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01ビジネス
コミュニケーションとは
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01：ビジネスコミュニケーションとは

日常生活の中で、誰もが「何らかのコミュニケーション」をとって

います。特別にコミュニケーションの方法を教わった経験がなくて

も、「自分なりのやり方」で対応しているでしょう。

しかし、社会に出て実際の「ビジネス現場」で、関係各位とコミュ

ニケーションを取ったときに、「自己流ではうまく通用しない」

場合があります。たわいない会話とは違い、顧客や取引先の担当者

とのやり取りは、企業の看板を背負っているため、コミュニケー

ションの良し悪しが企業の評判や業績にも影響を与えます。

広義的な「コミュニケーション」の目的は、人によってさまざま

ですが、ビジネスにおいては、「信頼」を損なわずに「自分自身の

業務目標や企業全体の目標の達成」に向けて、良好な人間関係を継

続していくことにあります。

ビジネスコミュニケーションが円滑に進むと、相手にとっては

「頼もしい存在」として安心感を与えることができますし、自分

自身も「相手との順調な関係」が、仕事のモチベーション

を高めるといったメリットがあります。

ビジネスコミュニケーションの目的

ビジネスコミュニケーションの目的は、
自分自身の業務目標や、企業の目標
を達成する土台を作ることです。
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01：ビジネスコミュニケーションとは

ビジネスでは、バックグラウンドが異なる人々や、さまざまな世代

の方々と、共に働く機会が増えます。

そのため「生まれ育った環境、モノの考え方の違い、世代間ギャッ

プなどの違い」を超えて、対話する相手にわかりやすく、話の内容

を理解してもらうことが大切です。

また「この人と仕事ができて良かった」というように、相手の満足

度を高めることも、非常に重要です。

ビジネスコミュニケーションの「スキル」を身につけることは、

自社の取り扱う製品やサービス内容を正しく相手に伝えたり、

社内メンバーとの連携をスムーズにおこなうために必要です。

スキルの「型」を知り、実際に使ってみることで「ビジネスでつな

がる人々」との関係を健全に保ちましょう。

相手の「理解度」と「満足度」を高めていくという、ビジネスコ

ミュニケーションの本質を踏まえて、本資料の「3つの基本スキル」

や「スキルアップの技術と期待される効果」の各章を参照し、

「これは使える」と感じた内容は、ぜひ積極的に実践して

みてください。

ビジネスコミュニケーションの本質

ビジネスコミュニケーションの本質は、
関係者の積極的な参加を促し「理解度」
と「満足度」を高めることにあります。
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023つの基本スキル
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「誰に何を話すか」がわかっていると、事前に相手が興味を持つ
「前置き」を考えることができます。仮に「上司にコストの話をす
る場合」には「コスト削減のアイデアを思いつきました」という前
置きがあるだけで、漠然と話をはじめるよりも、興味を持って聞い
てもらえる状況を作ることができます。

相手の「関心」を引きつけるためには、「誰に何を話すか」を明確
にすることが大切です。「今更何だそんなことか」と思われるかも
しれませんが、実はこれが一番重要な項目で、なかなかできていな
い場合が多いのです。

話す相手が「同僚」なのか「取引先」なのかでは、敬語の使い方や
マナーにも違いがあらわれます。例えば「自社の製品に詳しくない
顧客」に説明するなら、できるだけ「専門用語」を使わずに、ゆっ
くりと伝えることが有効だと気づきやすくなります。
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02：3つのスキル

相手に「話を聞きたい」と思ってもらうめには、
才能やセンスが必要だと思われているかもしれません。
しかしながら、以下3つのポイントに留意して、話を組み立てて
いけば、ビジネスでのコミュニケーションに、十分役立ちます。

