３章

学習スキル

TFU リエゾンゼミ・ナビ 『学びとの出会い』

４．質問力を高めよう
１

質問力とは？

〔１〕ソクラテスの産婆術とニュートンの発見、吉田松陰の影響
質問を駆使した歴史上の人物といえば、ソクラテスが有名です。ソク
ラテスは、人々に、徳とは何か、善とは何か、正義とは何か…と疑問を
投げかけていき、自分は知っていると思い込んでいるだけで本当は知ら
ないことを自覚させていきます。このやり方は、相手が真理を発見する
ことを助けるという意味から「産婆術」と言われます。
ニュートンは、「りんごは落ちるのに、月はなぜ落ちてこないのだろ
う」という疑問から万有引力の法則を発見したといわれます。その真偽
はともかく、小さな問いから大きな発見が生まれることが示唆されます。
吉田松陰は、弟子の高杉や久坂に宛てた手紙で、「たとえ我が身がど
うなろうと、身を賭して正義をあきらかにすべきではないか。それでこ
そ、
“時”をつくり、時代を開いていける。いまやらねばいつやるのだ。
…皆、苦労もせず、“ぬれ手で粟”で功名のみを得ようというのか」と
問いかけます注１）。その後、吉田松陰は死罪になりますが、師の心を汲
んだ弟子たちが命をかけて明治維新を成し遂げていきました。

〔２〕質問力の定義・機能・能力
質問力とは、上述の例から、「質問することによって、情報、考え、
気づき、意欲、行動、信頼などを引き出す力」といえます。また、秋庭
(2010)は、質問の威力や効用を知り、活用する力といっています。
谷原(2009)は、
「質問をされると、①思考し、②答えてしまう」といい、
思考と答えが質問の２つの機能といいます。
野口(2008)は、
（コンサルタントの）質問力は、仮説力、本質力、シナ
リオ力の３つの能力から成り立っているといいます。

〔３〕質問力の効用
野口(2008)は、いい質問について、以下のように述べています。
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ソクラテス（紀元前
469
学生関与理論
年頃－紀元前
399
年）
山田礼子「学生の情緒的側
古
哲成
学者
。
面代
のギ
充リシ
実 とアの
教育
果－
「自分は知らないことを
CSS と JCSS の分析結果
知っている」
（無知の知）
から－」、広島大学高等教
ゆえに神託で一番の賢者
育開発センター大学論集、
とされた。
40、188-189、2009、野田
文香「アウトカム評価とし
ニュートン
（1642－1727）
てのインスティテューシ
物理学者、
数学者。
「私は、
ョナル・リサーチ機能」
、
真理の大海原の浜辺で貝
立命館高等教育研究、９、
殻を拾い集めているにす
125-140、2009 を参照。
ぎない」など、名言も多数。
課外活動
吉田松陰（1830-1859）
テキスト 2 章 9 節「課外
長州藩士、
思想家、教育者。
活動に参加しよう」参照
「志を立ててもって万事
の源となす」
などの名言が
ボランティア活動
ある。
テキスト２章 10 節「ボラ
ンティア活動に参加しよ
注１）
う」参照
J-Net21 中小企業ビジネ
ス支援サイト
「いまの時代
オフィス・アワー
に蘇る警世の一言」より
曜日・時間については、ユ
http://j-net21.smrj.go.jp/
ニバーサル・パスポートで
watch/sanpo/entry/2010
確認するか、各教員に確認
0208.html
してください。
ユニバーサル・パスポート
仮説力
テキスト 1 章 6 節「ユニ
大所高所、全体と細部など
バーサル・パスポートを活
多くの軸を考え（全体をど
用しよう」参照
う捉え、部分をどう考える
か？ 因果関係をどう捉
え、
優先順位をどう付ける
サービス・ラーニング
か？など）
、自分なりに整
教室での学習とボランテ
理しておける能力。
ィア活動を組み合わせた
教授・学習法。本学は平成
本質力
5 年度に日本の大学で初
場を「見える化」し、
「論
めてボランティア活動に
理的に整理」
し、
内容の
「絞
対する単位認定を行った。
り込み」をし、最終的に本
質的な課題を「ワンメッセ
ージ」に凝縮できる力。
美術工芸館
テキスト 9 章 3 節「芹澤
シナリオ力
銈介美術工芸館に行って
質問のプロセスのシナリ
みよう」参照
オをデザインできる力。

「いい質問は、いい空気を作るし、いいコミュニケーションを作る。
いい質問は、相手を元気づけるし、楽しくさせる。いい質問は、相手を
動かし、成果を出すプロセスを作る。」
また、谷原(2009)は、質問の力について、以下の６つをあげています。
①思いのままに情報を得る
②人に好かれる
③人をその気にさせる
④人を育てる
⑤議論に強くなる
⑥自分をコントロールする。

２

質問の種類

〔１〕オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョン
オープン・クエスチョンは、相手に自由に答えてもらう質問です。例
えば、「大学に何を期待しますか」などです。
クローズド・クエスチョンは、相手に制限を与えて答えてもらう質問
です。例えば「大学では、A という資格と B という資格が取得できます
が、どちらを選びますか」などです。
相手の話を広げ、ふくらませたいときや相手に自分で考えて方向性を
見出してもらいたいときはオープン・クエスチョンを用います。相手の
意思を端的に確認したいときや一定の方向に考えてもらいたいときはク
ローズド・クエスチョンを用います。まずはオープン・クエスチョンで
求めているものを明確にし、次にクローズド・クエスチョンで選んでも
らうという使い方もあります。

