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意思疎通とＥＳ・ＣＳの関係 
 

 

 

 

 

 

 企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いています。 

 経済成長が横ばい、あるいはマイナス成長下で自社の業績を上向きにするためには、相

当の努力が必要です。 

 ここで中小企業が取るべき施策は、価格以外における差別化です。差別化の中で、最も

資金がかからず、効果を出せるのがサービス力の強化です。そして、サービス力強化の基

礎となるのが、顧客の要望を汲み取るコミュニケーション力です。 

 本レポートでは、コミュニケーション力強化の基本スキルを紹介します。管理者が社内

で部下に対してコミュニケーションスキルを活用することにより、部下のモチベーション

を高めることができます。また、部下に教えることにより、部下の顧客対応力を高めるこ

とにも役立ちます。 

 

 

 

 管理者の立場を一番よく表している定義は「人を通して仕事をする人」というものです。 

 したがって、私たち管理者は部下・後輩の「能力」と「やる気」をいかに高めて、会社

の業績向上につなげていくか、ということに力を注がなくてはなりません。 

 そして、組織が有効に機能するための３つの要素として、次の３つが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに      

なぜ社内のコミュニケーションが大事なのか     

共通の目標

貢献意欲

コミュニケーション
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 組織ベクトルを合わせるためには、全員が共有できる目標や目的が必要です。また、そ

の目標の達成に自分も役に立ちたいという貢献意欲や高いモチベーションが重要です。 

 そして、貢献意欲を引き出すための基礎となるのがコミュニケーションです。 

 ここ数年「クレド」がもてはやされていますが、「クレド」の基本にあるのがこのような

考え方なのです。 

 組織内のコミュニケーションが円滑になると、お互いの信頼関係が高まり、組織に対す

る貢献意欲が高まるのです。これは、ＥＳ（従業員満足）を重視する経営の根底となる考

え方でもあります。このような意味において、管理者が組織内のコミュニケーションの円

滑化に積極的に取り組む必要があるといえます。 

 

 

 

 カール・アルブレヒトによると、顧客が求めるサービスのクオリティには４つの段階が

あるとされます。 

 

基本価値 取引の基本となる不可欠な価値要因 

期待価値 取引で顧客が当然期待する価値要因 

願望価値 期待してはいないがあれば高く評価する価値要因 

予想外価値 期待・願望のレベルを超え、喜び・感動を与える価値要因 

 

顧客の受け取る価値 満たされた場合 満たされなかった場合 

基本価値 満たされても満足しない クレーム 

期待価値 不満が出ない最低条件 
不満 

顧客は離れる 

願望価値 
満足 

取引継続 

不満は出ないが 

顧客維持は流動的 

予想外価値 
感動 

顧客が営業してくれる 

取引が継続する 

可能性は高い 

 

 基本価値と期待価値は、顧客が取引を通して対価を支払った代わりに当然手に入れられ

ると信じているレベルの価値です。 

 少なくともこのレベルの価値を提供しなければ顧客を維持していくことはできません。 

 市場で活動していける最低条件がこのレベルです。願望価値、予想外価値を提供できて

こそ、はじめて競争上の優位を確保できるのです。 

顧客満足とコミュニケーションの関係     



社内・社外の意思疎通を高める！ 管理者のコミュニケーション力強化法 

企業経営情報レポート 3

 言い換えると、願望価値、予想外価値の提供によって、はじめて顧客満足のレベルに到

達できるということです。 

 このような願望価値、予想外価値を提供するのは、多くの場合商品（製品）ではなく、

「人的サービス」です。そして、この顧客の期待以上の人的サービスを提供する基礎にな

るのが、コミュニケーション力なのです。管理者は部下指導を通して、このようなコミュ

ニケーション力を強化する役割を担っています。 

 このように考えると、社内、社外の両面において、管理者のコミュニケーション力強化

の重要性がわかると思います。 

 

 

 

 ザイアンスという学者が唱えた熟知性の法則というものがあります。 

 

人は知らない人に対して「攻撃的」になる 

人は知っている人に対して「好意的」になる 

 

