
対話と会話は
何が違うのか

職場を活性化させ、
仕事を効率よく進めるために

対話は必要不可欠です。
ビジネスコミュニケーションの要となる

対話の効果について学んでいきます。

Part1
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Part1 対話と会話は何が違うのか

　会話と対話の違いを理解する鍵は「意味」にあります。私たちは同じ状況を経験していても、そ

の状況の「意味」を共有できていないことが多々あります。

　たとえば、ベテラン社員にとっては「よくある大したことのないミス」が、新入社員にとっては

「自分の会社人生を左右するようなミス」のように見えてしまい、深刻に悩むことがあります。こ

れはベテラン社員と新入社員で、同じ状況を共有しながらも、それぞれにとっての「意味」が違う

からです。十人十色とはよく言ったもので、同じ物事を見ていても、その人にとっての意味は本

当にバラバラです。

　コミュニケーションが、かみ合わないときは、必ず何かしらの意味のズレが生じているのです。

対話は、この意味のズレをすり合わせ、共有していくためのプロセスを指します。自分の気持ち

が「伝わらないな…」と思ったときは対話のチャンスです。まずは、お互いが持っている「意味」

の違いを確認し、違いをどう埋めていけばいいのかを共に考えていきましょう。

　しかし、対話スキルを習得するために特別な場を経験する必要はありません。「意味」の違いに

よってコミュニケーションが停滞しているシーンは、日常の中でいくらでも見つけることができ

るからです。日ごろのコミュニケーションの中で「意味」に意識を向け、対話を実践できそうな場

面を積極的に見つけていく姿勢が大切なのです。

ここでは、自律型リーダーに必要不可欠な「対話スキル」について理解を深めて
いきます。そもそも、なぜ、会話と言わずに対話と言うのでしょうか。会話と対
話は、一見同じようですが、実は大きな違いがあります。対話スキルを身につけ
ることで、仕事や人間関係をさらによいものに構築することができるのです。
特にリーダーにとっては、チームを動かす上で必須のスキルといえます。
まずは、対話の定義について理解を深めましょう。

伝わらないな…と感じたら
意味を見直すチャンス1-1

会話の中の１つとして対話を位置づける
大きな違いは「意味」を共有できているか

■ 会話と対話の違い

会話 対話
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PointPoint
❶ 対話の本質は「意味」にある
❷ 同じ状況を共有していても「意味」は十人十色
❸ すれ違いは意味を見直すチャンス

　どうでしょう。こんなすれ違い、みなさんの近くにもありませんか？

　このように、人の行動にはそれぞれ意味があります。リーダーは、積極的に「意味」に意識を向

けて、メンバーと対話を実践して、相手が納得できる状態に持っていくことが求められます。

　よくある例として、よかれと思ってやっていることの「意味」が相手に伝わらないというケース

があります。ここでは、ある営業職のリーダーとメンバーのコミュニケーションを取り上げます。

コミュニケーションが取りづらい人はいませんか？その人とコ
ミュニケーションが取りづらいと感じたシーンを思い出してみま
しょう。冷静に振り返ったとき、2人のコミュニケーションには
どんな「意味」のすれ違いがあったのでしょうか。

考えてみよう！

■ すれ違っていた「意味」

■ 状況（シチュエーション）

　営業リーダーの武田さんは、メンバーの小原さんの交通費の事務処理の方法に無駄がある
と感じ、よかれと思い「交通費は毎朝、昨日の分をまとめるのではなく、金曜の夕方に1週間分
をまとめて処理すれば効率的だよ」とアドバイスしました。
　ところが小原さんは「…はい」と返事はしたものの処理の方法を変えようとしません。武田
さんはイライラして、だから営業成績が伸びないのでは、とまで思い始めています。
　このケースでは、実は、交通費精算という1つの作業に対する2人の価値感が違っていまし
た。武田さんにとっては、交通費精算はただの雑務。ところが小原さんにとって朝の交通費精
算は、1日の営業活動に向けて儀式のような意味があったのです。確かに効率は悪いかもしれ
ませんが、昨日の動きを振り返り、今日の動きのシミュレーションにつなげる、とても大切な時
間だったのです。そのため、小原さんにとって交通費精算＝雑務＝効率化の対象、という価値
感を押しつけられることは耐えられないことなのでした。

