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ビジネスにおける
交渉の重要性

Part1
交渉は、いかなる仕事にも必要なスキルです。

問題解決に向けて協働の姿勢で
相手との信頼関係を構築し、

共に解決策を作り上げることを意識しましょう。
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Part1 ビジネスにおける交渉の重要性

私たちは、どのような職種についていても交渉を行っています。営業職であれば、大きさの違

いはありますが、仕事自体が日々交渉の連続ですし、交渉ができない営業パーソンは、泳げない

魚のようなものです。

例えば、交渉ができない人事担当者がいたらどうなるでしょうか？　一方的に求職者の希望を

鵜呑みにして給与を決めたりする人事担当者では、企業は大変なことになるでしょう。

また、交渉ができない上司がいたらどうでしょう？　部下の立場から見ると、最も頼りなく見

えるに違いありません。けんかに負けて泣いている上司の姿を見て、部下の目には、頼れる上司

に映るでしょうか？　相手に殴られっぱなしのごとく、一方的に仕事を押しつけられている姿を

見れば情けないと思うでしょう。

例えばあなたが、一組織のリーダーだとして、今期の組織目標を達成するためには、だれにど

う動いてもらわなければいけないかを考えてみてください。目標達成に向けて、すべてのメン

バーが、主体的に動ける組織であれば、リーダーはそれほど苦労がないかもしれません。しかし

現実には、いろんなメンバーがいます。リーダーとして組織の機動力を上げるためにも、メン

バーに動いてもらうための交渉が必要なのです。つまり、社外だけではなく、社内に対しても同

じように交渉力を発揮していかなければなりません。

また、交渉ができない経営者が

いたらどうでしょうか？　自分の

会社を守る交渉ができない経営者

は、経営者とはいえません。

つまり、交渉力とは、どのよう

な職種にも必要不可欠な能力とい

えるのです。

交渉で相手と
Win-Winの関係を作る1-1

本章では、リーダーとして、交渉力がいかにビジネスを進める上で重要かについて
学びます。交渉とは、勝ち負けで結果を決めることではありません。交渉後にお互
いの満足度を高めることが重要なのです。

交渉力はいかなる仕事にも必要
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❶ 交渉は、どのような立場の人も行っているビジネススキルの１つである
❷ 交渉とはお互いの満足度が重要であり、Win－Winのレベルをいかに
高められるかが鍵である

❸ 交渉では、自分の考え、スタンス、都合をしっかり自覚することが求め
られる

PointPointPointPoint

考えてみよう！ あなたが、今まで行ってきた交渉の中で、一番難題だと思った交
渉はどのようなシーンだったでしょうか？　また、解決したとき
は、何が決め手でしたか？

よい交渉とは、相手とWin-Winの関係を作ること

では、交渉とは何でしょうか？

交渉とは、押したり引いたりしながら、どれだけ自分が譲れて、どれだけ相手から譲歩を勝ち

取れるかです。10対０で、相手を打ち負かし、リング上にノックアウトすることではありません。

できればこちら側の譲歩は少ない方がよく、相手からの譲歩は多い方がいいに決まっています。

しかし、交渉に勝つということは、譲歩の割合が多い少ないだけでは言い表せません。交渉とは、

お互いの満足度であり、最もよい交渉とは、お互いの満足度が高いことです。Win-Win のレベル

をいかに高められるかということなのです。

片方が、他方よりも満足度が高いということは、他方がその分低いということになります。そ

れをバランスよく交渉できるかが鍵となります。そのためには、こちらの考えをしっかり伝える

ことが大切です。相手には相手の都合がありますが、こちらにはこちらの都合があることを述べ

ることです。交渉のテーブルにつくということは、自分の考え、こちらのスタンスや都合をしっ

かり持つことが求められるのです。

こちらのスタンスがないということは、相手にとっては、交渉の相手に値しません。お互いの

考え、スタンス、都合をぶつけ合った上で、落とし所の満足度レベルを高めていくことが大切な

のです。

また、自分の考え、スタンス、都合を自覚するのと同じように、相手の考え、スタンス、都合が、

どこから発生しているのかという根源を知ることも必要となります。どのような理由でそのよう

な考えになっているのかを引き出し、今の考えでなくても、その源の考えを代わりに実現してあ

げるような姿勢がないと交渉はうまくいきません。
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Part1 ビジネスにおける交渉の重要性