 他人に知らせていない領域（自分の気持ちや感情、個人的な側面：ｃの領域）を自己開

示することにより、相手が自分に対して理解を深めてくれ、深い人間関係を築くことがで

きます。 

 

 

 

 

コミュニケーションの基礎となる自己開示と類似性の法則      

自分が

他
人
に

（※：出典：OF HUMAN INTERACTION: The Johari Model, Jpseph Luft, MAYFIELD PUBLISHING COMPANY 1969）
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 人間は、初めて会った人でも趣味が同じであったり、出身地や学校が同じであったりす

ると、何となく親しみを感じます。なぜでしょうか？ 

 そこには「類似性の法則」が働いているからです。類似性の法則とは、自分と似たもの

を好きになるという人間の心理です。昔から“類は友を呼ぶ”と言います。人は自分と同

質のものは否定できないのです。もし、否定したら自分自身を否定することになるからで

す。 

 したがって、人間関係ができていない相手でも、出身地が同じ、出身校が同じ、趣味が

同じ、考え方が同じ、話し方が似ているなどの類似点があれば、すぐに親近感がわき、あ

っという間に人間関係が深まります。 

 

相手 「私は九州出身なんです」 

自分 「本当ですか、私も九州なんですよ。九州のどちらのご出身ですか？」 

相手 「福岡です」 

自分 「えっ、本当ですか、私も子供のころ５年ほど住んでいましたよ」 

相手 「そうですか！ 世間は狭いですねぇ」 

 

 このように類似する部分（共通項目）が多ければすぐに打ち解け、一気に会話が弾みま

す。「自己開示」と「類似性の法則」で、相手の心理的バリアーを取り除き、人間関係を築

くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類似点を広げる 

相 手自 分相 手自 分 
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相手が話したくなる「話の聴き方」 
 

 

 

 

 コミュニケーションの基本は会話です。そしてその会話の中で最も重要なのが、話の聴

き方です。高い成績を挙げる営業マンの多くは、そんなに話し上手ではありません。「なん

でこんなにおとなしい人がトップ営業マンなんだろうか？」と思うような人が多いのです。 

 上手なコミュニケーションの基礎となるのは「話す」ことよりも、「聴く」「訊く」こと

で、「話し上手は聴き上手」なのです。 

 

 

 

 実際には、相手との類似点を即座に見つけることは容易ではありません。それでは、「類

似性の法則」を用いて相手のバリアーを取り除き、信頼関係を構築するにはどのようにす

れば良いのでしょうか。 

 答えは意識的に類似点を創り上げることです。そのテクニックが「ペーシング」です。 

 ペーシングとは、相手の歩調に合わせることです。 

 

相手 「やっぱり冬のスポーツといえばスキーだよね」 

自分 「そうですね。スキーは最高ですよね……」 

 

 このように、ペーシングすることによって相手と類似点を増やしていけば良いのです。

実際にスキーができなくても構いません。スキーに興味を持っていることを示しても立派

なペーシングになります。 

 逆に、ペーシングせずにお客様の話の腰を折ることを「ディスペーシング」と言います。 

 

相手 「やっぱり冬のスポーツといえばスキーだよね」 

自分 「そうですかねー。寒い冬は家で暖かい鍋物が一番だと思うんですけど」 

 

 相手の立場で考えれば、このように言われると面白くないはずです。このようなことは、

社内でも社外でも起こりがちなことです。 

 また、相手の考えを無視して自分の言いたいことだけを言うのもディスペーシングとな

ります。いつも自分のペースで仕事をしていても、人間としての幅は広がりません。まず

は、相手を知ることからペーシングは始まります。ペーシングにより人間としての幅が広

相手と歩調を合わせるペーシングとは     
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がります。 

 

 

 

 ペーシングのテクニックを使うと、「昔から良く知っている人のようだ」「この人とは気

が合う」と感じてもらうことができます。これは、相手に親しみを感じてもらい、信頼関

係を築く強力なテクニックです。 

 ペーシングテクニックは以下の３つの要素で説明することができます。 

 

