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なぜリーダーにコーチングスキルが必要なのか  
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相手の自律性に訴えかけることの重要性  
 
私が社会人として仕事をするようになったのは、まだインターネットが普及していない時代でした。上司

から「仕事とはこういうもんだ」と言われれば、納得していようがいまいがそれを信じるしかないのが日常

でした。それを先輩に相談しても、「オレのときもそうやっていじめられながら育ったなぁ。まぁ、がんばっ

てやってみろよ」と突き放されるのが関の山でした。 

 

もし上司に言い訳や反論をしようものなら「おまえが意見するなんて 10 年早い」とか「一人前になるには

与えられた仕事を文句言わずにきちんとできるまでやり続けることだ」といった小言を夜中まで聞かされ

る、そんなことがまかり通っていた時代でした。 

 

また「これができたらボーナス増やしてやる」とか「ここまでできたら昇格を検討してやる」といったいわゆ

る「アメとムチ」型のリーダーシップが多くの組織で活用されてきました。 

 

こういったビジネス環境であれば、トップダウンで指示命令をするというリーダーシップスタイルで組織を

マネージメントすることができるのですが、私たちを取り巻くビジネス環境はそこから大きく変わりました。 

仮にいま「仕事はこういうもんだ」と上司が部下に伝えたとしましょう。部下はその言葉をネット検索して

真偽を確認したり、チャットや SNS を使って多くの人に助言を求めたりすることができます。それでも納

得がいかなければ転職サイトに登録して次の準備をするということもできるのです。最悪の場合、パワハ

ラで訴えられる可能性もあります。 

 

私が仕事をし始めた当時であればリーダーは指示命令をすれば、ある程度人が動いたと推察できます。

しかし、そういったやり方がまかり通らなくなった今、リーダーにとって、やりにくい世の中になりました。 

こういった環境下で部下やチームのメンバーのモチベーションを高め、チーム全体の生産性を向上させ

る、あるいはより良い成果を出す秘訣は、強い言葉で制すのではなく、相手の自律性を高める関わり方

をすることにあります。 

 

これをよりわかり易い言葉に言い換えるなら、あなたの部下やチームメンバーが「やらされてい

る」状態で関わるのか、それとも「自らやりたいと思う」状態で関わるのかによって成果が異なっ

てくるということになります。  

 

リーダーの方々にこういったお話をすると「なるほど」と膝を打ち納得してくださる方が多いのですが、そ

れと同時に「それってどうやったらできるんですかね」という問いも多くいただきます。 

 

実は、その「どうやったら…」という部分にビジネスとコーチングの相性の良さがあります。これから詳しく
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述べていきますが、未来志向で相手が答えを持っていると信じて関わるという要素や、双方向で継続的

に個別対応しながら関わるという原則を活用し対話を進めます。すると、部下やチームメンバーは自ら考

え、洞察を得て、そこから新しいモチベーションを見つけることができるのです。 

 

さらに、私がコーチングセッションの中でリーダーの皆さんからよくいただくコメントの一つに以下のような

ものがあります。 

 

「コーチングを受けることは私にとってとても大切なことだけど、林さんがいま私にしてくれて

いることを、私の部下にもできるようになったら、チームの生産性が上がるのではないか」 
 
つまり、リーダーがコーチングのスキルを身に着け、部下やチームメンバーと対話する時に「デザインさ

れたコミュニケーション」ができるようになれば、チーム全体として効率が上がり、より良い成果が出せる

のではないかということです。 

 

DELIC はそんなリーダーが「コミュニケーションデザイン」を習得するための手法で、コーチングはその

核をなす重要なスキルなのです。 
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用語の定義  
 
私はプロのコーチとして国際コーチ連盟から認定を受け活動しているエグゼクティブ・コーチとして、これ

まで 1000 時間以上のコーチングを企業のリーダー層に向けて提供してきました。 

 

企業のリーダーにコーチングを提供する中で、クライアントさんは大切な目標を達成したり、新しいスキ

ルを身に着けたり、課題の解決を行っていく姿を日々目の当たりにし、コーチングの可能性を常に体感し

ています。その可能性については、後に具体的な事例を挙げていきますが、その前にまずは用語の定

義からみていきましょう。 

 

このページは、用語がわからなくなった時にいつでも戻って確認できるページです。用語の定義は後回し

とし、まずは先を読み進めていただいても構いません。 

 

