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経営層と共に、重要かつ未着手の　　	

「本当に解決すべき課題」	
を探し、チーム内でのコミュニケーション	
改善を通じて課題解決を図ります。	

次世代リー
ダーを育成
の具体策が
ない 

中長期的な
成長戦略が
全く見えて
いない 

社員のモチ
ベーション
が低下して
いる 

社員教育の
施策が現状
のビジネス
環境に見
合っていな
い 

売上は伸び
ているが、
退職者が急
激に増えて
いる 

例えばこんなことは起きていませんか？ 
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「重要かつ未着手」の課題を解決するにはソ
リューション面とコミュニケーション面の双方を
組み合わせることが重要です。 
 
企業内での意思決定においては、コミュニケー
ション面の施策が欠落する傾向や、重要度を低く
見積もる傾向があります。 
 
TED Talk内でサイモン・シネック氏が行った講
演では、人はWhat（何を）、How（どのよう
に）を理解しても行動を起こさない。Why（な
ぜ）を理解することで行動を起こすと語っていま
す。 
企業内での変革においては、その「なぜ」をリー
ダーが語り、関わる全て 
の人が「なぜ」を理解す 
ることで大きな変革の波 
を創り出すこと、つまり、 
コミュニケーション面の 
施策の同時展開が必要に 
なります。 

企業における「重要かつ未着手」のへのアプローチ	

課題の解決法	

ソリューション	

人材採用	

外部コンサル導入	

業務委託・事業買収	

報酬・待遇の向上	

コミュニケーション	

集団での意思決定	

施策のカスケード	

企業カルチャーの	

形成・変容	

相互	

フィードバック	

ソリューション導入だけでは必要
な変容が起こせない。　 
「なぜそれをやるのか」を共有　
することで本当の変化が始まる。 



これからの道筋（ビジョン）を示し、役割を与え
て巻き込み、チームの士気を高め、その営み
を継続させる力。	

Followership 
（ フォロワーシップ力）	

主体的に議論に関わり、指示待ちではなく自
ら役割を提案し、リーダーと同じ視点でビジネ
スを遂行できる力。	
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Communication 
（ コミュニケーションスキル ）	

不用意な衝突を避け、「承認」、「傾聴」、「適
切な質問」、「未来志向」などのスキルを活用
しながら会話を成立させられる力。	

Leadership 
（ リーダーシップ力 ）	

Collaboration  
（ コラボレーション力 ）	

お互いが信頼し合い、風通しの良いチーム　
作りに貢献する力。	
n  コミュニケーションを阻害する「毒素」	

n  会話のレイヤー（Reality-Dream-Essence）	

n  チームの傾向（HBDI）	

コミュニケーションを軸に変革を起こすために必要な４つの要素	
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個別コーチング チームコーチング 

４つのアプローチを複合的に活用することで必要な変容をもたらします。	

インサイト 
コミュニケーション 

個別の課題解決や目的達成に向
け、プロコーチが経営者、経営
幹部、次世代リーダーとの継続
的＆創造的な対話を行う 

チーム間での意思決定促進や公
平なコミュニケーション環境づ
くりを行うための関係性構築 

プログラム 

チーム内で発生するコミュニ
ケーションの傾向やレベル感を
測定し、客観的な評価から学び

を得るアセスメント 

コーチングスキルを活用した会
話を社内に創出するための集合

研修プログラム 
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個別コーチング	

【聞き手】	

• クライアントの主張を体系
立てながら丁寧にお聞きし
ます。	

【整理役】	

• クライアントの発言や発想
を質問や確認を通じて整
理します。	

【ブレストパートナー】	

• より多くのアイデアを共に
紡ぐパートナー役を担いま
す。	

【チャレンジャー】	

• 成長のための不都合や
要素を明らかにし、目的
達成のための厳しい質問
やリクエストを行います。	

【共同計画立案者】	

• 目的達成のための計画を
共に立案するパートナー
役を担います。	

【伴走者】	

• 計画の実施状況を見守り、
適宜修正を加えるパート
ナー役を担います。	

コーチの役割 

林さんのセッションを受け、協働の醍醐味について
意識していたら、今日一日またこれまでにない”みん
なと歩みを共にして一歩進んでいってる感”を体感で
きました。なんて進むべき道がクリアなんだ！！頑
張ります。 

体験者の声 

企業で働くリーダーやマネージャーとの個別化された対面セッ
ションにより、業務上抱えている課題の解決や、チームとのコ
ミュニケーション方法の最適化、キャリアアップのためのアク
ションプラン立案などを行います。この際、複数回のセッション
を以下のプロセスにて実施することにより、表層の課題解決だけ
ではなく、思考プロセスに変化をもたらします。 