ボディランゲージ Body Language 

服装・姿勢・表情・身振り・手振り・態度・動作・呼吸・座り方・立ち方・手の位置・足の位置・身

体の傾け度合い など 

言葉・話し方 Word 

スピード・高低・大小・トーン・語調・リズム・抑揚・英語（カタカナ言葉）・専門用語・形容詞・副

詞・擬態語・文の長短・好んで使う言葉 など 

ムード Mood 

雰囲気（明るい/静か）、感情（喜び/悲しみ/怒り）、エネルギー（多い/少ない）・テンション（高い/

低い）・考え方（価値観/信念/思考/趣味/好み）など 

 

（１）ボディランゲージ 

 親しくない人とは類似点が全くありません。そこで、「ボディランゲージのペーシング（以

下Ｂのペーシング）」で心理的バリアーを取り去ります。相手の姿かたちを真似ることで「私

たちは同類だ」と相手に伝えることができます。Ｂのペーシングは、相手の潜在意識へダ

イレクトに入力されます。姿かたちをペーシングされると、「自分と同じ姿かたちの人＝信

頼できる人」となり、相手のバリアーは取り去れます。 

 目から入る情報は 80％と言われますので、強力なテクニックとなります。 

 逆にＢのペーシングが出来ていないと、自分は相手の目にはどのように映るのでしょう

か。 

 

服装・ 

身なり 

①年配のお客様が多い人が、茶髪に長髪、ソフトスーツではお客様は違和感を持ちます。

②最新のファッションを提案する企業の社員が、時代遅れのスーツでは、野暮ったい人と思

われます。 

姿勢 
①椅子にきちんと腰掛けている人がラフに座っている相手を見ると、だらしなく見えます。

②ラフに座っている人が、きちんと腰掛けている相手を見ると、「妙に緊張した人だなぁ。

この人といると肩がこる」と思われてしまいます。 

動作 
①動作の速い人が、動作の遅い人を見ると鈍そうだと思います。 

②動作の遅い人が、動作の速い人を見ると、落ち着きがなさそうだと思います。 

表情 
①いつも笑顔の人が、無表情の人を見ると、「暗そうだ」「冷たさそうだ」と思います。 

②無表情の人が、いつも笑顔の人を見ると、「ニヤけた奴」と思います。 

ペーシングのテクニック      
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 このように、人間は常に自分は正しいと思っているため、自分と異なる他者を否定する

傾向があります。そこで、相手のバリアーを取り去るためにペーシングを使うのです。そ

れではどのようにペーシングを行えばいいのでしょうか。 

 

①動作の速い（遅い）人 ⇒ 動作のスピードを合わせる 

②身振り手振りの多い人 ⇒ 身振り手振りを合わせる 

③表情が豊かな人 ⇒ 喜怒哀楽を顔に出して相手に合わせる 

④テーブルの上に手を組んで座っている人 ⇒ テーブルの上に手を置く、組む 

⑤胸を張っている人 ⇒ 背筋を伸ばし相手に合わせる 

⑥足を組んで座っている人 ⇒ 足首を交差させる程度で相手に合わせる 

⑦腕組みをしている人 ⇒ 片方の手でもう片方の腕をつかむ程度で相手に

合わせる 

⑧背中が丸く前かがみの人 ⇒ 肩をやや落とし、相手に合わせる 

 

 ペーシングは微妙な調整が必要です。100％相手に合わせると、不自然になり、相手に気

付かれてしまいます。60％～70％程度に止めておきましょう。 

 

（２）言葉・話し方 

 言葉・話し方のペーシングは、相手の声や好んで使う言葉、業界用語、カタカナ語など

に合わせることです。“言葉は魂”と言うように、言葉はその人そのものなのです。言葉・

話し方にペーシングすることで、相手との一体感をさらに高め、信頼関係を築くことがで

きます。 

 逆に言葉・話し方のペーシングができていないと、相手からはどのような評価を受ける

のでしょうか。 

 

①早口な人は、ゆっくり話す人を鈍そうな人と評価します。仕事も話すペースと同じで

遅いのだろうなと考えます。 

②ゆっくり話す人は、早口の人を見ると、何も考えずに押し捲るだけの人と評価します。

③大きな声の人は、小さな声の人を自信のない人と評価します。 

④小さな声の人は、大きな声の人を見ると威圧感を感じると評価します。 

⑤低い声の人は、高い声の人をかん高く落ち着かないと評価します。 

⑥高い声の人は、声の低い人を暗い人と評価します。 

⑦英語、カタカナ語を話すことの少ない人は、多い人をキザな人と評価します。 
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 それでは、言葉・話し方のペーシングはどのように行っていくのかを以下に紹介します。 