①「関心」を引く話し方をする

2：相手が興味を持つ「前置き」を使う

3：「数字」を有効に利用する

1：誰に何を話すのかを明確にする

ビジネスでは、あいまいな表現よりも、「数字」を利用して伝える
ことで、より明確な認識をうながすことができます。
「沢山のお客様に好評でした」と伝えるよりも「約500件の注文が
入りました」という表現の方が、どの程度好評だったのかわかりや
すくなり、人の記憶に残りやすくなります。



© Chatwork

相手が話し終わるまで「聴く」ことに努めます。
話の内容に意見や疑問がある場合には、その間にメモをとるなどし
て、可能な限り途中で相手の話をさえぎることがないように努めま
す。打ち合わせの参加者に、話がとても長い人がいる場合には、
あらかじめ「打ち合わせの時間」を伝えておくなど、適宜対策を講
じながら、話し合いの場に望む準備も大切です。

3つ目に、適度な「あいづち」も重要なポイントです。話し手の心を
開かせる効果があり、興味を持って聴いていることを伝えるシグナ
ルの役目を果たします。ただし、毎回同じ「あいづち」を連発して
いると、聞き流されている印象を与えかねないため、いくつかバリ
エーションを用意しておくといいでしょう。
他にも「うなずき」や「表情」で関心を示すことも効果的です。
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02：3つのスキル

ビジネスで相手が話している時には、相手への「共感」
を伝えながら聴くことが大切です。
話し手が安心して意見や要望を述べるためには、「あなたの話をき
ちんと聴いていますよ」というサインを発しながら、興味を示す態
度で望みます。もし仮に、何の反応も示さないと、相手は「自分の
話を聴いているだろうか」と不安になります。

②「共感」のサインを発しながら聴く

2：話の腰を折らずに最後まで聴く

1：視線を相手のアイゾーンに向ける

3：適度なあいづちを打つ

会話中は、相手の目の位置から首元あたりまで（アイゾーン）に視
線をおくように努めましょう。ただし、視線をずっと「目」だけに
合わせていると、威圧感や緊張感が生まれる場合があるので凝視し
ないようにします。



© Chatwork

相手が話す内容に、少しでも気がかりな点や違和感を覚えた場合に
は、できるだけその場で質問しましょう。認識の違いを放置したま
ま話が進むと、認識のズレが大きくなり、余計な時間や労力を使う
ことになりかねません。ビジネスにおいては、疑問がわいたときの
質問は、トラブルを事前に回避するポジティブな行動です。
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02：3つのスキル

人はわかっていても、自分や自社のモノの考え方が
共通認識だと勘違いしてしまうことがあります。
特に「用語」の定義については、自社と他社で「全く違う意味」
で使用している可能性があることを意識しておきましょう。
少しでも気がかりな点がある場合は、コミュニケーションのズレを
防ぐための「フィードバック」が欠かせません。

③「質問」で相手との認識を合わせる

1：気がかりな点は質問する

3：違う言葉で置き換えて確認する

2：相手の話を繰り返す

コミュニケーションのズレを防ぐためには、「相手の話した言葉を
繰り返す」ことも有効です。一般的に「人によって認識に差異が生
じない言葉」については、特に有効です。仮に「約束の時間」が “午
前10時” の場合、（時差がない日本では）企業によって認識の違う 
“午前10時” は存在しませんから、「約束の時間は “午前10時” です
ね?」と問いかけることで、認識を合わせることが可能です。

もう一つ有効な手立てとして、「相手の話した内容を、別の言葉で
置き換える」方法があります。相手が認識している状態と、こちら
の認識があいまいな場合に利用できます。例えば「貴社の “新商品” 
が気に入った」という話を受けて「弊社の “A製品” を気に入ってい
ただけたのですね」といった確認が可能です。
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03スキルアップの技術と
期待される効果
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話の重要な箇所で声を低く保ったり、
やや大きめに発声するなど、抑揚や
音量に強弱をつけます。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

「言語コミュニケーション」を鍛える

「言語」によるコミュニケーションは、ビジネスの
あらゆるシーンにおいて「相互理解を深める」ための重要
な手段です。ここでは「相手の興味・関心を引きつける効果」が
期待される「音声の使い方」を工夫する方法を紹介します。