〔２〕５Ｗ１Ｈの質問またはＤで始まる質問
５W１H とは、
「いつ(When)、どこで(Where)、誰と(Who)、何を(What)、
なぜ(Why)、どのように(How)」という話の基本的な要素をいいます注２）。
ビジネスでは、「いくら(How much)」を加えて５W２H、さらに「いく
つ(How many)」を加えて５Ｗ３Ｈということもあります。
D で始まる質問とは、
「どこで、誰と、どうして、どうやって、どんな」
をいいます。
これらの質問は、会話を始めるときのきっかけとして使えます。さら
に、相手の話を整理して理解するために使えます。仕事で指示・命令を
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受けたときにも、５W2H を確認します。

〔３〕具体的な質問と抽象的な質問・漠然とした質問
具体的な質問は、あまり考えなくても答えられる質問です。例えば、
「あなたは、一週間のうち、何時間くらい、大学にいますか」などです。
聞きたいことについて具体的な情報を得ることができます。
抽象的な質問・漠然とした質問は、かなり考えないと答えられない質
問です。例えば、
「あなたにとって大学とは何ですか」などです。思い
がけない情報を得ることができます。

〔４〕雑談的な質問と本質的な質問
雑談的な質問は、緊張した雰囲気を和らげ、相手との信頼関係を築く
のに役立つ質問です。この質問は会話を始めるときに有効です。
本質的な質問は、相手にしか答えられないことを引き出す質問です。
そのためには、相手についてよく調べておくことが必要にもなります。

〔５〕ダメな質問
谷原(2009)は、ダメな質問として以下の 7 つのパターンをあげていま
す。なぜダメな質問なのか、どうすればいいのかを考えてみましょう。
自分がダメな質問をしていないか、振り返ってみましょう注２）。
①ネガティブ・クエスチョン
相手を否定的な考えに追い込んでしまう質問です。例えば、「どうし
てこんなことができないんだ？」などです。
②ノー・アンサー・クエスチョン
答えを求めていない質問です。例えば、「何度注意されれば気が済む
のか？」と叱責する場合です。
③相手の答えを即座に否定する
相手が答えをいうと、
「それは違う」と即座にその答えを否定してし
まう質問です。
④1 人質問・質問の連打
相手の答えを待たずに答えを言ってしまったり、相手が答える前に次
の質問に移ったりするような質問です。
⑤誤導質問
質問の前提に誤った事実をすべりこませ、自分の意図する答えに導く
質問です。例えば、
「いつまで怒っているの？」
（怒っているが前提）な
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注２）
他にも、ダメな聞き方とし
て、「相手に関心を示さな
い自己完結型」「無表情・
無反応のだんまり型」「話
題を見つけられないノー
プラン型」「自分の話ばか
り し た がる 話題 泥 棒型 」
「話し手の意図や微妙な
ニュアンスを読み取れな
い鈍感型」があげられます
（箱田、2011）
。

どです。
⑥相手の脳に負担をかける質問
自分のことばかり考え、相手の立場を考えていない質問です。
⑦刑事の質問
矢継ぎ早の質問です。例えば、
「年齢は？住所は？家族は？」などです。

３

さまざまな場面における質問

〔１〕学びを深めるための質問

注３）
武田忠『自ら考える授業へ
の変革』学陽書房、2001

武田(2001)は、４つの理解と問いが“自ら考える力”を鍛えることを
提起しています注３）。
①「ことば」の意味の理解（どんな意味か）
②「こと」の理解（どんな「こと」か）
③「わけ」の理解（どんな「わけ」か）
④「全体の関連性」の理解（どんなつながりか、どんなまとまりか）
学びの場面でも、以上の 4 つの問いを意識して自らあるいはグループ
学習の際に行い、調べて考えることで学びが深まります。

〔２〕問題解決に向かうための質問
谷原(2009)は、問題解決にあたって大切なことは、決して諦めないこ
と、つまり「この問題は必ず解決する」と信じることといいます。そし
て、問題が解決する前提でのみ質問を考えるといいます。
問題解決に向かうための質問はとして、表１のようなものがあります。

〔３〕会話を続けるための質問
齋藤(2006)は、質問するという積極的な行為によってコミュニケーシ
ョンを自ら深めていくという提言をし、それを質問力といっています。
会話を続け、深めていくために質問は大いに役立ちます（表２）
。

〔４〕人間関係を良くするための質問
相手との人間関係を良くするためには、まず相手に好感をもたれるこ
とが必要です。好感を持たれるための条件として、表 3 のようなことが
知られています。その条件に合うように質問を用います。
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注３）
武田忠『自ら考える授業へ
の変革』学陽書房、2001

〔５〕仕事をスムーズに進めるための質問
秋庭(2010)は、仕事が遅い人や仕事をうまく進められない人に共通し
ているのが段取りの悪さと指摘しています。そこで、仕事では、わから
ないこと、疑問に思うことなどは、表 4-1 のように質問することを勧め
ています。さらに、仕事ができる人になるためには、表 4-2 と表 4-3 の
ように質問を活用することを勧めています。