 

①早口な人 ⇒ ペースを上げて話す 

②声の小さな人 ⇒ 声のボリュームを抑えて話す 

③声の高い人 ⇒ 半オクターブ上げ、相手に合わせる 

④英語・カタカナ語の多い人 ⇒ 英語・カタカナ語を相手に合わせて使う 

⑤何回も同じ言葉を使う人 ⇒ 会話の中にその言葉を使って相手に合わせる 

⑥業界用語・専門用語の多い人 ⇒ 業界用語・専門用語を使い、人に合わせる 

⑦大きな声で笑う人 ⇒ 声を出して笑い、相手に合わせる 

 

（３）ムード 

 ムードは、非常に多くの要素が含まれています。その時々の感情や人間の信念、価値観

までをカバーしています。ムードのペーシングができれば、高い信頼を勝ち取ることがで

きます。 

 それでは、ムードのペーシングはどのようにすれば良いのでしょうか。 

 ムードは目には見えません。したがって、話の内容や表情からその内面の気分や考え方

を知り、そこにペーシングすることになります。ボディランゲージや言葉・話し方を活用

することによって、うまくムードにペーシングするのです。 

 人間は誰でもその時々の気分や感情がありそれに左右されて生きています。したがって、

お客様の気分や感情をすばやく察知し、それにペーシングすることで違和感をなくし、心

理的距離を縮めることができます。 

 次に価値観のペーシングについて見ていきます。 

 たとえば、「高くても品質の良いものがいい」という自分と「安ければ品質にはこだわら

ない」という相手がいます。どちらが正解でしょうか？ 

 正解は相手です。相手を論破し議論に勝ったとしても、人間関係は悪くなるだけです。

このような場合は、まず相手の考えをいったん受け入れて、なぜそのように考えているか

を聞き出すことが重要です。すると、相手は自分の意見を受け入れた人に信頼を寄せ、あ

なたの主張に耳を傾け始めます。 

 ポイントは、順序を間違ってはいけないということです。まずペーシングし、それから

自分の主張を述べます。これで、自分の話を受け入れてくれる確率が格段に高まります。 
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 うなずきは、相手にとってハッキリ目に見えるので、非常に効果があります。人は自分

の話をうなずきながら聞いてもらえれば、それが「話を聞いている」というサインと理解

するのです。 

 うなずきに関する効果は、実験でも証明されています。ペアを組み、話し手と聞き手の

役割に分けます。話し手が話をしている間、聞き手はうなずきます。そして 30 秒後、一切

うなずかなくなると、平均 25 秒で話し手が止まってしまいます。しばらくして、聞き手は

再度うなずき始めると、30 秒、１分とよどみなく話し続けるというものです。 

 したがって、うなずくという行為は、相手に安心感を与え、話し手の話をうまく引き出

す効果があるといえます。 

 うなずきながら話を聞いてもらえれば、話すことに抵抗がある、または慣れていない相

手にとって、これほど話しやすい人はいないのです。 

 

 

 

 相づちを打つというのは「はい」「そうですか」「その通りですね」「なるほど」「へー、

そうなんですか」「いやー、その話、初めて知りました」という言葉を相手の話の合間には

さむことです。納得したり、驚いたり、感心したりする気持ちをこれらの言葉で表現する

のです。 

 じっと黙って聞いていれば、相手は理解されているのか、されていないのかがわかりま

せん。「私はあなたの話を聞いていますよ」というメッセージを言葉に出して伝えるのです。

遠慮することなく、積極的に口に出しましょう。 

 相づちを打つといっても、ワンパターンでは、話し手は物足りなく思うものです。また

は、「この人は、調子よく合わせているだけじゃないのか？」「本当に分かっているのだろ

うか」とも疑われかねません。 

 感情を込め、バリエーション豊富に相づちを打つことによって、好感度は倍増し、相手

の会話は飛躍的にスムーズになります。 

 また、相づちには抑揚をつけることも大事です。平坦な抑揚のない相づちは逆効果です。 

うなずく      

相づちを打つ      
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本質に迫る上手な「質問の仕方」 
 