事例
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Part1 対話と会話は何が違うのか

　お互いの持っている「意味」を知ることは、驚きの連続でもあります。同じ物事を見ているのに、

どうしてそう捉えるのか、全く理解できないということはありませんか？　ある価値が生み出さ

れるまでには、多くの人やモノとの関わりが積み重なっています。どんなことと関わりを持ってき

たのかは、人によってそれぞれですので、物事の捉え方が千差万別になるのです。

　例えば、仕事に対して文句ばかり言っている人がいるとします。リーダーから見ると、なんて

子供っぽい、とか、不満があるなら辞めればいい、などと思うこともあるでしょう。しかし、文句

を言う人の背景には、なんらかの社会的な要因が積み重なっている可能性があるのです。

　相手には相手の価値観があります。それは今までの経験から生まれてきたものであると考え、

まずは相手を尊重することが大切です。基本的に人の捉え方に対して、いい悪いの判断は必要な

いということです。それが相手を尊重するということなのです。相手を尊敬する必要はありませ

ん。賛同する必要もありません。相手を傷つけない、否定しないで受け止めるということが大切

なのです。それがリーダーの人間力ともいえます。

■ 尊重がなければ対話は成り立たない

1-1 では、対話の鍵となる「意味」について理解を深めました。「意味」の共有
ができていない状態で仕事を進めると、同じ目的に向かっていたはずが、いつの
間にかバラバラの方向に向かっていたということになりかねません。そのため、
リーダーは積極的に「意味」を捉える必要があります。
さて、次のキーワードは「尊重」です。メンバーと接する際に、相手を「尊重」
することの重要性について考えてみましょう。

対話で仕事が前に進む
関係性を作る1-2

そんな
考え方が
あるか！

信じられない！
どうしてそんな
考え方が
できるの？
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PointPoint
❶ 対話には相互尊重が必要である
❷ 価値観は人それぞれであり、いい悪いはない
❸ 「個人としての価値観」と「社会的な価値観」を分けて対話する

　自分が信じている「価値観」は、自分の今までの経験の中で作り上げられてきたということに

気がついたでしょうか。だからこそ、尊重されなくてはならないのです。

　とはいえ、仕事を円滑に進めるためには価値観の違いを放置しておくわけにはいかない場合も

あります。そこで、「個人としての価値観」と「社会的な価値観」を分けて対話することが大切に

なります。「個人としての価値観」を尊重しながら、「社会的な価値観」を対話によって作り上げて

いくのです。「個人としての価値観」と「社会的な価値観」はどこかで重ねることができますので、

相手の「個人としての価値観」を把握した上で、対話の糸口を見つけていくとよいでしょう。

　この事例の場合、杉田さんが変わることや、杉田さんからの働きかけを待っていても事態は変わ

りません。リーダーが相手を尊重する姿勢を持って積極的に働きかけていく必要があるのです。

あなたが大切にしている「価値観」を１つあげてください。その
「価値観」は今までのどのような社会的関係性（人やモノとの関わ
り）の中で構築されたのでしょうか。影響を受けた人、本、番組な
どを思い出してください。また、その「価値観」に基づいて行動し
た際に受けた反応なども思い出してみましょう。