〔６〕人を動かすための質問
福島(2008)は、
「人を変えたければ、相手を感動させ、一緒に感動する」
「相手が感動するためには、相手に対する真剣な気持ちと本気の行動が、
相手の想像を超えることが必要」といいます。また、谷原(2009)は、人
は、まず感情で動かされ、その後理性で動くといいます。
例えば、世界一のセールスマンとして知られるジョー・ジラードの次
のような話があります（谷原、2009、p.64～65 より）。

「ある時、ショールームを訪れた中年女性がいました。ジョー・ジラ
ードは、シボレーという安めの車を売っています。その中年女性は、高
めの車であるフォード車を買うと決めていたそうです。ところが、フォ
ードの店のセールスマンから、1 時間後にまた来てくれと言われたので、
時間つぶしにシボレーを見にきたのです。彼女は、
「自分への誕生日のプ
レゼントなの。今日、55 歳になったのよ」と言い、白のフォードを買う
予定だと言いました。ジョーは言います。
「それはおめでとうございます。
すぐ戻るので、ちょっと待っていてください」
。そして、尐し席をはずし、
戻ったジョーは、時間つぶしにつきあい、シボレーの自動車の案内をし
ていました。15 分後、事務所の女性がバラを１ダース抱えてきて、ジョ
ーに手渡しました。ジョーはバラを中年女性に手渡しました。
「この良き
日がこれから何度もやってきますように」
。彼女はとても感激して涙を流
し「お花をいただくなんて何年ぶりかしら」と言ったそうです。そして、
2 人で話しているうちに、彼女はフォードのセールスマンのことを話し
ました。フォードのセールスマンは、彼女の案内中に昼食の時間になっ
たからといって、彼女を置いて昼食に出かけてしまったというのです。
その結果、彼女は時間が空いたので、シボレーを見に来たというのです。
しばらく時間をつぶし、彼女がフォードの店に戻る時間になりました。
しかし、彼女は戻りませんでした。そして、彼女は、フォード車でなく、
シボレーを買い、小切手で全額払ったそうです。
」
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ジョー・ジラード
（1928－）
ギネスブックに 12 年連続
で「世界 No.1 のセールス
マン」として認定。「成功
へのエレベーターは故障
中！ 階段を使うしかあ
りません…一段、一段、上
へと」などの名言がある。

表 5 は、人を動かすための質問です。

〔７〕人を育てるための質問
秋庭(2010)は、率先垂範一本槍のリーダーの下では、自ら考え自ら行
動する習慣がなくなると同時に、そのような能力を持った人材も育ちに
くいといいます。そこで、その弊害をなくすために、率先垂範と合わせ
て、表 6 のような質問を使って人を育てていくようにします。

〔８〕チームづくりのための質問
谷原(2009)は、上司・先輩に課せられる責任として、①複数の部下・
後輩を統率し、部下・後輩に正確かつ迅速に仕事をさせる、②部下・後
輩を育てることをあげています。また、秋庭(2010)は、リーダーシップ

率先垂範
自らすすんで模範を見せ
ること。率先垂範を示した
山本五十六（1884-1943、
連合艦隊司令長官）の言葉
「やってみせ、言ってきか
せて、させてみて、ほめて
やらねば、人は動かじ」が
有名。他にも、山本五十六
の語録には、「話し合い、
耳を傾け、承認し、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」などもある。

を発揮するとは、ある共通の目的を達成させるために、みんなをやる気
にさせ、行動させることといいます。そのために、表 7 のように質問を
活用してチームづくりをします。

リーダーシップ
テキスト７章１節「リーダ
ーをやってみよう」参照

〔９〕人生を良くするための質問
谷原(2009)は、発明王エジソンや「ケンタッキー・フライドチキン」
のカーネル・サンダースの例をあげ、偉大な成功者に共通する行動法則
として「目標を設定し、行動を起こし、成功するまでやり抜くこと」を
あげています。エジソンは、白熱電球の発明が成功するまで諦めません
でした。エジソンは、
「私は失敗したのではない。数千個、数万個もの成
功できない方法を発見したのだ」と言います。カーネル・サンダースは、
店を失ったとき、
「自分のチキンのレシピを売ろう」と思いつきました。

トーマス・エジソン
（1847－1931）
発明家、起業家。電話機、
蓄音器、電球、発電機の発
明・改良発明で知られ、
「発
明王」といわれる。「我々
の最も大きな弱点は、諦め
ることにある。成功するた
めの最も確かな方法は、常
にもう一度だけ挑戦して
みることだ」などの名言が
ある。

ところが、2 年間、アメリカ中をまわっても、全く契約がとれませんで
した。1010 社目で「イエス」と言われ、
「ケンタッキー・フライドチキ
ン」のフランチャイズが始まりました。
また、谷原(200)は、自分の癖や弱い点は、自分で強く意識して変えて
いかなければ、決して変わることはないといいます。そして、自分を改
善するためには、自分の至らない点、务っている点、弱い点を自覚しな
ければならないといいます。
表 8 は、自分を変え、向上し続けるための質問です。
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カーネル・サンダース
（1980－1980）
ケンタッキー・フライドチ
キンの創業者。「他の人に
一生懸命サービスする人
が最も利益を得る人間で
ある」などの名言がある。
なお、サービスについては
林田正光『サービスの手
帳』あさ出版、2009 が参
考になる。