 

 

 

「聴く」スキルと同様に重要な要素として、「質問」のスキルがあります。 

 質問を上手にできれば、相手の要望や本音、感情を引き出すことができます。 

 

 

 

 質問には上手い質問と下手な質問があります。 

 上手い質問は、相手が答えやすく、自分の望む答えが得られる質問です。一方、下手な

質問は、相手が答えにくく、自分の望む答えが得られない質問です。闇雲に相手に質問し

ても、結果は得られません。 

 したがって、事前に質問する内容を吟味しなければなりません。 

 以下に、代表的な質問を６つ紹介します。（1）と（2）、（3）と（4）、（5）と（6）はそれ

ぞれ対になっています。それぞれの特徴を覚え、意識的に使い分けてみてください。 

 

（1）オープン質問（拡大問題） （2）クローズド質問（限定質問） 

（3）直接質問 （4）間接質問 

（5）関連質問 （6）並列質問 

 

（１）オープン質問（拡大問題） 

「何が」「どのように」「なぜ」といった言葉で始まる質問のことです。どのような答えが

返ってくるかは分かりません。自由回答式の質問といえます。 

 

「この点についてはどのようにお考えですか？」 

「どのようなところが問題だと考えますか？」 

「なぜその点を重要視するのですか？」 

 

 オープン質問のメリットとしては、一言では答えられない回答を得ることができるため、

「より多くの情報を入手できる」「口数の少ない人に話をさせることができる」「本音に近

い回答を得る事ができる」といったことが挙げられます。 

 一方、開かれすぎた質問は逆に答えにくくなるため、注意が必要です。 

６つの質問を使い分け相手が答えやすい「うまい」質問をする      
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 また、「なぜ」と聞かれると人は考え始めます。本音に近い回答が期待できますが、同時

に、人間は「なぜ」と聞かれると反射的に防衛する傾向があります。つまり、「いいわけ」

的な回答になる場合があるということです。それは、私たちは子供の頃から「なぜ」の後

に、次のような否定的な言葉を多く聞いてきたからです。 

「なぜ兄弟喧嘩するの？」「なぜ言うことを聞けないの？」「なぜ勉強しないの？」 

 同じように、相手も「なぜ」と聞かれた瞬間にバリアーを張ってしまい、その後の言葉

は聞き流してしまうのです。ところが、「なぜ」を別な言葉で言い換えることにより、回答

を得やすくすることができます。 

 

なぜ時期を重要視されるのですか？ 

 → 「時期が早いと、どのようなメリットがありますか？」 

なぜこの仕事をやりたくないのですか？ 

 → 「この仕事をやるとどんな問題が起こりそうですか？」 

 

（２）クローズド質問（限定質問） 

 簡単に「ＹＥＳ」「ＮＯ」で答えられる質問です。または端的に答えることができる質問

です。 

 

「この解決策で問題ないですか？」 

「今回のミスの原因は不注意ですよね?」 

「ＡとＢどちらですか？」 

 

 クローズド質問のメリットとしては、「率直に『ＹＥＳ』『ＮＯ』を引き出すことができ

る」「時間の短縮が図れる／物事を速く進めることができる」「口の重い人に話すきっかけ

を作ることができる」といったものが挙げられます。 

 一方、デメリットとしては、自分自身が相手の答えを限定しているので、それ以外の情

報は入ってこなくなり、他の関連情報が収集しにくくなるということが挙げられます。 

 



社内・社外の意思疎通を高める！ 管理者のコミュニケーション力強化法 

企業経営情報レポート 12

（３）直接質問 

 単刀直入に求める答えを聞く質問です。 

 

「ご家族は何人ですか？」 

「どのくらいの期間でお考えになっていますか?」 

「この件については、どなたが決定をされるのですか？」 

 

 メリットとしては、「わかりやすく、コミュニケーションミスが起こらない」「事実や情

報を集めやすくなる」といったものが挙げられます。一方、相手は質問ではなく‘詰問’