話し方に「メリハリ」をつける
集中して話を聞き続けてもらうためには、単調な口調だと限界があ
ります。本来良しとされる「心地のよい声」は、メリハリがないと
返って眠気を誘う場合があります。以下、4つのポイントを押さえ
て、メリハリのある話し方を心がけるといいでしょう。

大事なポイントをゆっくり話したり、
一度に聞き取れる速度でテンポよく
話すなど、速度に変化を持たせます。
「相手がメモを取れるスピード」に
調整するなどの工夫もできます。

話し方に「メリハリ」がつく！

トーンを
変える

話に間（ま）
を持たせる適度な抑揚

・強弱を
つける

速度を
調整する

1：速度を調整する 2：適度な抑揚・強弱をつける

3：話に間（ま）を持たせる 4：トーンを変える

商談時には明るめの声、お詫びの時に
は、調子を落とした声など、声の
トーンを用途によって使い分けます。

話の区切りを演出したり、特に重要な
内容を話す前に「間」があると効果的
です。1〜3秒程度を目安に活用してく
ださい。
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現在はテレワークなど、カメラごしでの打ち合わせも多くなりましたが、
ジェスチャーや適度な動作は、「数・大小・方向」などを伝える
のに効果的です。また、相手への共感を示すために「大きくうな
ずく」などの行為も有効です。

ビジネスでは、まず相手に視線を合わせることが「相手を肯定するサイン」に
なります。できる限り「参加者全員とアイコンタクトする」ことを心がけま
しょう。しかし、相手によっては積極的にアイコンタクトをとろうしない場合
があります。そのときは、無理に視線を合わせず、好ましい振る舞いを心がけ
ながら、相手が徐々に心を開いてくれるのを待ちましょう。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

「非言語コミュニケーション」を磨く

ビジネスでは、しばしば「話の内容」よりも「視覚的な
情報」が強い印象を与えることがあります。
「信頼関係を築き、保ち続けるための秘訣」として、視覚に訴える
「非言語」のコミュニケーションスキルを磨くことを目指します。

「視覚的な情報」を活用する
以下に、押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

1：アイコンタクトを心がける

2：ジェスチャーや動作をつける

3：視覚的なツールを利用する

慣れてきたら「言語・非言語コミュニケーション
で紹介した技術を、いくつか組み合わせて、
「自分らしいパターン」を見つけましょう。

例）話の間をおくタイミングでニッコリ笑い、
次にゆっくりと重要な要点を話す。

打ち合わせ用に作成する「資料」なども汎用的なものだけで
なく「相手のためだけに作られた資料」があれば、相手の
関心度は高くなります。
また、視覚的に「見やすい資料」は相手の理解度を高めます。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

「無意識の反応」を点検する

話し合いの場では、一見コミュニケーションが円滑に
進んでいるように見えても、無意識のうちに相手にとって
不愉快な態度をとってしまっている場合があります。

例えば、複数人で定例の打ち合わせをしている時、いつも発言する
人が決まってくると、注意を払っていても、あまり話に参加しない
人に対して、つい話を振らなくなる傾向があります。
「自分の意見は求められていない」「無視されている」と思われて
しまうことがないように、注意が必要です。

以下に、「無意識の反応」のチェックリストを紹介します。
自分ではそのつもりがなくても、無意識のうちに相手に好ましくな
い印象を与えていないかどうか、点検してみましょう。

無意識の反応チェックリスト：6項目

❏ 相手が話しかけたのに、目を合わせない

❏ 作業の手を止めず、ながら聞きをしている

❏ 腕や足を組んで話を聞いている

❏ ため息をついている

❏ 関心のない表情を浮かべている

❏ 同じあいづちを頻繁にうっている

     （聞いていない印象を与えている）
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03：スキルアップの技術と期待される効果