４

質問力を高めるには

野口(2008)、秋庭(2010)をもとに、質問力を高める要点を述べます。
（１）聞く態度を身につける
相手のことをもっと知りたい、相手の心の声を聴きたいという思いを
持ちます。トップセールスマンといわれる人ほど、お客のことを細かい
ことに至るまで知っています。
聞く態度としては、まず、適度に視線を合わせます。相手の話を聞い
て、適度にうなずき、ここぞというところで深くうなずき、短く質問し
ます。うなずくときに、
「ええ」
「なるほど」
「そうですね」などの相づち
をうちます。
（２）相手の立場に立って考える
質問は、相手の立場に立って相手が答えやすいようにします。例えば、
「近くにいるので、道順を教えてくださいませんか？」ではなく、
「○○
にいるので、道順を教えてくださいませんか？」と聞きます。質問する
前に、自分がその質問を受けたらどう思うかを考えるようにします。
（３）相手が話したいことを考える
自分が聞きたいことだけでは、自分本位の質問となり、相手はうんざ
りしてしまいます。相手が話したいことを考えて、質問します。
（４）鋭い質問で相手を感動させる
相手がどのような問題意識を持っているかを、事前に調べて考えます。
相手の問題意識について問いかけることで、相手を感動させる鋭い質問
となります。
（５）事実を使って全体像を示し、選択肢を提示して選ばせる
事実を使って全体の状況を示すことで、相手の納得感が増します。そ
の上で、提案をし、それを行うかどうか、どちらを行うかを、選んでも
らいます。例えば、「○○について A と B が考えられますが、どちらに
なさいますか」などです。
（６）相手を積極的に自己開示させる
何気ない世間話の質問に答えるときの表情や口調、間、しぐさなどか
ら、相手にとって本当に大切なもの、最も望んでいるもの、関係性（親
密さの度合いや意思決定をする人）などをつかみます。
（７）相手の物語（ナラティブ）を聴く
相手のメッセージや思いを会話の文脈の中で読み取って、質問をしま
す。例えば、
「この部屋は暑いね…」といわれて「クーラーをつけましょ
うか」（「そうですね」ではなく）などです。
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（８）場の空気を読む（相手の状況や状態を認識する）
相手の細かな目の動き、息の仕方、表情のちょっとした変化、唇の動
き、まぶたの閉じる速度と間隔、話すスピードなどを微妙に感じとって、
相手のニーズをつかみ、質問の内容や仕方を変えます。例えば、のどが
渇いていそうなお客に、
「冷たいお水はいかがでしょうか」（お客に「水
をください」と言われる前に）などです。
（９）コミットメントする
質問では、「何を聞くか」とともに、
「どんな思いを持って聞くか」が
重要です。例えば、
「私は本気でこの問題を解決したい」という姿勢で質
問するなどです。
（10）語彙力を磨く
語彙力や語感力が身につくと、相手の話の中の微妙な違いや本質的な
違いがわかり、本質をとらえた質問ができるようになります。
（11）事前に仮説を立てる
セカンダリーデータ（二次的情報）を収集し、問題についての仮説を
立てます。その仮説に基づいて質問をします。仮説に基づいた質問は、
人に考えさせる力を持っています。例えば、「（数値を示して）A を強み

セカンダリーデータ（二
次的情報）
書籍や新聞記事、雑誌記
事、学術論文、統計資料、
ウェブサイトの各種情報
など。

としていますが、B は弱いですね。なぜだと思いますか？」などです。
（12）問題の本質を見抜く
質問を重ねることで、本質的な課題は何かを探り当てていきます。例
えば、「どう考えているのか？」「なぜそうしたいと考えているのか？」
「ほかの可能性については考えただろうか？」
「３つのポイントに絞って
整理すると、どうなるだろうか？」
「つまりどういうことだろう？」「ひ
と言（ワンメッセージ）で言ったらどうなるだろう？」などです。
（13）質問のシナリオを考える
学習を深める引用・参考文

相手が新たな目標に向かって意欲的に取り組むために、どんな言葉で、 献
どういうタイミングで、どう質問するかを考えます。

５

質問を考えてみよう

【例題１】授業について、学びを深める 4 つの質問をしてみよう。
【例題２】問題について、「なぜ？」を５回繰り返してみよう。
【例題３】日常会話について、リフレクティング＋タグ質問のロールプ
レイをしてみよう。
【例題４】表 8 の「7 つのフィードバック質問」をやってみよう。
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●秋庭道博『
「質問力」で
仕事は９割うまくいく』学
研、2010
●箱田忠明『できる人の聞
き方・質問の仕方』西東社、
2011
●野口吉昭『コンサルタン
トの「質問力」
』PHP ビジ
ネス新書、2008
●齋藤孝『質問力 話し上
手はここが違う』ちくま文
庫、2006
●谷原誠『人を動かす質問
力』角川 one テーマ 21、
2009