と感じてしまうこともありますので、会話の初期段階では注意が必要です。さらに、シビ

アな問題は答えにくくなります。 

 

（４）間接質問 

 ダイレクトに聞くのではなく、間接的に聞くことによって回答を得る質問方法です。 

 

「休日は、どのようにお過ごしなんですか？」 

 → 世の中には趣味のない人が大勢います。直接質問で「ご趣味は？」と聞かれれば答

えられません。 

「どのような関係のお仕事なんですか」 

 → 人には言いにくい仕事をしている人もいます。直接「お仕事は何をなされているの

ですか？「どちらにお勤めですか？」と聞かれれば答えにくいものです。 

 

 メリットとしては、直接聞きにくい話を間接的に聞きだす事ができる、ということが挙

げられます。注意しなくてはいけないのは、質問の仕方によっては望む情報が手に入らな

かったり、コミュニケーションミスが起こってしまったりすることがあるということです。 
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（５）関連質問 

 相手の話した言葉に関連させて質問をしていく方法です。 

 

自分 「今お乗りになっているのは四駆ですか？」 

相手 「はい。スキーやキャンプで使うので……」 

自分 「どの辺りまで行かれるのですか？」 

相手 「片道 200 キロぐらいですね」 

自分 「それでは高速道路も多いのですね」 

相手 「はい。そうなんですよ。それで、次の車は高速に強い……」 

 

 関連質問のメリットは、「相手の口にした言葉に関連させながら質問するため、相手は答

えやすい」「さらに会話を進めることができる」といったものが挙げられます。しかし、一

つの話題から抜け出せなくなり、面談に時間がかかる可能性もあるので、注意が必要です。 

 

（６）並列質問 

 質問と質問に関連がなく、並列的に相手に問いかける質問の方法です。 

 

自分 「今のお住まいは○○区ですか？」 

相手 「はい、そうです」 

自分 「ご家族は何人なのですか？」 

相手 「３人です」 

自分 「ご予算はお決まりになっているのですか？」 

相手 「？？？」 

 

 並列質問のメリットとしては、欲しい情報だけを手に入れることができるということが

挙げられます。しかし、質問に何の脈絡もないのでコミュニケーションが成り立ちません

し、これらの質問を続けると、相手に情報収集されていると思われ、場合によっては不愉

快にさせてしまうことがあるので注意が必要です。 
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相手が共感する「話し方」 
 

 

 

 

 コミュニケーションスキルの最後が「話し方」です。話し方についても、これまでと同

様、自分の都合ではなく、相手の都合に合わせて話すことが重要なポイントになります。 

 

 

 

 リフレクティングは反射・反響という意味です。つまり、相手が言った言葉をそっくり

そのまま繰り返すことを意味します。別名「オウム返し」と呼ばれています。 

 相手の言葉を、そのまま言ったとおりに繰り返せば、相手は否定できません。否定でき

ないどころか、たったこれだけのことで、「そうなんですよ！」と相手は合点します。なぜ

なら、相手は自分の話が受け入れられたと理解するからです。 

 リフレクティングしようと思ったら、相手の言い方にも注意を向ける必要があります。

リフレクティングする時、言葉と同様に、そっくりのままイントネーションや語尾、表情

もペーシングをすれば、さらに深いリフレクティングとなります。 

 

■リフレクティングのタイミング 

 相手の言葉すべてをリフレクティングする訳にはいきません。 

 どのような言葉をリフレクティングすれば、一番効果的なのでしょうか。 

 それは、相手がニーズに関することを口にした言葉です。また、感情言葉と呼ばれる相

手の気持ちや感情を表現した言葉です。 

 これらを見逃していけません。そっくりそのままリフレクティングして商談を展開しま

す。なぜなら、ニーズや感情は相手の本音だからです。ここには相手自身も気付いていな

い真の意図が含まれています。したがって、自分にとっても大変重要な言葉であるという

ことです。たとえば、ニーズ言葉をリフレクティングすると、次のようになります。 

 

相手 「熱効率の高い暖房器具が欲しいなぁと思っているんですよ」 

自分 「そうですよね。熱効率は大切ですよね」 

 