アメリカには、交渉学と言われる学問があるほど、交渉術を勉強する人が多くいます。交渉力

を問題解決力として捉え、交渉力が強い人ほど、さまざまな難関を乗り越えることができる逸材

だと認められているからです。特に、リーダーという立場においては、判断、決断、交渉が日々の

ミッションであり、判断、決断、交渉ができない人はリーダーの職務を行っていない、できない

人とみなされます。交渉力とは問題解決力なのです。

問題解決力は、どんな職種にも必要です。全員に問題解決力が求められるということは、その

チームを率いるリーダーは、その中でも最も優れた問題解決力を持った人でなければなりませ

ん。つまり、リーダーの交渉力は、リーダーがリーダーである能力を最も示すものなのです。

交渉で一番重要なのは、「協働する」という考え方、つまり「あなたと私とで、目の前にある問

題を協力して解決していこう」というアプローチです。つまり、お互いを問題解決のためのパー

トナーと考えることが大切なのです。「交渉」という言葉には、駆け引きをするという意識や、勝

ち負けを競うゲームという言葉を思い浮かべる人が多いのですが、そういう思い込みは捨てて、

創造的に問題を解決するためのプロセスと捉える必要があります。 

例えば、メーカーと、営業代理店の価格交渉のシーンを例に見てみましょう。

営業代理店は、なるべく安価でメーカーからの商品を買い取りたい、メーカーは正規の希望価

格で売りたいと、どちらも自社の利益だけを考え、自社の希望金額を主張し続けると、交渉は平

行線をたどることになります。そこで「協働」というアプローチが非常に重要になってくるので

す。絶対にお互い「NO」としか言わないような、対立した状況において、これだけはどちらも反

対しないというテーマを探し、その切り口をもとに、そこからコミュニケーションをスタートさ

せるのです。ハードルの低いテーマから一緒に解決することで、小さくても協働を生むことがで

きます。そうすると、その後の交渉がスムーズに進みます。つまり、交渉においては、初めの段階

信頼関係を作ることが
交渉の結果を変える1-2

交渉とは結果の勝敗を競うものではありません。相手との間にある問題を解決す
るための「協働」のプロセスです。「協働」をするためには、まず、お互いの信頼関
係を築くことが大切です。

交渉力とは問題解決力

協働という考え方で信頼関係のベースを作る
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❶ 交渉力とは問題解決力の１つであり、問題解決力の高い人は交渉力も高い
❷ 交渉では、「協働」の姿勢で、相手との信頼関係を構築しよう
❸ 交渉において、相手の信頼を得るためには、相手の話にしっかり耳を傾
けることが大切である

PointPointPointPoint

での信頼関係が非常に大切なのです。交渉相手と、「これからの交渉のプロセスは協働を重ねて

いきましょう」という意識があるかないかでは、交渉の結果が変わってくるのです。

交渉は、駆け引きではなく相手とのコミュニケーションです。コミュニケーションにおいて重

要なことは、自分の主張よりも相手の話に耳を傾け、相手が何を望んでいるのかという相手の心

からの声を聞くことなのです。

   「聞く」という行為は一見受動的で、不利なことと思いがちですが、実はコミュニケーションの

主導権を握る行為なのです。聞くことで、相手の情報を多く収集することができ、相手に「この

人は私の話をしっかり聞いてくれている」という信頼感を持ってもらえるからです。聞くという

スキルには、以下のレベルがあります。

交渉の場では、聞くレベルを、４、５のレベルに上げて、全身全霊で相手の話を聞くことに徹

しましょう。表面的に話を聞くのではなく、相手が話をしているプロセスから、相手の本音や深

層心理を読み取ることが大切なのです。

考えてみよう！ あなたは、普段から相手の話をどれくらい聞けていますか？　仕
事相手とのコミュニケーションで、「私はあなたの話をしっかり聞
いています」というメッセージを送るとき、どのような工夫をし
ていますか？

信頼関係を育むための「聴く」スキル

ⓒHRInstitute

レベル１．無視する（聞く努力をしない）
レベル２．聞くふりをする（聞いているように見せかけるが、実際は聞いていない）
レベル３．選択的に聞く（自分が興味・関心を持っているところだけ聞く）
レベル４．注意して聴く（相手の話に集中し、注意深く聴く）
レベル５．相手のために聴く（耳、目、心を使い、相手の言葉、意思、気持ちのすべてを聴く）
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Part1 ビジネスにおける交渉の重要性

