることができないか？

・いろいろ要因はあると思いますが・・・

・今回はメルマガにて実施した部下育成のアンケートより、
次の４つを挙げてみました。



部下に安心して仕事を任せることができない理由

①部下に業務を遂行するための十分な知識やスキル、経験がない

②部下に自身で考えて行動する習慣がない

③部下が自分を客観視できていない

④部下の自己肯定感や自己効力感が低い



①部下に業務を遂行する
ための十分な知識や
スキル、経験がない



①部下に業務を遂行するための
十分な知識やスキル、経験がない

・例えば、お客さんに向けてプレゼンをしたことがない部下
に、いきなりプレゼンは任せられない。

・プレゼンのやり方を教え、社内で練習させて、初めてお客
さんの前でプレゼンができるようになる。

・最初は、みんな０スタート。

・OJTや社内研修、自己学習などを通してレベルUPしていく。



なぜ、知識やスキル、経験がないのか？

・学ぶ機会がないから。

・部下自身が業務遂行に何が必要か把握していないから（認
識していないから）

・自身で把握しようとしていないから。



「特に大きな問題はありませんが、仕事上のルールを逸脱す
ることが、たまにあります。 報連相ができない、問題が大き
くなってから相談するなど。」

「社員教育プログラムが整備されておらず、習うより慣れよ
という風潮が社内に定着してしまっている。」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケートより



1割⇒研修
2割⇒他人資本（尊敬できる上司からの激励やアドバイス）
7割⇒自己成長（仕事上の経験）

・仕事上の経験が研修の7倍の効果を発揮する

・あくまでも研修や他人資本はきっかけ

・それを仕事に活かして成功や失敗、挫折などを体験・経験
し学ぶことで大きく成長できる

[TOPICS]成長の7:2:1の法則



②部下に自身で考えて
行動する習慣がない



・考えもなしに質問ばかりしたり、言われたことをそのまま
こなすだけで自分の考えがない状態。

・その都度、質問に答えたり、指導していく必要があるので
上司は疲弊してしまう。

②部下に自身で考えて行動する習慣がない



「自発的でない。教えた以上のことができない。」

「「自分の仕事だけしていればいい」「指示された仕事だけ
していればいい」と考えている者に対する関わり方」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケートより



「上司からの指示待ち（全体・37％）」

調査結果

※エン・ジャパン株式会社：1万人が回答！「上司と部下」意識調査より（2019年実施）より



なぜ、自身で考える習慣がないのか？

・考える能力がないから

・考えるのを面倒だと思っているから

・考える時間が作れていないから



③部下が自分を
客観視できていない



・部下自身の認識と周りの評価が異なっている状態

・例えば、部下は得意だと思っているものが、
周りからみたらそうではない。
むしろ、不得意だと思われている。

・望んでいる方向へ成長していかない

・任せることができる範囲が狭くなってしまう

③部下が自分を客観視できていない



「本人のやる気や進め方、自分への信頼度などと私から見た
それらがズレる時に困ります。どういう風に伝えたら、成長
につながっていってくれるのかが難しく感じる時がありま
す。」

「原理原則から外れたところにオリジナリティを見出してし
まうところです。そこがブレているので、学びや注力すると
ころがバラバラになり、なかなか成長しません。」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケートより



「本人の自己認識と客観的評価に乖離のある場合です。 本人
は強み（得意）と思っていることが、客観的に見るとそれほ
ど得意ではない、むしろ得意でない時です。具体的には、部
下の育成が得意だと思っているチームリーダーに関して、そ
の部下から改善点や要望が多く挙がる際など、普段以上に気
を遣ってフィードバックを行っています。」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケートより



なぜ、自分を客観視できないのか？

・自分が持っている価値観と、他の人の価値観が同じものだ
と思っているから

・人からどう見られているか、どう評価されているか意識し
ていないから



④部下の自己肯定感や
自己効力感が低い



・「自己肯定感」とは、自分のありのままを肯定的・好意的
に認め、自分の価値を信じること
ー「セルフ・エスティーム（自尊感情）」の研究で知られるモーリス・ローゼン
バーグ氏の定義

・「これでよい（このままでよい）」と思える気持ち

④部下の自己肯定感や自己効力が低い



・「自己効力感」とは、（何かの）課題に対して実行できる
と感じること
ーカナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念

