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プロフェッショナル、スペシャリスト、エキスパート
の違いとは？
合同会社 5W1H

こんにちは、合同会社５Ｗ１Ｈの高野潤一郎です。
今回は次期『合同会社５Ｗ１Ｈ流コーチング学習プログラ
ム』の申し込み締め切りが近付いてきたというタイミングと
いうこともあり、お問い合わせいただいた『精聴』『協創対
話』について採り上げ、少し解説してみようと思います。

『傾聴』と『精聴』の違いを図解で比較
一般的なコーチングで教えられて、推奨されている話の
聴き方としては、『傾聴』(Active Listening)が有名です。
弊社では、カウンセリングやセラピーから発展してきてい
て、その流れを色濃く残しているコーチングの場面に限っ
ては、傾聴の有用性を認めています。
しかし、「考え方や価値観の異なる人々が集まり、相乗
効果を発揮して創造的な解決策を生み出すことが求め
られるビジネスの場面」では、傾聴だけでは不十分だと
考え、代わりに、『精聴』(Precise Listening)を推奨してい
ます。
では、お問い合わせいただいた『傾聴』と『精聴』の違い
について、事例を通して具体的に見て行くことにしましょ
う。
例えば、ＮＨＫで放映されている『プロフェッショナル』とい
う番組の事を採り上げてみましょう。この番組では、毎回
各分野におけるプロフェッショナルを取材し、番組の終わ
りの方で、その人物に「あなたにとって、プロフェッショナ
ルとは？」といった質問を投げかけ、取材された側の人が、
その人なりの考えを述べるといった形式が採られていま
す。
番組をご覧になった事がある方はおわかりになると思いま
すが、毎回、『プロフェッショナル』の定義は様々で、１つ
として同じものはありません。
普段私たちは、「１つの言葉には、ただ１通りの意味が定
められている」と考えがちですが、この『プロフェッショナ
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ル』という番組の例でも明らかなように、『人ごとに異なる
辞書を持っている』と考えた方が適切な場合が多いのが
現実です。
仮に私が、Ａさんを相手にＡさんの考える『プロフェッショ
ナル』について、『傾聴』を試みたとしましょう。すると、Ａさ
んから得られる回答は、図表１のようになる可能性があり
ます。
y 自分の考えや行動を説明できる人...？
y 専門性を活かして生計を立てている人...？
y 実力と知名度が求められる世界で生きている人...？
など
図表１：『傾聴』版の『プロフェッショナル』とは...
このように、『傾聴』とは、自分の考えを明らかにしたり、発
言者と自分の考えをすり合わせたりはせず、『発言者の
話を、ただ単に、そのまま受け止めながら聴くこと』を指
しています。
すなわち、『傾聴』は、「普段、命令や指示をする事には
慣れているけれども、他者の話を聞く事に慣れていない
人」、あるいは、「自分（たち）に都合のよい事しか受け入
れようとしない態度の人」が学ぶのにはとても有用な聴き
方ですが、より建設的な話、創造的な話にまで発展させ
ていくには、充分とは言えない聴き方だと思われます。
続けて、今度は、実際に私が、Ａさんを相手にＡさんの考
える『プロフェッショナル』について、『精聴』を試みた場合
について見てみましょう。
最初は、『傾聴』と同じく、Ａさんの考える『プロフェッショ
ナル』について丁寧に確認していきます。その上で、例え
ば、図表２のような質問を相手に投げかけ、やりとりを繰り
返しながら、話の内容を協力して整理していきます。
図表２で採り上げたような質問によって、『プロフェッショ
ナル』について、１人では思いつかなかった様々な視点
から考える事を促します。そのＡさんとの話の結果を取り
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まとめたのが、図表３と図表４です。
y 『プロフェッショナル』と『スペシャリスト』は、どんな
点がどう違うのですか？
y 『エキスパート』との違いについては、どのような考
えをお持ちですか？
y 高い専門性を持っている人は、みんな『プロフェッ
ショナル』ですか？
など
図表２：『協創対話』を促す質問の事例

働き方、
取り組み方

プロフェッショナル
Professional

アマチュア
Amateur

対義語

スペシャリスト
Specialist

専門的
スキル

ジェネラリスト
Generalist

対義語

形式知（…体系化されたスキル）

『プロフェッショナル』についての理解が図表１までのレベ
ルで留まるのと異なり、図表３・４のレベルまで内容が明解
になると、例えば、停電が頻発する地域にも関わらず、
「良い品だから」と、インフラ設備の異なる日本で売れて
いる最新型の電子機器を、日本と同じようにして売ろうと
するのはスペシャリストかもしれませんが、『プロフェッショ
ナル』とは言い難いことが判断できるようになります。
音声だけに頼る「電話コーチング」では、こういった情報
の整理の仕方や記憶の負担の軽減が困難です。『図解』
することによって、様々な情報の『一覧性』が得られ、『要
素間の繋がり』も整理しやすくなります。
また、図表３・４のような図解を作成することによって、『他
者との情報共有・保存・アップデート』なども容易になりま
す。
『傾聴』を推奨するコーチングと、『精聴』を推奨するコー
チングの違いについて、感じ取っていただけたでしょう
か？
z 精聴 (Precise Listening)