1	 今の現状を打破し、目的を達成するために「最も重要な課題」
の対話による抽出	

2	 その課題を解決するための方法や選択肢をできるだけ多く   
「共に」考える	

3	 実際に行動に移すことができるようにプロトタイプ（試作、アク
ションプラン）を本人が主体的に作成することを支援する	

4	 進捗を共有し、より良い実施策を共に検討し、修正を行う	

5	 １～４までのプロセスを本人自らが認識し、コーチが介在しなく
ても自力で考えられる能力を育む。	

継
続
的
な
関
わ
り 
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チームコーチング	

	
	

人それぞれ固有の能力があり、
それがチームとして結集すると
きにプラスもマイナスも含めて
無限の可能性がある。 
チームパフォーマンスを最大限
高めようとするチームコーチン
グというものは、働くことに対
する意識が多様化する現代にお
いては非常に重要な役割を果た
すものだと思います。 

体験者の声 

実施前と比べてチームの結束力
は高まったと思う。 
チームビルディングの方法を学
ぶことができたので、自分の
チーム作りにもそれを応用でき
るようになった。 

優れたリーダーの存在だけでは、チームは持てる能力を最
大化することができない！ 

こんなことがチームで起きていませんか？ 
■決まった人しか会議で話さない　　■会議の前から結果がわかっている　 
■古株や肩書の高い人が場を仕切る　■陰口が多い/チーム内に派閥がある 

優れたリーダーや率いるチームや、能力の高い人材が集まったチームが
成果を挙げられないことがよくあります。これはなぜなのでしょうか。 

チームや組織単位で成果を求める場合、個人の能力が優れているという
要素に加えて、チーム内で相互の能力を活用できるコミュニケーション
のデザインが不可欠です。 

チームの成果を最大化するためのコミュニケーション・デ
ザインが必要です。 
チームコーチングでは、ディスカッションと体験型アクティビティーの組み合
わせにより、チームコミュニケーションを能動的にデザインしていきます。特
に以下のテーマについて重点的に取り扱います。 

少数意見の発掘 相互理解⇒信頼構築 

公平・安全な会話のデザイン イノベイティブなアイデアを    
創出する 

コミュニケーションのパターン
を解析 意思決定方法の模索 



チームコーチング導入の効果検証（事例）	

【解説】 
弊社が定める『チームを成功に
導く14の要素』のうち、11要
素において、チームコーチング
実施後の改善がみられました。 
 
この11の要素を大きく2つに分
けると『生産性』と
『Positivity（共に働ける能
力）』に分類されるが、この取
り組みの場合Positivity要素の
値が高くなっており、チーム内
でのコミュニケーション・デザ
インが進んだことがわかります。 
 
一方で、『リソースを確保す
る』の項目では実施後のポイン
トが実施前を下回りましたが、
これはチームコーチングの過程
で、質の高い会話を重ねた結果
の現れであると考えます。 

社長、取締役、部門長から構成される11名の経営会議メンバーへに対し、チームコーチングを3
回実施した際の事例。実施前の課題はチーム全体が協力的に意思決定をし、会社全体を巻き込む
施策を実施する関係性の欠如で、チームコミュニケーションの向上をメインテーマとして実施。
グラフは参加者を対象にしたアンケートの平均で、青線が実施前、赤線が実施後を表している。 
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CQ診断	

HBDI®は、ハーマンモデル理論に基づいた、人の思考スタイルをわ
かりやすく理解するための調査で、「利き脳」の割合を数値化し、
「思考のプロフィール」を明らかにする「脳優勢度調査」です。こ
の調査を受けられた方は、自身の思考優先度と思考スタイルについ
て気付くことができます。 
チームのメンバーで受験いただくことにより、チーム間でのコミュ
ニケーションの傾向を知ることができます。 

チームがどのようなコミュニケーションを取る傾向にあるのかを
測定するための「アセスメント」ツールです。 
No.2認定コーチが実際にお伺いし、チームミーティングなどに
参加させていただき、そこで実際に起きた会話からチームのコ
ミュニケーションの分析を行い、レポートにまとめます。 
また、HBDIレポートにより、個人の思考やコミュニケーション
の嗜好性について分析することにより、メンバーそれぞれのチー
ム内での役割についての理解度を向上させます。 

チームのコミュニケーション分析を行う際の「４つの指標」です。
チームのコミュニケーションの質を左右する以下４つの要素につい
てプロのコーチが測定します。 
 
■コミュニケーションスキル   ■リーダーシップ力 
■フォロワーシップ力　　　  ■メンバー間のコラボレーション 
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インサイト・コミュニケーション	