・「やればできる」と思える気持ち

④部下の自己肯定感や自己効力が低い



・自己肯定感が高いと・・・
・「自分の強み」を“強み”として認識できる
・「自分の弱み」や「苦手なこと」についても

しっかり受け止めることができる

・自己効力感が高いと・・・
・「自分ならできる」という意識を持っている
・ハードルが高い業務があっても「やってみよう」
という姿勢になる

④部下の自己肯定感や自己効力が低い



・逆の場合・・・

・「自分にはできない」と思ったり、

・「これができない自分はダメだ」と思ってしまう。

・結果、行動するのに躊躇してしまう。

④部下の自己肯定感や自己効力が低い



「自分の思いはあるのだろうが、それを出していいか躊躇し
て、行動が止まってしまう」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケートより



「日本の若者のうち，自分自身に満足している者の割合は5割弱，自分には長所が
あると思っている者の割合は7割弱で，いずれも諸外国と比べて日本が最も低
い。」

調査結果

※内閣府：「平成26年版 子ども・若者白書」より



なぜ、自己肯定感や自己効力感が低いのか？

・周りから存在や役割を認められていると認識していないか
ら

・自分が「できなかったこと」ばかりにフォーカスしてし
まっているから



部下に安心して仕事を任せることができない理由

①部下に業務を遂行するための十分な知識やスキル、経験がない

②部下に自身で考えて行動する習慣がない

③部下が自分を客観視できていない

④部下の自己肯定感や自己効力感が低い



どうすれば、部下に安心して
仕事を任せられるようになるのか？



それには、部下自身が自立できるような“キッカケ”を用意してあげる
ことが大事。



そもそも「自立」とは？

・「他の援助や支配を受けず、自分の力で判断したり身を立
てたりすること。ひとりだち。」ー広辞苑より

・部下の自立とは、周りから一から十までサポートしてもら
わなくても、自分の力で物事を判断して行動できるようにな
ること（判断した上で、誰かの力を借りるのはOK）。



では、部下自身が自立できるようなキッカケを
上司はどのように用意すればいいのか？



『コーチング型コミュニケーション』を活用して部下に接していく！



コーチング型コミュニケーションとは？

・質問
・傾聴（話にしっかり耳を傾けること）
・ペーシング（相手のペースに合わせること）
・承認（相手を認めること、それを表現すること）
・フィードバック（客観的事実や主観的事実を伝えること）
・提案（～してみませんか？）
・要望（～してください）

といったコーチングスキルを活用したコミュニケーション方
法のこと



「少しずつ各メンバーが自分の役割を理解していくからか分
かんないですけど、自立的に動いてくれるようになったって
いう感触がありまして。

それに伴って、色んなタスクに対して積極的に動いてくれる
ようになった気がします。」

実際の証言…

※コーチング型コミュニケーションを実践したクライアントさんの声より



「各メンバーが主体的に動くようになったっていうのもあっ
て、チームとして何か新しいことを引き受けるかどうかって、
まあ、チームメンバーの負担になる話だったんですけど、そ
れに対してもポジティブに積極的に「やりましょう」という
ことになって、新しいことにもチャレンジする機運ですかね、
そういうのが醸成されったって言うのも、あるのかなぁと
思っています。」

実際の証言…

※メルマガにて実施した部下育成のアンケート、クライアントさんの声より



そもそも、コーチングとは？

＜コーチングの定義＞
コーチングとは、対話を重ねることを通して、クライアント
が目標達成に必要なスキルや知識、考え方を備え、行動する
ことを支援するプロセスである。

コーチングの特徴は、相手に積極的に問いかけながらも、相
手が自発的に考え、最後は自分で解決することを促していく
点にあります。課題解決の主導権はあくまでもクライアント
になり、コーチはその支援をする存在です。

※日本実業出版社「新版コーチングの基本」より



なぜ、コーチング型コミュニケーションが部下を
自立へ促すのか？

・コーチング型コミュニケーションを活用して、部下に対し
て質問やフィードバックなどを行うことで、部下が自分で考
え、自分で決めて行動する下地を作り上げるから。

・例えば、相手に「質問」をすることで、質問を受け取った
相手はその答えを考え、言葉にする。その言葉を自らの耳で
聞くことで気づきが得られる。これをコーチング用語で
「オートクライン」と言う。