エキスパート
Expert
暗黙知（…熟練、勘）レベルまで含む

図表３：『精聴』版の『プロフェッショナル』とは...（１）
類似概念との比較

プロフェッショナル

マインドセット
相手の目的や意図まで汲
み取り、適切な形で依頼
や期待に応えようとする心
構え（倫理観、人生観、世
界観などを含む）

専門性

知識

スキル

相手の感情の解放や相手との関係性などを重視して、
ただひたすら聴く「傾聴」とは異なり、特定の目的達成
や問題解決、意思決定などといった変化につなげる
ため、話の構造や相手の情報処理プロセスを意識し
ながら聴き、必要に応じてコンテクストなどについても、
こちらから丁寧に確認を重ねたりする精密な聴き方を、
弊社では、「精聴」と表現しています。

自分たちで足場を固めて道を切り拓いていく
『協創対話』
自己管理能力
主体的な取り組み
姿勢、日々の行動
様式など

図表４：『精聴』版の『プロフェッショナル』とは...（２）
構成要素
図表３からは、依頼や期待に応える事にコミットする『プロ
フェッショナル』と、高度な専門性を身に付けている『スペ
シャリスト』などを区別する事が出来ています。また、図表
４で示したように、Ａさんが考える『プロフェッショナル』の
主要構成要素として、３つの項目（専門性、マインドセット、
自己管理能力）が、明らかになりました。

今度は、『協創対話』について見て行きましょう。
z 協創対話（Co-Creative Dialogue）
関係者との間で、「真実」「解決策」「新たな可能性」を
探求するための、関係者との粘り強い対話。
前段の解説では、『プロフェショナル』という言葉・概念に
ついて A さんと私の２人による対話を通して意味を定義し
ていきました。
文脈などに依らず１つの言葉・概念が常に同じ意味を表
すのであれば、自動翻訳の技術は今よりもっと進化して
いることでしょう。しかし、現実の私たちは、「同じ言葉を用
いていながらも、違う内容をイメージしながらコミュニケー
ションを行っている」ことが思いのほか多いのです。
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そのため、前段でお示ししたような『精聴』に基づく『協創
対話』が求められるのです。
確かに、大変かもしれないと思われる氣持ちはわかります。
しかし、１回定義を決めてしまえば、その後、関係者の間
で方針がブレること、判断に迷うことや議論の蒸し返しが
なくなるのです。また、協創対話のような『深い対話』がで
きるような実力を一端身に付けてしまえば、『日常生活に
おける短時間の会話であっても、核心を突いた話が行え
る』確率が高まるようになるのです。
改めて前段の話を振り返って考えてみてみましょう。

「素人」）だと見なすと、相手が自分と異なる考え方をして
いても、わからないことがあっても、「そうなんですね」と相
づちを打ったり、相手の言葉を「オウム返し」したりする表
面的な会話に陥りがちです。
専門家は往々にして自分の専門領域から離れず、How
に相当する解決策やアドバイスを与えがちです。図表５
で言う『シングル・ループ学習』に留まろうとするのです。
これでは、従来路線から離れて、新たな道を切り拓く建
設的な『協創対話』は望めません。
『協創対話』を実現させるために要となるのは、目的達
成・課題解決・意思決定に役立つよう『視点変更を促す
質問』ができるかどうかです。

日本では『コーチ』というと『スポーツ分野のコーチ』をイメ
ージして、『ティーチャー、トレーナー、メンターをミックス
した存在』だと思う人が多いのが現状です。このような状
況だと、当該分野の知識やスキルにおいて、上下関係
が存在することになります。

図表５で言う『ダブル・ループ学習』（What について質問
する）や『トリプル・ループ学習』（Why について質問する）
までを含む『深い対話』が重要なのです。

相手の立場が上（例えば「専門家」）で自分が下（例えば

コンテクスト
（背景、状況、文脈、フレームなど）

前提

行動

結果

シングル・ループ学習
物事に「適切に取り組んで」いるか？
ダブル・ループ学習
「適切な物事」に取り組んでいるか？
トリプル・ループ学習
何が適切で、何が適切でないかについて、「どのように判断している」のか？

図表５： ３種類のループ学習
[ニューズレター第 109 号より再掲]