考えてみよう！

■ 価値観を作るにあたって影響を受けたもの

■ 価値観に基づいた行動に対する周りの反応

■ 大切にしている価値観

　仕事の成果を出すことがすべてであると考え、チームの行事やミーティングはよく欠席する
杉田さん。しかし、組織に貢献する＝生産性という個人としての価値観が前面に出過ぎていま
す。「自分の生産性だけではなく、組織の生産性も重視すること」、「数字にはダイレクトに反映
されなくても、コミュニケーションやモチベーションが組織に貢献すること」を理解できれば、
杉田さんはさらに組織の中でインパクトを持って活躍することができるようになるはずです。
「活躍する」という価値観は杉田さんの個人としての価値観と共有できる部分ですから、「さらな
る活躍」という価値観を対話によって作り上げることが双方にとって幸せな結果を導きます。

事例
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Part1 対話と会話は何が違うのか

　効果が上がらない取り組みは、ただの負担になってしまいます。特に職場外での活動は時間と

お金がかかるため、負担になりやすいのです。

　その代表が飲み会ではないでしょうか。お酒が入ればコミュニケーションも円滑に進むだろう

と、定期的に開催することにしたものの、参加者がどんどん減ってしまったり、数回で立ち消え

になってしまうということはありませんか。

　毎回、同じ話のネタで盛り上がる飲み会では、関係性が深化するとは思えません。コミュニ

ケーションを深化させるためには、どんな場であれ、リーダーとメンバーとのコミュニケーショ

ンとして対話を取り入れることが有効です。しかし、日ごろの関係性ができていない状態の中、

飲み会で急に対話ができるかというと、なかなか難しいものです。

　飲み会で対話を実践していくためには、段階的にコミュニケーションの質を変えていく必要が

あります。ただのおしゃべりに流されないようにハンドリングしていく必要があるのです。

　では、どんなテーマで話を進めていくとコミュニケーションの質が変わっていくのでしょう

か？　効果的なテーマを考えるためには、日ごろのコミュニケーションの傾向を分析しておく必

要があります。日ごろのコミュニケーションの状態を把握できているからこそ、それを変革する

効果的なテーマが見つかるのです。

■ 職場外コミュニケーションを対話の場に

コミュニケーションの活性化のために、飲み会やイベントなど職場外での取り組み
を行うことがあります。しかし、開催が目的になってしまい、マンネリ化や空洞化
が見られることも珍しくありません。せっかく活動に取り組むのであれば、効果を
出さなくては意味がありません。今回は特に形骸化しやすい職場外のコミュニケー
ションを、どうしたら活性化させることができるのかについて考えてみましょう。
コミュニケーションの質が重要なポイントになります。

職場外のコミュニケーションを
うまく活用するために1-3

対話のない飲み会 対話ができる飲み会
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PointPoint
❶ コミュニケーションの質を上げることが大切
❷ 日ごろのコミュニケーションを分析して傾向を見る
❸ リーダーが働きかけなければ質は上がらない

●仕事の話が多い場合は、リーダーがプライベートを開示する

　話題に仕事の内容が多く、プライベートな話題を避けている場合は、関係性が一面的になって

いる可能性もあります。まずは、リーダー自らがプライベートについても話をしてメンバーとの

信頼関係を築いていきましょう。プライベートの話が自然にできるようになると、人の持つ多面

的な可能性を見つけやすくなります。対話としても盛り上がる大切なテーマです。

●話題に偏りがある場合は、リーダーがテーマを提示する

　特定の人のうわさ話で盛り上がったり、仕事の話を避ける傾向がある場合、リーダーは積極的

にテーマを提示し、コミュニケーションの質に対して働きかける必要があります。

　この場合、まずはリーダーがメンバーの日ごろの仕事ぶりを褒めてください。褒めることに

よって自己開示と同じくらい相手との信頼関係を構築することができます。そこから自然に話を

展開していき、仕事に対しての問題意識などを引き出していきます。

　このように、日ごろのコミュニケーションの分析から、リーダーが働きかけるべき対話のテー

マが見えてきます。

仕事上のコミュニケーションでは、どんな話題が多いでしょう
か？　また、どんな話題を避けようとしますか？

考えてみよう！

■ メンバーとリーダーとの間で避けられがちな話題

■ メンバー同士で多いと感じる話題

■ メンバー同士で避けていると感じる話題

■ メンバーとリーダーとの間で多い話題
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Part1 対話と会話は何が違うのか