自己説得と他者説得

・社会心理学者クルト・レビンが、第二次世界大戦中の
アメリカで行った実験

・アメリカ国民に虫を食べさせる

・一方的なレクチャーで「虫食」の説得を試みたAのグループで、
虫料理を自分の家庭の食卓に出した主婦の割合は、3％（30人に1人）

・ みんなでディスカッションしたBのグループで、虫料理を自分
の家庭の食卓に出した主婦の割合は、32％（30人中10人）

「人間は、他人の説得よりも、自分の言動に、はるかに強く
説得される」



心理的リアクタンス

・人は選択肢や行動を制限されるのを嫌う。自分の行動は自
分で決めたいという強い欲求がある。

・人は自分の自由を奪う存在に反発する。

・自分のコントロールを取り戻す方法の１つが、禁止された
行動をあえて行うこと。

・運転中にメールを打つ
・タバコのポイ捨て
・立ち入り禁止の芝生で犬を放す ※かんき出版「THE CATALYST

一瞬で人の心が変わる伝え方の技術」より



心理的リアクタンス

・心理的リアクタンス・・・自由が奪われた、あるいは奪わ
れそうになっていると感じるときに生まれる不快な状態。

・心理的リアクタンスは、何かするように言われたときにも
生まれる。

・「環境のためにはブリッドカーに乗ったほうがいい」
・「老後のために貯金したほうがいい」

・人に言われて何かをやるのは、自分の行動を自分で決める
能力を否定されたように感じてしまう。 ※かんき出版「THE CATALYST

一瞬で人の心が変わる伝え方の技術」より



コミットメントと一貫性

・ひとたび決定を下したり、ある立場を取る（コミットす
る）と、自分の内からも外からも、そのコミットメントと一
貫した行動をとるように圧力が掛かります。

・しかし、すべてのコミットメントが自己イメージに影響を
及ぼすわけではありません。コミットメントが効果的に影響
を及ぼすためには、いくつかの条件がそろっていなければな
りません。行動を含むこと、公表されること、努力を要する
こと、自分の意思で選ぶこと、です。

※誠信書房「影響力の武器」より



・コーチング型コミュニケーションを活用して部下に接して
いくことで、

・部下は自分の考えを言葉にして、それを自身の耳で聞
くことで気づき、

・心理的リアクタンスもなく、
・自己説得で納得している状態で行動していき、
・コミットメントと一貫性の力で最後まで行動していく

ようになる。

・そして、これを部下自身も望んでいる。

なぜ、コーチング型コミュニケーションが部下を
自立へ促すのか？



「自分の意見や考えに耳を傾けてくれる（全体・61％）」

調査結果

※エン・ジャパン株式会社：1万人が回答！「上司と部下」意識調査より（2019年実施）より



じゃあ、具体的に何をやればいいのか？



具体的に何をやればいいの？

・コーチング型コミュニケーションとは？
・質問、傾聴、ペーシング、承認、フィードバック、
提案、要望といったコーチングスキルを活用した
コミュニケーション方法のこと

・今回は、「部下を自発的に行動させる質問」について
お伝えしていきます。



相手の自発性を引き出す質問とは？

・質問の目的
・相手に考えさせる
・相手に話させる
・様々な気づきを促す
・相手の自発的な行動を促す

・質問で、相手が抱えている目標達成・問題の解決のみなら
ず、相手の成長を支援することができる。



質問の種類と役割

・クローズド・クエスチョン
・「Yes or No」「A or B」で答えが返ってくる質問
・質問側の仮説を確認する
・事実を明確にする
・確認する
・早くが答えが欲しいとき
・決断させる
・部下からの答えはすぐ返ってくるが、
ミスコミュニケーションが起きる可能性も



質問の種類と役割

・オープン・クエスチョン
・7W2H

（What,Why,Who,When,Whom,Which,How,How
many/How much）

・アイデアや行動を引き出す
・自発的に考えさせる
・発見を促す
・視点を変える



オープン・クエスチョン
拡大質問 限定質問

・What（なに）？
・Why（なぜ）？
・How（どのように）？

・Who（だれが）？
・Where（どこで）？
・When（いつ）？
・Whom（だれに）？
・Which（どっち）？
・How many/How much
（どれくらい）？