表１．問題解決に向かうための質問
質問
①問題の核心を探る質問

内容、例
「なぜ」を 5 回繰り返すことで問題の真の原因を究明し、
「どのよう
に」と真の原因への対策を考える（トヨタ式５Ｗ１Ｈ）。

②仮定の質問

例「もしも今の問題が解決したら、どんな一日を過ごしていますか／

※現在の制約を離れて自由に可能性

どんなことをしていますか」「もしボランティアをするとしたら、ど

を考えることができる、意欲が湧く

んなボランティアをしますか」

③「よい例外」の質問

ほんの尐しでも良いときを聞き、その時、いつもと違う、どんなこと

※「よい例外」とは、すでに起こって

をしたかを質問する。

いる解決の一部
④変化の差異についての質問

最悪を 0 点、最良を 10 点として、以前の状態と現在の状態を点数で

（スケーリング・クエスチョン）

付け、その点数の違いについて質問する。今より 1 点よくなった時
に、今までと違う、どんなことをしているかを質問する。

⑤問題解決のためのポジティブな質

1)視点を変えた場合、この問題のよい面は何か？

問

2)この問題を解決したら、どのような力が身に付くか？

※問題が解決する前提でのみ考える

3)解決するには、どのような方法があるか？
4)解決するために自分がしなければならないことは何か？
5)そのために今始めなければならないことは何か？
6)解決の過程で、自分が代償として差し出さなければならないことは
何か？
7)その代償を差し出したとしても、この問題は解決した方がよいか？
8)この問題を解決するプロセスを楽しめるようにするには、どのよう
に考えたらよいか？

⑥短所を長所に変える逆転の質問

1)この状況のどこが短所なのか？

※短所を長所に変えた例：
「ケンタッ

2)その短所は反対から見ると、どういう制限から解放されるのか？

キー･フライドチキン」、東京池袋のサ

3)短所だと考えた前提を疑ってみると、どういう考え方になるか？

ンシャインシティのテーマ･パーク

4)前提を崩した上で、その解放された自由を最大限生かすには、どの

「ナムコ・ナンジャタウン」、旭川市

ように考えればよいか？

の「旭山動物園」

5)その上で短所をカバーするにはどうしたらよいか？

⑦あの人だったら（適切な相談相手が

例「あの人（業務に詳しい人／同じような問題に遭遇したことがある

見つからないとき）

人／自分が尊敬している人）だったら、どう考えるか？どうするか？」

出典）②～④心理学の解決志向ブリーフセラピーで用いられる質問。森俊夫・黒沢幸子『〈森・黒沢のワーク
ショップで学ぶ〉解決志向ブリーフセラピー』ほんの森出版、2002 参照、⑤⑥谷原(2009)、⑦秋庭(2010)を
もとに作成
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表２．会話を続けるための質問
質問

内容、例

①コミュニケーション・スターター

初対面で、「一つうかがってもよろしいでしょうか」という質問で始

（会話のきっかけ作り）

め、その後に出身地や現在の住所、仕事などについて質問する。
※日常会話でのきっかけ：笑顔で挨拶＋one（天気のこと、社会・ス
ポーツ・芸能などのニュースの話題、服装や持ち物など）
例「こんにちは、暑くなってきましたね」

②リフレクティング＋タグ質問

相手の言葉を繰り返し、小さな質問をちょっと付け加える。
例「○○サークルに入っているんです」
「△△です。○○サークルに
入っているんですね。どんな活動をしているんですか」

③質問ブーメラン

同じ質問をブーメランのように返していく。
例「どこのサークルに入っているんですか？」
「○○さんはどこのサ
ークルですか？」

④明るい話題を質問する

楽しかったこと、うれしかったこと、楽しみにしていること、目の前
や未来が明るくなったこと、希望が持てることを話題にする。

⑤質問で自ら発信する

例「○○のこと、知っている？／見ている？／どう思う？」

⑥一方的に話し続ける人への対応

関連質問で流れを変える。

出典）①②箱田(2011)、③谷原(2009)、④~⑥秋庭(2010)をもとに作成

質問力によって、就活や
仕事でも差が出るよ！

この戦略はすばらしい

この仕事のやりが

休みはあります

ですね！この問題には

いは何ですか？

か。あとは特に

どんなアプローチを？

ありません…。
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表３．人間関係をよくするための条件
質問

内容、例

①外見の魅力

清潔な身だしなみをし、背筋を伸ばして姿勢を良くし、笑顔を絶やさ

※メラビアンの法則（コミュニケーシ

ず、リラックスした態度や表情で、関心を持っていることを示す。手

ョンで聞き手に影響を与える割合）
：

のジェスチャーなどで力強さや熱意などの気持ちを伝える。質問する

言語情報（言葉そのものの意味）7%、 ときは、身を乗り出し、きちんと相手の目を見て話しかける。
聴覚情報（声の質、速さ、大きさ、口

※ビジネスでは、見た目として、立派な服装、小さなカバン、大きな

調）38%、視覚情報（見た目、表情し

手帳が重要。

ぐさ、視線）55%
⇒

人は、魅力的な外見の人に好感を

持つ
②類似性

1)会話を続ける質問を用いて、出身地、趣味、関心事などについて相

※人は、自分と似ている人、共通点が

手の情報を引き出し、共通点が見つかったら、「私もそうです」とア

ある人に対して好感を持つ

ピールする。
2)ペーシング（自分を相手のペースに同調させる）を用いて似ている
人になる。ペーシングには次の 3 つがある。
1)相手の動作に合わせる（ミラーリング）
鏡のように相手と同じ動作をしながら話を聞く（相手がコーヒーを飲
んだらコーヒーを飲むなど）。
2)相手の言葉に合わせる（マッチング）
相手の好む言葉を使って応答する。相手の言葉づかい（丁寧、くだけ
ている）に合わせて応答する。
3)相手の感情に合わせる（モニタリング）
相手が楽しそうなときは楽しそうに応答し、悲しそうなときは悲しそ
うに応答する（「いいですね！」「そうですか…」など）
。
相手が声を荒げて怒っている場合は、大きな声で「申し訳ございませ
ん！」と謝る。