 
 
コーチングという言葉には様々な意味や解釈がありますが、DELIC では以下のように定義しています。 

 

まず「コーチング」という言葉ですが、これは「手法」のことを表します。つまり、ツールやスキル、ノウハウ、

プロセス、その背景にある技術的要素などのことを意味してます。そういう意味では、コーチングを受け

る、コーチングスキルを使うといった言い回しは適切です。 
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そして、このコーチングを活用する使い手のことを「コーチ」と呼びます。 

また、コーチからコーチングを受ける人のことを「クライアント」と呼びます。 

 

コーチは、クライアントとの合意のもと、コーチングの手法を活用し、パートナーとしての視点からクライア

ントの目標達成や課題解決を支援する人のことを指します。 

そして、クライアントは自身の目標達成に主体的に関わり、その達成に関してコーチからの支援を受ける

人のことを指します。 

 

この理解をしっかりした上で、コーチングがどんなものなのかということをより深く学んでいきましょう。 

 

 

 

  



6 
 

これだけは覚えておきたい４つの要素  
 
コーチングには様々な考え方があるのですが、DELIC では「国際コーチ連盟が定める核となる能力水

準（コア・コンピテンシー）」から以下の 4 項目を重要な柱として採用しています。 

 

 
 
1. クライアントとのパートナーシップ関係（定義）  

2. 思考力を大いに刺激するプロセスを用いる（手段）  

3. 自己実現や職業上の能力を最大化する（効果）  

4. クライアント自身が既に最善の策を持っていると信じる（方針）  

 
■	クライアントとのパートナーシップ関係（定義） 

 

これは、どういう形でコーチとクライアントが対話をするのかということについての取り決めだと考えてくだ

さい。 

日常会話や普段オフィスで部下と行う会話では、会話における互いの役割について明確に取り決めをす

ることはないでしょう。また、上司部下の関係だと、上司が指示して部下が従うという関係ができているこ

とも多いかもしれません。。 
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コーチングにおいて、コーチはクライアントの目標達成や課題解決に関わるパートナーとして介在します。

わかりやすいイメージで言うと、クライアントが登頂したい山頂を共に目指すパートナーのような存在で

す。 

 
■	思考力を大いに刺激するプロセスを用いる（手段）  
 
これは、「考える」ということを手段の中心に据えているということを意味しています。クライアントが今ま

で考えられなかったレベルで熟考し、広い可能性を模索するために、より深い思考を促すことで成果を

求める、ということを指しています。 

 

コーチングを活用して対話を行う時間のことをコーチングセッションと読んでいますが、コーチングセッシ

ョンの中ではクラアントがより深く、より広く考えることのできる時間を使うことが重要です。 

取り扱っているテーマに対して、時にコーチ側が多くの知識を持ち合わせていることもあります。しかし、

クライアントに対してアドバイスしたり、指示したりすることで簡単に解決策を手渡してしまっては意味が

ありません。大切なのは、クライアント自らが考え、洞察を得て、行動を起こすことなのです。 

 
■ 自己実現や職業上の能力を最大化する（効果）  

 
コーチングで頻繁に出てくる言葉に「未来志向」というものがありますが、この項目はまさにそれを指して

います。具体的なスキルについては後述しますが、クライアントが達成したいと願っている未来のこと（自

己実現）や、キャリアライフの中での目標を実現させるための能力開発を目的とした対話を行うことが重

要であり、目指すべき方向であるとしています。 

つまり、「何があったのか」、「今抱えている問題の原因は」といった事柄ではなく「これからどうしたいの

か」、「どんな可能性があるのか」を模索することに重きがあるということです。 

 

■ クライアント自身が既に最善の策を持っていると信じる（方針） 

 
相手が答えを持っている。これもコーチングの中で頻繁に使われている言い回しですが、これをリーダー

の方々にお伝えすると決まって次のような言葉が返ってきます。 

 
「いやいや、ウチの部下が答えを持ってるとは思いにくいですよ」 
 
「彼らは教えたことはできるけど自分で考えて行動することはできないから、答えを持ってい

るなんて信じられないです」 
 
私もリーダーとして組織をマネージメントしてきたので、そういった気持ちは十分に理解しています。そし
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て、それらの言葉の重みを何度も実感してきました。しかし、ここで言いたいことは少し性質の異なること