発見・拡大の質問
－問題・課題の発見
－解決策の発見
－可能性の発見
－選択肢を広げる
－理由・原因の発見
－ブレイクスルー

アクションプランの質問
－期限・納期
－資源・協力者
－ブレイクダウン
－具体的
－可能性



注意：モチベーションを下げる質問（詰問）

・クローズド・クエスチョンは実際は詰問になりがち
「これ、大丈夫？」「諦めるのと続けるの、どっちがいい？」

・また、「なぜ？」も詰問になりやすい。
「なぜ、できなかったんだ？」
「なぜ、そんなことをやったんだ？」
⇒言い訳が得意な人を育ててしまうことに

・逆に、第三者をテーマに一緒に考えるときは、「なぜ？」が有効
「なぜ、彼は成果が上がるのだろう？」
「なぜ、お客様は●●を選んだんだろう？」



For meとFor youの質問
誰の何のために オープン・クエスチョン クローズド・クエスチョン

For me

自分が知らない
情報を得るため

・何でできなかったの？
・なぜそんなことをやったの？
・相手は何て言っているの？
・誰に会うの？

・来週末までで大丈夫？
・間に合いそう？
・問題ない？
・アポは取れていたの？

For you

相手の能力を
発揮させたり、
行動を促進させるため

・何ができると思う？
・今回の経験を未来に活かすには、
どうすればいいと思う？
・ゴールに対するプロセスは？
・いつまでにどうしたいと思う？

・やり遂げると約束してくれる？
・最善を尽くしてくれる？
・やりたい？
・強みは活かせる？
・君の目的に近づく？



For meの質問で情報を共有する

・コーチは、For meの質問をあまりしません。

・しかし、ビジネスの場では、正しい情報を把握するために
リーダーやマネージャーは時としてFor meの質問を活用する
必要があります。



For meの質問のポイント

・ポイント１：安全・安心の関係性
・部下は「話してもいい」という安心感がないと、
率直に情報提供することができません。

・そのため、常日頃から意識して信頼関係を
構築することが重要です。

・ポイント２：チームの情報共有は共同責任
・聞き手は、相手が答えやすいように質問します
・話し手は、相手が理解しやすいように説明します



For youの質問で自ら考える力を備えさせる

・部下にいつも答えを与える上司と、
部下に自ら答えを考える力を備えさせる上司とでは、
組織の目標達成能力は大きく変わります。

・当事者として目標に向かう人は、そのプロセスで多くの
視点を見失います。それによって行動が止まったり、
スピードが落ちたり、本来の力が出なくなったりします。

・その見失った視点に気づく質問が効果的な
For youの質問です。



For meとFor youの質問
誰の何のために オープン・クエスチョン クローズド・クエスチョン

For me

自分が知らない
情報を得るため

・何でできなかったの？
・なぜそんなことをやったの？
・相手は何て言っているの？
・誰に会うの？

・来週末までで大丈夫？
・間に合いそう？
・問題ない？
・アポは取れていたの？

For you

相手の能力を
発揮させたり、
行動を促進させるため

・何ができると思う？
・今回の経験を未来に活かすには、
どうすればいいと思う？
・ゴールに対するプロセスは？
・いつまでにどうしたいと思う？

・やり遂げると約束してくれる？
・最善を尽くしてくれる？
・やりたい？
・強みは活かせる？
・君の目的に近づく？



For youの質問で得られる効果

・目的が明確になる
・目標が明確になる
・プロセスが明確になる
・マイルストーンが設定され
る
・成功イメージがはっきりす
る
・プロセスイメージがはっき
りする

・現状が明確になる
・原因や要因が明確になる
・自分の集中度が明確になる
・重要性と緊急性を客観的に
判断する
・選択肢が増える
・視点が変わる
・精神的障害が明確になる
・要因分析ができる
・達成確立が明確になる

・手段・方法が見つかる
・リソースが見つかる
・支援やサポートが手に入る
・相手の立場に立つ
・責任を引き寄せる
・主体的になる
・優先順位が明確になる
・行動がスタートする
・達成確率が上がる
・リスクを想定する
・進捗が確認される
・コミットする



なので、部下の自発的行動を促したいのであれば、
「For youの質問」を意識しながら、質問していこう！



まとめ

・部下に安心して仕事を任せることができない理由
①部下に業務を遂行するための十分な知識やスキル、経験がない

②部下に自身で考えて行動する習慣がない
③部下が自分を客観視できていない
④部下の自己肯定感や自己効力感が低い

・つまり、部下が自立していないことが要因。



まとめ

・部下自身が自立できるような“キッカケ”を用意してあげる
ことが大事。

・そのために上司ができることは、『コーチング型コミュニ
ケーション』を活用して関わっていくこと。

・「コーチング型コミュニケーション」とは、質問、傾聴、
ペーシング、承認、フィードバック、提案、要望といった
コーチングスキルを活用したコミュニケーション方法のこと。



まとめ

・コーチング型コミュニケーションを活用して、部下に対し
て質問やフィードバックなどを行うことで、部下が自分で考
え、自分で決めて行動する下地を作り上げることができる。