③賞賛

SOS 話法（S「すごいですね！」、O「驚きました！」
、S「素晴らし

※人は、自分を賞賛する人に対して好

いですね！」
）で相手をほめる。ほめた理由を付け加えると説得力が

感を持つ

増す。

④単純接触効果

会話の機会を多く持つ。
（会話の内容よりも回数が重要）

※人は、多く会ってよく知っている人
に対して好感を持つ（選挙カーの名前
の連呼、CM の繰返しなど）

- 11 -

⑤協同

1)相手の目線で一緒に考える。

※人は、誰かと協同するとき、その相

2)自ら積極的に動き、質問によって協同の機会を作る。

手に好感を持つ

例「何かできることはないですか？」
「こうしたらいいと思いますが、
どうでしょうか？」「こんなアイデア・企画は、どうでしょうか？」

⑥連合（アンカーリング）

1)ポジティブでよいイメージを抱かせる話題について質問をする→

※あることとそのときの感情が結び

質問者（アンカー）に対して好感を持つ。

つき、あること（アンカーという）で

2)SOS 話法で大いにほめる→次に会ったときにもその話題（アンカ

その時の感情が思い出される（美人モ

ー）を持ち出して質問する。

デルが製品を使っている広告、おいし
い食事をしながらの商談など）
⑦好意の返報性

1)相手の名前を気に留める。

※人は、自分が大事にされていると思

初対面では、相手の名前の読み方を確認する。

うと、相手に対して返したいと思い、 例「○○さんですね、いいお名前ですね」
好感を持つ

会話の中に相手の名前を意識的に織り交ぜる。
例「○○さん、こんにちは」「さすが、○○さん」
2)クッション話法を使って、相手の意見を尊重する。
例「確かにあなたの言う通りだ／確かにそうかもしれない」「あなた
の言うこと（状況、言いたいこと、姿勢）は理解できる」

⑧自分の意見を言うとき

1)「イエス・アンド法」
相手の話をクッション話法を使って受けとめた後で、
「そして」
「だか
ら」
「実は」
「それに」などの接続詞を使って、相手の意見に自分の意
見を添える。相手の意見を肯定したうえで意見を補う形になる。
例「確かに…です。そして、○○もしてみてはどうでしょうか？」
2)「I メッセージ」
主語が「私」になるように伝える。
例「
（相手も認める客観的事実を示した上で）私はこう思うけど、あ
なたはどう思う？」

出典）谷原(2009（一部は秋庭(2010)、箱田(2011)）をもとに作成

「問いを好めば即ち裕かなり、自ら用う
れば即ち小なり」（『書経』、自ら用うる
とは独断のこと）というよ。質問力を磨
くと、世界が広がり、心が豊かになるよ。
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表４-１．仕事における質問の活用の基本
質問

内容、例

①質問の際に相手に許可を得る

例「質問してもいいでしょうか？」
（いきなり質問しない）

②指示をきちんと確認する

1)指示をした人が自分に求めていることを 5W1H で確認する。

※段取りの第一歩は、自分に求められ

例「つまり／具体的には／たとえば／要するに…ということですね」

ていることを正確に理解すること

2)後になって疑問に思うことが出てきた場合は、指示をした人に直接
質問して確かめる（勝手な解釈や身近な人に聞いたりしない）

③終わりの時間を確認する

外出の時や会議のときには、終わりの時間を確認し、まわりにも伝え

※自分もまわりも段取りよく仕事を

ておく。

進めるために
④「誰に質問するのか？」を考える

誰に質問するのが最適かを考える。
1)この仕事の責任者なり、担当者であるか
2)質問に答えられるキャリアや知識、経験があるか
3)本人が直接答えられなくても、答えられる人を知っているか

⑤「どのタイミングで質問するか」を

質問は、1)相手の仕事の状態、2)相手の健康状態、3)相手との人間関

考える

係の状態を考えて、タイミングを見てする。

⑥提案の形で質問する

例「
（上司・先輩に話を通しておいた上で）…してみました。どうで

※上司・先輩は部下・後輩の独断専行

しょうか？」
（一生懸命考え、気を利かせても、自分なりの段取りに

（先行）に反発する

ならないように気をつける）

⑦人に聞いて、よい知恵を引き出す

仕事をするときには、
「この人にはこれを聞こう、これをやってもら

※自分の限界を知っている人は、人に

おう」と考える。

アイデアや意見を求め、新しい知恵を

例「あなたはどう思いますか？」
「あなたならどうしますか？」
「あな

引き出そうとする

たもこの仕事にかかわってくださいませんか？」
（本田技研工業の本田宗一郎氏、ソニーの盛田昭夫氏は「君、どう思
う？」と誰にでも聞いた）

⑧相手に対して気おくれし、緊張し、 相手が話したがっていることを聞く（苦労話、成功（自慢）話、趣味
萎縮するときにする質問

の話など）
。

⑨仕事を断るときにする質問

例「どんなことでしょうか」と返す。
手が回らないときは、現在やっている仕事が、1)その人よりも先輩・
上司によるもの、2)有力な取引先と関連したもの、3)切迫した期日を
迎えていることなどを理由として折り込んで断わる。

⑩引継ぎの際にする質問

例「もしわからないことがあったら、誰に聞いたらいいですか？」

※前任者の情報網、連絡網を確認する
⑪場の空気を読んでする気働きの質

お客や上司・先輩の気持ちを汲んで、場の空気が波立たないように先
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問