 また、感情言葉をリフレクティングすると次のようになります。 

相手 「障害が発生するともうパニックだよ」 

自分 「本当にパニックになりますよね」 

リフレクティング（オウム返し）     
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 相手の「ニーズ言葉」「感情言葉」は決して見逃さないことです。 

 ニーズ言葉、感情言葉をリフレクティングすることで、相手の強い合意を得ることがで

きます。 

 相手に、こちらも同じように考えている、という意図をはっきり伝えるためにリフレク

ティングする時は、感情を込めた言い方をすることが大切です。軽くさらりと言ったので

は、聞き流されてしまい、相手には伝わりません。 

 初対面の人はもちろん、何度か会っている人なのに、なかなか話が弾まずに気まずい思

いをすることがあります。このようなときに、確実に話が弾む話法が「リフレクティング・

プラスワン話法」です。 

 リフレクティング・プラスワン話法には、もう一つ「質問追加型」があります。質問さ

れた相手は答えざるを得ません。したがって、これを繰り返せば会話はよどみなく続きま

す。相手が質問に反応し、答えてくれるからです。これにより、会話のキャッチボールが

できます。 

 

相手 「今のマンションが手狭で使いづらいんですよ。」 

自分 「そうですか、手狭で使いづらいんですか。ご家族が増えるのですか？」 

相手 「ええ、もうすぐ子供が生まれるので……」 

 

 相手と話を弾ませるには、何も自分で楽しい話をする必要はありません。自分がしゃべ

らなくても相手がしゃべってくれます。 

 意外と多いのが、次のように相づちを打つだけの人です。 

 

相手 「最近、ウォーキングを始めたんですよ」 

自分 「そうですか」 

相手 「リフレッシュにはちょうどいいですよ」 

自分 「そうですか」 

相手 「顔色が良くなったとまわりから言われるんですよ」 

自分 「そうですか」 

相手 「……」 

 

 これでは、話は弾みません。 

 

 

 

 相手が話した内容を、自分なりに要約し、自分の言葉に置き換えて言い直すことによっ

て、「私はあなたの話を聞いています」と意思表示をする方法です。先ほどのオウム返しも

相手が話したことを自分の言葉に置き換える     
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「私はわかりました」というシグナルですが、これはそれを一歩進めた「本当に聞いてい

る、わかった」という意思表示になります。自分の理解に間違いないかもそこでチェック

できます。 

 相手も、話す内容を頭の中で整理整頓してから話すわけでありません。時にあちらこち

ら話が飛んだり、何を言いたかったのか忘れてしまうこともあります。そんな時にも、要

約や内容の置き換えは有効に作用します。うまくいけば「そう、私が言いたかったのは、

そういうことです」という回答が得られます。 

 これを実践していくと、中途半端な聞き方では相手の言葉を要約できないことがわかり

ます。裏を返せば、私たちはそれほど人の話を聞いていないことになります。 

 

 

 

 感情というのは心の中にあります。「自分達は今、こういう気持ちだ」「あの時はこうい

う感情だった」などといちいち話をしません。なぜでしょうか。「感情をオープンに出すの

は良くない」「感情的になるのは子供っぽい」などと、子供の頃から刷り込まれていること

が多いためです。 

 特に男性は感情表現をあまりしません。感情より理性を優先させて育ってきた環境があ

るからです。しかし、人間は感情の動物であり、自分がそれほど意識していなくても、感

情を持った 1 人の人間なのです。時に感情が混じった話が出てきます。そのような時は、

すかさず相手の感情を言い当てるのです。心と心がダイレクトにつながり、人間関係はぐ

っと近くなります。 

 たとえば、下記のような表現が、感情を推測した相づちになります。 

 

「それはすごい! そういうことがあるとうれしいですよね」 

「ドキッとされたんじゃないですか？」 

「これでホッとされたでしょう？」 

「それじゃあ、もう安心ですね」 

「おめでとうございます。いや～、良かったですね」 

 

 

 

 コミュニケーションの基本は、相手との共感関係を作り出すことです。 

 本レポートのスキルを活用して、社内・社外のコミュニケーションの円滑化を図り、社

員のモチベーション向上、顧客との関係強化にお役立て下さい。 

相手の感情を言い当てる     

まとめ      
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