　質問とは、相手の隙を突くための手段であるとか、反対するときに使うものであるなど、意外

にネガティブなイメージを持っている人がいます。自分の価値や実力を測られてしまうという印

象もあるため、「何か質問はありませんか」と言われた瞬間に身体がこわばってしまう人もいるの

ではないでしょうか。

　しかし、対話において質問は、相手の扉を無理なく開けるために必須の道具ともいえるのです。

質問なしの対話で相互理解が得られることは、まずないと思った方がいいでしょう。よい質問は

相手の思考を刺激します。考えながら答えているうちに、さらに思考が活性化されて、思いもよ

らなかった自分の気持ちを言葉にすることができることもあるのです。

　また、質問はコミュニケーションを適度にハンドリングする上で、とても大切なスキルです。

ビジネスシーンで対話を実践する際には、必ず時間という制約がついてまわります。話が横道

にそれてしまったとき、核心になかなかたどり着けないとき、質問によってやわらかく誘導す

ることができるのです。効果的に質問を使っていくには、タイミングと表現がとても大切です。

具体的には第２章で質問スキルを磨いていきますが、ここでは質問の意義を捉え直していきま

しょう。

■ 「聴く・訊く・伝える」は対話の基礎スキル

対話により信頼関係を構築するには、どうしたらよいのでしょう。対話とはおしゃべ
りではありません。相手の価値を引き出し、受け止め、自分の価値との違いを認識し
た上で、すり合わせていくというゴールが求められます。そのためには「質問」が鍵
になります。コミュニケーションの潤滑油でもあり、エンジンでもある質問について
考えてみましょう。

ビジネスコミュニケーションでは
質問が鍵1-4

話の内容だけでなく、
事情と想いを

想像する。察する。

聴く：信頼構築

相手の中にあるものを
引き出し、形作る。

訊く：相互理解

相手と自分の間を結び、
何かを立ち上げる。
つなげていく。

伝える：行動促進
ⓒHRInstitute
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PointPoint
❶ 質問は相互理解のためのツール
❷ 相手への関心がなければ質問は出ない
❸ 質問力がある人の３つのポイントを意識する

　質問が出るときと出ないときの差は何でしょうか。それは相手に対する関心の度合いです。関

心があれば自然に質問が出ます。関心を持てるかどうかは意識次第で変わります。相手を尊重す

る気持ちが関心につながることもあります。自分とは全く違う経験をしているということを改め

て認識して、目の前の相手に興味を持つようにしましょう。

　関心があるという大前提の上で、質問力のある人が意識しているポイントは以下の３つです。

　1つ目のポイントは、話の全体像をいつも意識するということです。自分の興味を満たすため

だけにバラバラと質問をするのではなく、話の流れを意識して質問を重ねます。

　２つ目のポイントは、質問の種類を体系的に押さえて効果的に使い分けるということです。ク

ローズド質問、オープン質問、What質問、Why質問、How質問などがありますが、これらを適切

に使い分けます。（質問の種類については、本テキストの2-7、2-8に掲載しています）

　３つ目のポイントは、質問を積み重ねる質問デザイン力です。相手が自分の思う通りに答えて

くれるとは限りません。話の展開が思わぬ方向にいったとしても、次の質問で軌道修正できるよ

うな質問デザイン力が必要です。

　このように、対話を効果的に実践していくためには、質問は欠くことのできない重要なスキル

になります。

1対1のコミュニケーションでは、自分から相手にたくさんの質
問をする方ですか？　また、質問が出るときと出ないときには、
どんな違いがあるのかを考えてみましょう。

考えてみよう！

■ 質問が出るとき

■ 質問が出ないとき

■ 1対1のコミュニケーションでは質問をする方？
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Part1 対話と会話は何が違うのか