交渉過程のどの段階においても、自分の目的、または会社の目的が何かを明確にしておかなけ

ればなりません。交渉に臨む場合は、まず目的を書き出し、それに優先順位をつけて確認をして

おくことが大切になります。

Ａコンサルティング会社としては、①～③まですべて自社で引き受けて、事業の立ち上げまで

受注したいところです。しかし、Ｂ飲料メーカーがA社１社にすべてを任せるという判断がある

かどうかはわかりません。可能性としては、新規事業の企画案だけをＡコンサルティング会社か

らもらい、他のコンサルティング会社と新規事業開発を進めるということもありえるのです。

このように事前に想定される問題を考えることは非常に大切になります。

1-3 交渉のゴールは１つではない

交渉では、勝敗の結果や駆け引きの手法だけにこだわってはいけません。いい交渉
とは、結果的にいろいろな利益を生み出すものです。ここでは、交渉のゴールにつ
いて考えてみましょう。

交渉のゴールを明確にする

事例

例えば、Ａコンサルティング会社の事業開発部の佐藤さんが、Ｂ飲料メーカーの企画開発部
の山田さんに、「新規事業を立ち上げたいのでＡコンサルティング会社で企画提案をしてくれな
いか」と頼まれたとします。
佐藤さんにとっては、ビジネスチャンスですので、ぜひとも受注につなげたいところです。
ここで、佐藤さんにとっての交渉の最終ゴールは、
   「Ｂ飲料メーカーの新規事業開発に携わり、企画から事業の立ち上げまでを受注すること」です。
　しかし、Ｂ飲料メーカー側は、企画提案だけを受け取って、そのプランをそのまま別の会社に
依頼する可能性もあります。
　ここから佐藤さんの交渉が始まるわけです。まず、交渉のゴールを書き出してみましょう。

① 企画提案が採用される
② 新規事業開発のパートナー会社になる
③ 新規事業プランに加えて、事業の立ち上げの部分でも協働する

　このようにゴールは複数あり、どのゴールを目指すのかを交渉の前に確認し、優先順位をつ
けることが大切です。
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Ａコンサルティング会社は、企画から新規事業の立ち上げまでをトータルで受注することをゴー

ルとしましたが、交渉のゴールは金銭的な恩恵を受けることだけとは限りません。仮に受注できな

くても、交渉相手からの長期にわたる信頼を得られるチャンスでもありますし、企画提案をしたこ

とで、内容に対する評価をしてもらうこともあります。また、すべての交渉がうまくいったことで、

後々の評判となり、口コミで他のお客様との関係性ができ上がるケースもあります。

交渉の場に出るということは、リスクがある場合もありますが、自社のビジネスが前進する

チャンスでもあります。交渉で得られる恩恵は、数字で測れる定量的なものだけではなく、長期

的な視点で考えた場合のメリットとして表れるケースもあるのです。

  「交渉相手と再び取引をするつもりで交渉相手を扱うこと」これが、交渉相手に接するときの基

本的なスタンスです。結果的に自分に有利な交渉結果になったとしても、後々に相手の中に生ま

れるネガティブな感情は、一度きりの交渉ではフォローができないものです。また、一度の取引

で終わらせようとすると、相手が不利な結果に終わってしまった場合、相手が不快感を持ってし

まう可能性もあります。

一発勝負で鮮やかに勝つ交渉は気分がいいものですが、ビジネスにおいては、どこでどのよう

な情報が流れるかわかりません。一度きりの交渉で取引が成立することは、よほど交渉相手との

間で好条件がそろっているか、お互いがその交渉を最初から望んでいた場合しかなく、たいてい

は何らかの問題があるため、交渉が必要と

なるのです。交渉相手を、問題を共に解決し

ていく協働の相手と捉え、いずれは長期的

なビジネスパートナーになるという前提で

交渉に臨みましょう。

もし、長期的なパートナーになりえない

相手であれば、交渉のテーブルにつかない

という判断も必要です。

❶ 交渉のゴールを明確にし、優先順位をつけよう
❷ 交渉では短期的な恩恵だけではなく、長期的にもたらされる恩恵にも
目を向けよう

❸ 交渉は一発勝負ではなく、ビジネスパートナーとの長きにわたる関係
構築の機会と捉えよう

PointPointPointPoint

交渉は一発勝負ではない

交渉で得られる利益は数字だけでは測れない

短期的な恩恵

長期的な恩恵

交渉の
ゴール

交渉の
ゴール
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