実際のビジネスシーンで「伝えたいこと」を正しく
理解してもらうために、「相手にわかりやすい構成」で話す
ことが大切です。

限られた時間内に効率よく伝えるために、ここではよく知られてい
る「3つの話法」を紹介します。基本的に、①②③の紹介順に「話す
時間が長くなる傾向」があります。「時間配分」も意識して、それ
ぞれの話法を使い分けてみてください。

話を自然に組み立てられるようになるまでは、メモなどを取りなが
ら、自分の伝えたいことを整理しておくといいでしょう。

「話法」を活用する

Summary：要約

Details：詳細

Summary：要約

SDS法は、「要点をざっくり話したい時」に有効な話法で

す。最初に「要約」を話し、次に「詳細」を、最後にもう

一度「要約」をシンプルに伝えます。

① SDS（エス・ディー・エス）法

▼テキストの型（例）

○○は
・・・・・・・・・です。

詳しく説明すると
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・です。

そのため、○○は
・・・・・・・・・です。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

Whole：全体像

ホールパート法は、最初に「全体像（ホール）」を話して
から、3つ程度の「部分（パート）」に分け、具体的に説明
します。そして最後に「要約」で締めくくる話法です。

最初に「伝える内容は3つです」など、具体的な「数字」で
補足を入れておくと、相手によりわかりやすく伝えること
ができます。

Part①：説明①
Part②：説明②
Part③：説明③

Whole：全体の要約

② ホールパート法

▼テキストの型（例）

伝えることが3つあります。
1つ目は・・・です。
2つ目は・・・です。
3つ目は・・・です。

1つめを説明すると
・・・・・・・・・・です。
2つめについては、
・・・・・・・・・・です。
3つめを詳しくいうと
・・・・・・・・・・です。

まとめると、この3つが
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・で、
今回、伝えたい内容です。
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PREP法は、「結論（Point）」から先に話し、次にその

「理由（Reason）をあげます。

そして、具体的な例（Example）を伝えた後に、もう一度

「結論（Point）」で話をまとめる話法です。

16

③ PREP（プレップ）法

Point：結論

Reason：理由

Example：具体例

Point：結論

「3つの話法」の共通点は、おおまかに
 [全体]→[詳細]→[全体]の「3つの流れ」で構成
されているところです。話法が難しいと感じる
場合は、あまりこだわりすぎずに、「3つの流れ」
を念頭において、話を組み立ててみましょう。

03：スキルアップの技術と期待される効果

▼テキストの型（例）

○○について大切なことは
・・・・・です。

なぜなら
・・・・・・だからです。

具体的に伝えると
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・です。

このことから、
○○について大切
なことは・・・・・
だと思います。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

ビジネスで重要なことは、相手の心理的な状況に配慮
した「コミュニケーション」をとることです。
先方が身構えていたり、緊張していたりする状態では、求める結果
や同意を得るための準備が整っていません。相手がリラックスした
状態で話し合いに臨めるように「心理的安全性」を保つ必要があり
ます。心理的安全性とは、企業や組織の中で「安心して自分の意見
や心情を相手に発言できる状態」のことをいいます。

相手の心理的な状態に配慮する
以下に「打ち合わせ」の際に考慮したいポイントを3つ紹介します。

「心理的安全性」を保つ

1：目的やゴールを共有する

2：相手の期待や要望を確認する

3：時間内に話し合いを終了する

ビジネスでは、「不満を抱えている相手」と話し合
いをつづけなければならない場面があります。
もし相手が感情的な場合は、振り回されずに「交渉
内容」に注目し、話を進めることが大切です。
丁寧に相手の言い分を聞くことは、先方の条件を丸
ごと受け入れることではありません。相手の話を聞
くことで「新たな解決策」を見つけようとする行為
であることを、決して忘れないようにしましょう。