回りして質問する。
例「（お客のイライラを店員が察して）○○のご注文はまだですか？」

⑫会議で次の段取りに移るときの質

それまでの経過を要約し、納得や合意を得る。

問

例「この問題についての結論は○○ということでよろしいですね？」
「では、次の案件に移ってよろしいですか？」

⑬会議が停滞したときの質問

リセットや気分転換し、違う見方や自由な発想を促す。
例「休憩にしませんか？」
「コーヒーをとりませんか？」
「（社外や屋
外に）場所を変えて継続しませんか？」
「この問題は、後日、あらた
めて話し合いませんか？」
「この件は、保留ということにして、次の
案件に移りませんか？」

出典）秋庭(2010)をもとに作成

表４-２．上司・先輩への質問の活用
質問

内容、例

①上司・先輩の不安を質問で解消する

例「（頼まれた仕事を復誦し）特に注意するようなことがあります

※上司・先輩は頼んだものの、頼んだ

か？」

通りやっているか不安になる
②最後に上司・先輩に複数案から選ん

例「
（あえて複数の案を提示して）どれにしたらいいでしょうか？」

でもらう
※上司・先輩の決定権を尊重する
③上司・先輩に先回りして提案する

例「
（その場で今すべきこと、次にしたらいいと思われることを）○
○しましょうか？」

④資料や図解や数字を活用する

資料・図解・数字を示しながら、質問する

※質問のポイントが伝わるように工
夫する
⑤根拠を先に示し、質問の形で提案す

例「○○ですから、…した方がよいのではないでしょうか？」
（「…す

る

べきです」ではなく）

※押しつけられた感じを尐なくし、受
け入れられやすいように工夫する
⑥「鳥の目」
（全体を見る目）と「虫

例 「鳥の目」で、プロジェクトのねらい、外部との関係、関連部署

の目」（細部を観る目）で質問する

について質問し、チームで共有する。

※チーム全体のことにも気を配りな
がら、その中での自分の手順を考える
出典）秋庭(2010)をもとに作成
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表４-３．顧客に対する質問の活用
質問

内容、例

①生きた情報は自分から動いて得る

例「お邪魔してもいいですか？」「こちらからお伺いしても、よろし

※自分が必要としている情報は、アク

いでしょうか？」
（自ら出向き、生きた情報を得る）

ティブに自分から動くことによって
得られる
②訪問や電話では、相手の都合を確認

例（人を訪ねるとき）
「いつ、お伺いしたらよろしいですか？」
「何時

する

頃までよろしいでしょうか？」 （電話のとき）
「今、いいですか？」

※自分の都合だけで行動する人は敬

「今、お話してよろしいでしょうか？」

遠される
③相手の興味の有無を確かめてから

例「○○はなさいますか？」→する場合は「最近、どうですか」、し

質問する

ない場合は別の話題を探す。

※段取りでは、配慮や気配りが大切
④質問するときは言葉づかいにも注

例「代金のお支払いは何日になりますでしょうか？」
（
「お金はいつ払

意する

ってくれます？」ではなく）

※目上の人に対する言葉づかいをす
る（相手は好意的に答えてくれる）
⑤あいまいな答えには第二の質問を

例「できるだけ早くします」→「いつまでですか？」

する

例「一定の効果があります」→「具体的にはどんなことですか？」

※具体的に聞く

例「検討してみます」→「検討した結果は知らせてくれるのですか？」

⑥その後のフォローをして結果を確

例「ご依頼の品は届きましたでしょうか？」「使い勝手はいかがです

認する

か？」
「満足していただいていますか？」
「ご期待に添えましたでしょ

※仕事やサービス後は、早い時期に、 うか？」
「結果はどうですか？」
相手への感謝とその後のフォローを
忘れないようにする（相手からの信用
や信頼が得られる）
⑨クレームは生かすことで「財産」に

例「どういったことでございましょうか？」「お話を詳しくお聞かせ

なる

くださいませんか？」
「どのようなことをご希望でしょうか？」
「一番

※クレームは、仕事やサービスについ

問題だとお感じになっていらっしゃるのはどの点でしょうか？」「ほ

てこちらが気がつかない情報を提供

かに何かありましたら、お教えくださいませんか？」→クレームは、

してくれている

関係者全員で対応し、改善する。

⇒クレームの原因

になっている具体的なことを詳しく
聞き出して、今後に生かす
出典）秋庭(2010)をもとに作成
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表５．人を動かすための質問
質問

内容、例

①感情を動かす質問→理性を動かす

まず、なりたい姿をイメージするように問いかけ、欲求を喚起する。

質問

次いで、現在の制約を解決する方法を提案する。

②自ら考え気づく質問

例「この課題を解決するためにはどうしたらいいだろう？」

※人は、自ら気づいたときに行動する
③自ら決める質問

例「A、B、C の解決方法のうち、どれがいいだろう？」

※人は、自ら決めたときに動く
④自発性を呼び起こす質問

例「任せるから、いろいろ工夫してみてくれないか」→いったん任せ
たら、あれこれ口出しせず、最後までその人に任せる

出典）①~③谷原(2009)、④秋庭(2010)をもとに作成

表６．人を育てるための質問
質問
①その時々に応じて自覚を促す質問

内容、例
例「このプロジェクトの目的は何だろう」
（全体の役割）
例「あなたの役割や期待されていることはどんなことだろう？」（そ
れぞれの役割）
例「そのためにはどうしたらいいと思う？」（その役割を果たすため
の具体的な方法）