です。 

 

ここで理解すべきことは、クライアント自身が自ら考え、思考を整理し、今までの経験から洞察を

得て、新しい行動を起こす力を内包している、ということです。  

それがビジネス上正しいか、最も生産性の高い行動なのか、ということが評価のポイントではな

く、自らが方針を決めて、自律的に行動を起こす力がクライアントにはある、ということを信じて

関わることから新しい可能性を育むということに価値があると考えているということです。  

 

次の項目では、実際にコーチングセッションを行うにあたり重要になってくる、人の成長に必要な 3 つの

ことについて学んでいきましょう。 
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リーダーがコーチングを使うべき瞬間  
 
先日、ある企業のリーダーに向けたコーチングスキル・トレーニングを実施していた時に、参加者の方か

ら以下のような質問を受けました。 

 

「コーチングが部下やチームメンバーの自発性を高めることは理解できたし、とても大切な

スキルだということもわかりました。でも、私も自分の仕事もあるし、コーチングばっかりやっ

ているわけにもいかないんですよね。そこはどう考えたらいいでしょうか」 
 
確かに、この方が言われていることは的を得ています。 

私はコーチングを専業としているプロですので、クライアントとの関わりは全てコーチングを軸にして行い

ますが、リーダーの皆さんはそういうわけにはいきません。業務上の指示もあるでしょうし、手短な会話

で済ませなくてはいけないこともあります。そんなリーダーはどんな時にコーチングを活用すれば良いの

でしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図に示した通り「相手の自律性」と「コミュニケーションにかかる時間」という 2 つの要素を用いて、指示命

令、ティーチング、メンタリング、コーチングの 4 つの手法をリーダーがどのように使い分けるとよいかに

ついて考えてみます。 
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■ 指示・命令 

 

これは 4 つの手法の中で最も時間のかからない手法です。そして、相手の自律性をほとんど必要としな

い手法です。例えば、いつもやっている業務を同じように遂行してもらいたい場合などは、対話や意見交

換の必要もないので、指示命令がふさわしい手法です。指示命令により動く受け手は、比較的受動的な

状態で行動を起こすと考えて良いでしょう。 

 

■ ティーチング 

 

指示命令よりも多少時間がかかることが想定されます。また指示命令に比べると相手に多少の自律性

が求められてきます。例えば、新しい業務を部下に任せる場合には指示命令だけでは相手が実行でき

ない可能性が出てくるので「教える」というプロセスが必要になってきます。ティーチングの場合も、受け

手は「教わったことを、教わったとおりに実行する」という受動的な状態で行動を起こすことになると考え

るのが妥当です。 

 

■ メンタリング 

 

メンタリングという言葉はこの項目で初めて登場した言葉ですので、先に進める前にその定義をおさえて

おきましょう。メンタリングとは、取り扱う課題について経験が豊かな者が、経験の少ない他者に対して自

らの経験を伝えることを軸とした対話です。必要に応じて助言を行い本人の自発的な成長を支援するこ

とができます。 

ここで初めて双方向の対話という概念が出てきます。特に上司部下の関係性の場合であれば、こんな

流れになることが想定できます。 

 

1.  上司が部下に期待している責務や役割を伝える  

2.  部下がそれを理解し、実施することに合意する  

3.  上司はやり方についてある程度部下に自由度があることを伝え、必要なことがあれば助言

すると伝える  

4.  部下は上司に助言を求め、上司は自らの経験に基づき助言を行う  

 

ある程度経験を積んでいる部下との間では、部下自らが考え、選択し、行動することを後方支援するた

めに上司がメンタリングの手法を用いて関わることが多くなるかもしれません。 

 

■ コーチング 

 

コーチングに関してはこれまで様々な角度から説明をしてきたので、細かい説明は割愛しますが、4 つの
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手法の中では最も時間のかかる手法です。そのため、短い時間で業務を行いたい場合などには明らか

に不向な手法と言えます。 

 

逆を返せば、長く時間をかけてでも対話をする必要のあるテーマや課題を取り扱う場合に適しています。

例えば、部下の将来のキャリアライフ計画や、新しいプロジェクトへの挑戦、なかなか求めている結果が

出ない部下との対話などにコーチングを用いることで、部下が自律的に考える機会を与えることができま

す。部下自らが行動計画を検討し新しいアクションを起こすことができるように、上司がサポートをすると

いった形で活用することが有効です。 

 