話し合いを始める前に、打ち合わせの目的やゴールを伝え、お互いの時間を
割いてでも有意義な機会であることを伝えます。

目的やゴールを設定し相手に伝えても、先方がそれに「同意」しているとは
限りません。一方的な課題解決の場にならないよう、相手が期待
している内容や要望を確認し、参加の意義を感じてもらいましょう。

打ち合わせは、進行状況に応じて「時間配分」を調整し、
約束の時間内に終えることを心がけましょう。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

相手の「満足度」は、こちらが話す内容自体にも左右され
ますが、相手が発する「メッセージ」に対して、こちらが
どう反応するかで大きく変わります。
仮に「商談」などのシーンで競合他社が「同程度の提案」を持ち込
んだ場合、相手の信頼や満足度を、より獲得しているほうが有利で
す。「この企業は自社の意図をよく理解してくれている」という信
頼関係が強くなると、たとえ「費用」などの面で競争不利な状況に
あっても、商談を勝ち取るための力強い材料にもなり得ます。

真摯に向き合うアプローチ
普段のコミュニケーションから、真摯に「相手のメッセージ」に向
き合い続けるという「目に見えるアプローチ」がとても重要です。

「相手のメッセージ」を受け止める

1：「あいづち」を使い分ける

2：即答できない回答は時期と方法を伝える

あいづちは、いくつかの「種類」に分けることができます。一般的によく認知
されているのは「同意のあいづち」ですが、他にも「話を整理するあいづち」
「意見を促すあいづち」などがあります。

同意の
あいづち（例）

❖ なるほどです。
❖ その通りですね。
❖ そうですか。

話を整理する
あいづち（例）

❖ つまりこういうこと
ですね。

❖ このように考えてい
いのですね。

意見を促す
あいづち（例）

❖ それで、どう対処し
たのですか？

❖ その後どうしたらい
いと思われますか？

相手のメッセージや質問に即答できない場合は、一旦課題を持ち帰り、後日
返答します。その際、すぐに返答が難しいと思われる場合は、おおよその回答
期限や回答方法（メール、ビジネスチャット、音声通話など）を事前に伝える
といいでしょう。
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03：スキルアップの技術と期待される効果

ここまでのまとめ

第1章では、ビジネスにおけるコミュニケーションの
「目的」が、自分自身や企業の目標を達成する土台であるこ
と、相手の理解度や満足度を高めることがビジネスコミュニ
ケーションの「本質」であることを説明しました。

第2章では、ビジネスコミュニケーションの基本的なスキル
を3つに分けて掲載し、相手の関心を引く話し方や、共感の
意思表示をしながら耳を傾けることの大切さ、適切な質問を
することで、相手との認識の差異を埋めることが重要なポイ
ントになることを掲載しました。

第3章では、具体的なテクニックを踏まえ、実際のビジネス
シーンで活用してもらいたい内容を中心に、項目をピック
アップし紹介しました。

コミュニケーションの「習熟度」は人によって違います。
話の内容を直感的に汲み取れる人もいれば、的確な表現で
説明しても、なかなか伝わらない人もいます。
原因は皆さまの「伝え方」ではなく、相手が別件で問題を
抱えており、話に集中できなかったということもあります。
そのような状況を「冷静に判断できる」材料として、新しい
気づきがあれば幸いです。
ぜひ、簡単な項目から実際にチャレンジしてみてください。



© Chatwork

会社概要

20

社名 Chatwork株式会社

所在地
〒105-0003 
東京都港区西新橋１丁目１-１
WeWork 日比谷FORT TOWER

設立 2004年11月11日（創業：2000年7月15日）

資本金 1,374,906,693円

代表者 山本正喜

事業 Chatworkの開発運営
ソフトウェア販売（ESETセキュリティソフト）

URL https://corp.chatwork.com/ja/
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本資料についての問い合わせや相談は
以下まで連絡ください。

問い合わせフォーム

Chatwork製品サイト
https://go.chatwork.com/ja/
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https://mpages.chatwork.com/CW-JP-form_contact_Introduction.html
https://go.chatwork.com/ja/