②日常的に自ら考え、行動させる質問

例（「これはどうしたらいいでしょうか？」→）
「君は、どうしたらい

※人を育てるのがうまいリーダーは、 いと思う？」
（→「こうしていいでしょうか？」
「こういう案があるの
どんなことについても「一応は、メン

ですが、どうでしょうか？」）

バー自身に考えさせる」という方針で

例（まず業務の大まかな方向性と目ざすべきところを説明し、その後

指導している

で）
「君はどうすればいいと思う？」→（答えが不十分な場合に）
「そ
のやり方の場合、○○になったら、どうクリアするつもりだ？」→（適
切な答えを言えない場合）
「こう考えてみたら、どうだろうか？」

③ポジティブな質問に言い換える

例「どうしたらできるようになる？」「できるようになるために、何

※人を育てるには、相手の立場に立

か手伝えることはある？」
「誰と組んだらできると思う？」（
「なんで

ち、相手がどうすればよいかを一緒に

お前はこんなことができないんだ？」ではなく）

考えていく姿勢が大切
④問題が起こったら、原因を追求し、 例「どうしてこういうミスが起こったのか？」
「どうしたら、こうい
教訓を全員で共有する

うミスが起こらないようになるのか？」→失敗を一つのケース・スタ
ディにして、問題意識や具体的な作業方法をみんなで共有する。

出典）①②④秋庭(2010)、②③谷原(2009)をもとに作成
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表７．チームづくりのための質問
質問

内容、例

①チームの風通しをよくする質問

例「○○まで行くなら、ついでに△△に寄ってくれないか？」
「いっ

※リーダーは、自由に用事を頼んだり

しょに◇◇も持っていってくれない？」
「ちょっとこれも頼まれてく

頼まれたりする雰囲気づくりをし、チ

れない？」
「○○まで行くけど、ついでにするこは何かない？」

ームの風通しをよくする
②異見がいえる雰囲気を演出する質

例（会議などで）
「ほかにないだろうか？」
「自分の気がつかないこと

問

があったら、何でもいってくれないか？」
「おかしいと思ったことは、

※リーダーは、チームのみんなが何を

遠慮なくいってくれないか？」
「できるだけ、みんなと違うことを考

思っているのか、どんなことを考えて

えてくれないか？」

いるのかを正確に把握するように努
める
③共通の問題をメンバー全員で考え

例「一番問題にすべきは、A か、B か、C か？」
「問題は○○ではな

る質問をする

く、△△ではないか？」

※リーダーは、問題を整理して全員が
共通の問題に取り組むようにリード
する
④会議ではメンバー全員に気を配っ

例「A さんはどう思うの？」
「B さんの意見は？」
「C さん、何かいい

た質問をする

たいことはない？」

※リーダーは、会議ではその場にいる
全員に発言を促す
⑤積極的に名乗りを上げる

例「任せてくれませんか？」
「やらせてくれませんか？」
「担当は私で

※リーダーは、積極的に名乗りをあげ

どうでしょうか？」

て（率先垂範）
、みんなから認められ
るような実績を示す
⑥まず、正確な状況把握をする

例（会議のときに遅れてきたメンバーに）
「なぜ、遅れたのか？」→

※リーダーは、決めつけず、相手の状

（その理由や原因について）
「どうしてそうなったの？」
「何が問題だ

況や理由を正確に把握する

ったんだろう？」
（「ダメじゃないか」と決めつけない）

出典）秋庭(2010)をもとに作成

「『正しい答は何か』ではなく、
『正しい問いは何か』を求めな
ければならない」
（経営学者・ド
ラッカー）。 そうだったのか！

- 17 -

表８．人生をより良くするための質問
質問
①目標を設定する

内容、例

1)あなたは何を実現したいですか？
2)目標はいつまでに達成しますか？
3)目標を達成するために犠牲にすることは何ですか？

その上で、あ

なたは、目標と犠牲のどちらを選びますか？
②行動を起こす

4)どうやって目標を達成しますか？

その期限までに目標を達成す

るためには、
「いつ、何をすればよいのでしょうか？
な人間になればよいですか？

あなたはどん

誰の協力が必要でしょうか？」

※目標が大きければ、分割する
③成功するまでやり抜く

5)どうしたら、この壁をクリアできるだろうか？
（「もうダメだ」
「これは解決不可能だ」
「やっぱりダメだ」ではなく）
6)どうしたら、もっとうまくできるだろうか？

④７つのフィードバックの質問

1)よくできた点は何か？

（日々のいろいろなことに対して）

2)それはなぜうまくいったのか？
3)今後も続けた方がよいことは何か？
4)うまくいかなかった点は何か？
5)それはなぜうまくいかなかったのか？
6)今後やめた方がよいことは何か？
7)今後改善すべき点はどこか？

出典）谷原(2009)をもとに作成

好きな「質問」の名言

「我々の使命は何か」
「我々

「動機善なりや、私心

「人生は私に何を求

の顧客は誰か」
「顧客の価値

なかりしか」
（京セラ名

めているのか」（ドイ

は何か」「我々の成果は何

誉会長・稲盛和夫の事

ツ収容所体験におけ

か」
「我々の計画は何か」

を為す時の自問自答）

る精神科医・フランク

（ドラッカー５つの質問）

ルの問い）
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