　上記の7フェーズの変化のうち、目に見えるのはフェーズ６からです。フェーズ１～５までは個

人の内面の変化であり、働きかける側としては変化を捉えることは困難です。しかし、途中でやめ

てしまっては最終的な効果は生まれません。

　継続して効果を出すためには、効果の捉え方を段階的にすることをお勧めします。人の変化は

目には見えにくいものです。そのため、「互いに挨拶をし合う状態をゴールにしよう！」と1つの

ゴール設定で改善に取り組もうとすると挫折しやすくなります。しかし、挨拶をして返答がな

かったとしても、毎日声をかけ続けているうちに、少しずつその人の内面には変化が現れている

のです。

■ 効果の段階を描く

コミュニケーションの問題に取り組む際には、あきらめない気持ちが大切です。
実際に、朝の挨拶をしないメンバーに対して自分から 1 年間挨拶を働きかけて現場
を変えた人がいました。1 年間、返事がない状態でも声をかけ続けたのです。
コミュニケーションの問題を解決する上で効率的なやり方はまずありません。対話
できることが当たり前の状態に持っていくためには、想像以上の地道な取り組みが
必要です。効率よりも効果が大切なのです。

効率を追わず、効果を見る1-5

現  状 フェーズ
1

フェーズ
2

フェーズ
3

フェーズ
4

フェーズ
5

フェーズ
6

フェーズ
7

効果
（ゴール）

フェーズ１：こちらが挨拶したことに気づく（返事は期待しない）

フェーズ２：こちらが継続して挨拶していることに気づく（返事は期待しない）

フェーズ３：継続して挨拶が行われることに違和感を感じ始める（返事は期待しない）

フェーズ４：だれかが挨拶を返す状態を横目で見始める

フェーズ５：挨拶をするかしないかの葛藤が個人のそれぞれのレベルで始まる

フェーズ６：挨拶をする人が増えてくる

フェーズ７：全員が挨拶する状態が安定してくる
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PointPoint
❶ 効果のフェーズは段階で描く
❷ 途中であきらめるとすべてが無駄になる
❸ シンプルなことを繰り返し働きかける

　目に見えない変化を信じる。これこそが効率を追わず、効果を見る考え方です。コミュニケー

ションの問題は効率を考えては解決できません。どの企業の現場においてもコミュニケーション

の問題を解決するための施策は極めてシンプルなものです。

　例えば、会議での発言が出ないという問題があった場合、解決策として実施することは、ポス

トイットカードを使う、全員に意見を言ってもらうようにファシリテーションをする、事前に議

題として考えてきてほしいテーマをアナウンスする、絶対に意見を否定しない、などが考えられ

ます。どれもシンプルなことです。このような働きかけを続けることによって、ポストイット

カードというツールに頼らなくても、ファシリテーターに指名されなくても自ら発言をするとい

う状況が生まれるわけです。

　しかし、1回の会議で働きかけて「やっぱり難しいな」とあきらめてしまったら、もうそれ以上

の効果は期待できません。コミュニケーションの問題に対する解決策は、シンプルなことをあき

らめずに働きかけ続けるということしかありません。対話も同じです。一度うまくいかなかった

からといってあきらめてしまったら、もうそれ以上、先には進めません。

　リーダーとして、対話によって現場にさらなる活力を吹き込むためには、効率を追わず、効果

を見つめていくことを心がけましょう。

今、コミュニケーションで「変えたい」と思っていることを具体的
に考えてみましょう。最終的なゴール・イメージはどういう状態
でしょうか？　また、そこに向かうにあたって、どんなフェーズ
がいくつくらい存在するでしょうか。

考えてみよう！

■ ゴール・イメージ

■ 間にあるフェーズ

■ 「変えたい」と思う問題点