多くの企業でリーダーが部下との業績評価面談を行う際にコーチングスキルを活用することが推奨され

るようになったのは、一定の時間を取って対話を行うという環境とコーチングのスキルのマッチングが良

いからではないかと考えています。 

 

1 回のコーチングセッションにかけるべき時間に決まりはないのですが、私がクライアントに関わる場合

は最低でも 45 分の時間をとるようにしており、通常は 60~90 分の時間でコーチングセッションを実施す

ることが多いことを参考まで追記しておきます。 

 

これまで説明してきた通り、ビジネスのシーンでは常にコーチングが万能であるとはいえません。様々な

手法の中から最もふさわしいものを選び、活用することで変化を起こすことがリーダーに求められている

ことなのです。 
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具体的には何をすればいいの？  
 
これまでコーチングの基本知識や考え方、他の手法との違いなどを学んできましたが、ここからは具体

的に「何をすれば」コーチングをクライアントに提供できるのか、つまり、具体的なコーチングスキルにつ

いて学んでいきましょう。 

 

読者の皆さんの中には、なかなか具体的なやり方やツール、メソッドなどが出てこないことにイライラした

方もいるかもしれません。なぜ私が具体的なスキルを先にお伝えしなかったかには理由があります。 

 

私が以前コーチングスキル・トレーニングでお会いした参加者の方の事例ですが、この方はトレーニング

の冒頭から「考え方とかそういうのはもういいので、早くスキルを教えてください」と声に出してコメントして

くださる方でした。 

そして、コーチングスキルを学ぶ時間がくると、熱心にメモを取り、質問も積極的にされ、習得に励んでお

られました。 

 

最終的に実際に学んだことを活かして、参加者同士がお互いにコーチングをしてみることがこのトレーニ

ングの最後の仕上げプロセスとなっていて、私はたまたまその方がコーチングをする姿を拝見すること

ができました。 

しかし、その方はいざ実践となると、「ええっと、まずは何するんだっけ」といって書いたメモに目線を落と

し、クライアントの発言があればまた資料をめくりながら質問例にある言葉を棒読みで読み上げる、とい

ったことが繰り返され、教わった流れはしっかり再現できていたのですが、クライアントが次第に興味をな

くしていく、といった様子が見られました。 

 

コーチングセッションでコーチに求められることは、クライアントが変化を起こすプロセスに寄り添うことで

す。コーチングスキルをクライアントに使うことはその手段であって目的ではないのです。 

これからコーチングスキルを学んでいただく中で、この参加者のようになってはいけない、という反面教

師的な事例としてまずはお伝えしておきます。 

 

コーチングセッションがうまくいかないな、と悩むことがあったとしたら、このページを開いて原点に戻るよ

うにしてください。 

 

前置きが長くなりましたが、ここからは具体的なスキルについてです。 

この先、以下の順番でコーチングスキルについて解説していきます。 
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・テーマ設定 

・アクティブリスニング（傾聴） 

・アクノレッジ（承認） 

・戦略的質問 

・モデル・フロー 

・アクションプランと進捗管理 

・進捗管理 
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林 健太郎 （はやし けんたろう） 
 

合同会社ナンバーツー エグゼクティブ・コーチ 

一般社団法人 国際コーチ連盟日本支部 代表理事 

 

コーチとして独立して以後、一貫して多くの企業リーダーへのコーチングを行う。日本でもトップクラスの

エグゼクティブ・コーチとして、企業人へのセッションを現役で実施。今までの企業リーダーへのコーチン

グ時間数は 1000 時間超、継続的に関わったビジネスリーダーは 200 人を数える。コーチングの世界に

入る前には、通信業界におけるコンサルタントとして、ネットマーケティング及びオンライン広告に携わる。

また消費財の世界においてセールス、マーケティング、支社マネージメントなど国際ビジネスにおいて多

くの経験を積むなど、幅広いビジネスバックグラウンドが信頼を集める。人が変化する瞬間に立ち会い続

ける中で、「人が変わるためには何が必要で、実際に変わる瞬間に何が起こるのか」という見識に裏打

ちされた、コミュニケーションメソッドを確立。国際コーチ連盟の依頼で出演した動画の再生回数は 48 万

回を超え、海外からの引き合いも増えている。 
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