コーチングのスキルを活用し、会話のクオリティーを向上
させるための「デザイン」を学ぶ集合型研修。 部長、ちょっとお話があるので

すが・・・ 

今日、部長とお話できて良かっ
たです。人生の目標が明確にな
りました。 

部下 

部下 

部下 

上司 

上司 

例えば、上の図であなたが上司だった場合、
部下の「第一声」に対してどのような「筋書
き」をデザインすると、部下の最終的なコメ
ントにたどり着くでしょうか。 
 
相手の「第一声」にどんな真意が隠れている
のかを想定しながら「シナリオ作成」するこ
とで学びを得る実践的な学習体験です。 

【研修内容の一例】 

10名～15名程度のグループに向
けた集合研修コンテンツです。 
主に『コーチングスキル』を習
得するための集合研修です。 
 
企業内のコミュニケーションに
ついて概念や言語を共有するこ
とにより、伝達ミスや断片的な
情報共有が発生することを防ぎ、
より効率的かつ、効果的なコ
ミュニケーションを起こすため 
 のきっかけづくりとして最適です。また、ミドルマネジメント層や今

後成長させたい次世代リーダーに対し、部下の成長を促し、チームの
モチベーションを向上させるためのコミュニケーションの基礎教育と
してもお役立ていただけます。 
 
トップダウン型のマネジメントで挙げられる成果には限界があります。 
コーチングスキルを活用したコミュニケーションで、部下やステーク
ホルダーの真意や意図、主義主張をより積極的に引き出すことでチー
ム全体のパフォーマンスを向上させていくための「考え方」、「知
識」、「ツール」を網羅したプログラムとなります。 
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KANBU以外の事業	

プロのコーチが企業内でファシリテーションや研修をす
る際に知っておくべき知識、身に付けるべき技術を6日
間の集中講座でマスターできるプログラムです。 
 
外資系金融機関、IT企業、高級自動車メーカーなどにお
いて研修講師として様々なテーマやファシリテーション
スタイルを身に着けている林健太郎が、これまでの経験
から『企業担当者から指名で依頼が来る講師』になる術
を実践的に教えます。 

適切な教育を受けたファシリテーターをより多く排
出し、企業内での人材育成を力強くサポートしたい。 

会話をデザインすることで人々がより重要な会話を
安全に話せすことのできる社会を作りたい。 

企業内での上司部下の会話だけではなく、家族、夫婦、
友人など私たちは日々の生活の中でコミュニケーション
に多くの時間を費やします。 
その中で私たちは大切な話題を大切な相手と話すことが
できているのでしょうか。私たちの会話は日々の伝達事
項や情報交換が中心になる傾向があり、大きな夢の実現
や育児のこと、歳を重ねる自身の親のことなど、『大切
だけどデリケートな話題』について充分な時間を取って
いるとはいえません。 
 
やさしい会話では、そういった『大切だけどデリケート
な話題』を日常生活の中で話し、深め、お互いが信頼関
係を作っていくための『会話のデザイン』を提唱してい
ます。 
 
将来的な社会の仕組みとして、 
人々のコミュニケーションの 
新しい仕組みづくりに取り組 
んでいます。 



林健太郎 プロフィール	

[ ナンバーツーのNo.１ ] 
林健太郎はエグゼクティブ・コーチング及び、企業向けトレーニングを行うスペシャ
リストです。その顧客層は企業の経営陣や次世代リーダー、セールスに携わる方と、
将来の自己実現を真剣に考える個人が中心です。また、チーム全体がいかにパフォー
マンスを上げるかというテーマについて、革新的なメソッドとして開発された「チー
ムコーチング」の資格保持者でもり、チーム全体の効率アップに関するトレーニング
やコーチングを行うことができます。 
コーチングの世界に入る前には、通信業界におけるコンサルタントとして、 
ネットマーケティング及びオンライン広告に携わってきました。また、消費財の世界
においてセールス、マーケティング、支社マネージメントなど国際ビジネスにおいて
多くの経験を積んでいます。 
このような豊富なビジネス経験は、クライアントに対する的確なフィードバックに繋
がり、 
更には革新的なアイデアの創出につながります。 
ネイティブレベルの英語スキルでバイリンガルなセッションができることも、林の特
徴の1つです。 
非営利型一般社団法人 国際コーチ連盟(ICF)日本支部の代表理事としても活躍し、 
コーチングがより適切に社会に広まるための活動も行なっています。 

[	資格	]	
・国際コーチ連盟 Associate	Cer9fied	Coach	(ACC)	認定	
・Coach	U	Core	Essen9als	修了	
・Authorized	Facilitator	of	TDI	(TCI)	
・非営利型一般社団法人 国際コーチ連盟日本支部 	
	 代表理事	
・TOEIC	925点	

[	アセスメント・ツール	]	
・ハリソンアセスメンツ認定資格者	
・HBDI認定ファシリテーター	
・チーム・ダイアグノスティック・アセスメント(TDI)	
・各種360度ツール	

[	トレーニング実績	]	
■	株式会社フェラーリジャパン	
■	フィリップ  モリス ジャパン合同会社	
■	株式会社トライバルメディアハウス	
■	ネットイヤーグループ株式会社	

他多数	

All Rights Reserved © No.2 LLC 2016	

合同会社ナンバーツー 
代表社員　大野幸子 
〒107-0062　東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942 
http://www.number-2.jp  
Email: info@number-2.jp 