『協創対話』が強く求められるようになってきている背景の
１つとしては、様々な場面において『VUCA ワールド』（混
沌 と し て 先 が 読 め な い 世 界 ； Volatility 変 動 性 ,
Uncertainty 不確実性, Complexity 複雑さ, Ambiguity 曖昧
さ の頭字語）の色合いが強くなってきていることが挙げら
れます。
私たちの多くは、与えられた「地図」や「前例」を用いて最
短コースで目的地に到着する能力を伸ばす教育を受けて
きており、欧米先進諸国という『正解』があった時代には、
『与えられた問題を効率的に解く』といった『シングル・ル
ープ学習』に秀でた日本企業は、世界を席巻することがで
きました。

一方、VUCA ワールドというのは、手元に地図が無いどこ
ろか、『誰も地図を持っていない状況』です。『自分たちが
歩みを進めて行った場所に対してだけ、自分たちの地図
を描く事が出来る』という状況なのです。
読者の中には、「夏休みの自由研究」で苦労された事があ
る方も多いのではないでしょうか？「自由研究」だと言われ
ているにも関わらず、自由研究の例が紹介された書籍を
探し出し、内容をマネて、他者と似たり寄ったりの成果物を
提出してしまいます。
身近な人々を思い浮かべてみてください。与えられた問
題を解いたり、課題に取り組むのは上手だけれど、『自由
に○○していいと言われると、思考停止してしまう』という

Copyright © 2015 The 5W1H Company, L.L.C. All Rights Reserved.

3

QOL 向上のヒント 第 179 号

方、思い当たりませんか？それくらい私たちは、What 選び
（ダブル・ループ学習；課題設定）に慣れていないのです。
『 自らを 刷新する と いう イノ ベーショ ンが 求め られる 、
VUCA ワールドの時代』には、誰も正解（地図や成功例な
ど）を持っていない領域を、自分（たち）でたくましく切り拓
いていく『協創対話』が求められているのではないでしょう
か？
「絶対に確かな事、間違いではない事がわかってから動く
というスタイル」（地図や過去の成功事例、安全なルートな
どが手に入らなければ、動かないというスタイル）では、通
用しない事が多くなってきています。
例えば、近年話題になった？「ヒッグス粒子」のことを思い
出してみてください。最初に理論が提唱されたのは 1964
年で、実際に「ヒッグス粒子」が発見されたのは 2012 年と、
理論の提唱から発見まで約半世紀が経過しています。「ヒ
ッグス粒子」が発見されてから、その分野で研究を進めよう
と思っても、約５０年先行しているグループに追いつき・追
い越すのはなかなか難しいのではないでしょうか？
『自分たちはこうしたい！自分たちはこう考える！』といっ
た想いを『方位磁針』として持ち、まだ地図に描かれてい
ない領域を開拓していくには、『納得解』を共有して仲間
を束ねる『協創対話』のようなアプローチが不可欠ではな
いでしょうか？

さて今回は、お問い合わせいただいた『合同会社５Ｗ１Ｈ
流コーチング学習プログラム』について、『精聴』と『協創対
話』という切り口から見て参りました。 今回の記事をお読
みになって、あなたはどんなことを感じたり考えたりされた
でしょうか？ 周囲の方々とお話になってみてくださいね。
『精聴』と『協創対話』に関心をお持ちの方と、『合同会社５
Ｗ１Ｈ流コーチング学習プログラム』でご一緒できるのを楽
しみにしております！
それでは、次回のニューズレターでまたお会いしましょう♪
セミナー・イベント情報
９月１２日（土） スタート
合同会社５Ｗ１Ｈ流「コーチング学習プログラム」（全１２回）
９月１５日（火） スタート 変化促進研究会：第１４期（全４回）
９月１９日（土）－２０日（日） フレームワーク質問力
９月２１日（月・祝） ファクト・ベイスト・フィードバック
９月２２日（火・祝）－２３日（水・祝）
２日間「コーチング漬け」体験
９月２７日（日） 教養醸成の会 【 第４０回 】（単発参加可能）
Ｈ

→ 最新のセミナー・イベント情報はこちら
1

発行・編集

ここまで読まれてきたみなさんは、「普段自分たちが行って
いるコミュニケーション」について、そして、今回ご紹介した
『協創対話』のようなコミュニケーションについて、どんな事
を感じ、考えられたでしょうか？
弊社では、『協創対話』を身に付けるための思考法・コミュ
ニケーションを学ぶプログラムとして、『合同会社５Ｗ１Ｈ
流コーチング学習プログラム』をご用意しています。

「自律共栄の納得人世」の実現に向け、
「人財と組織の育成を支援」する 合同会社 5W1H
代表 高野 潤一郎

http://www.5w1h.co.jp/
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• ニューズレターの購読・配信停止・配信先変更は こちら
• ニューズレターのバックナンバーは こちら
1
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z ９月１２日（土）スタート
合同会社５Ｗ１Ｈ流『コーチング学習プログラム』
初心者から、グローバルに活躍するマスター・コーチ、
経営幹部、コーチ型組織のマネジャー、各種コンサ
ルタントまで。

z ９月２２日（火・祝）～２３日（水・祝）
２日間「コーチング漬け」体験
『マジックのような対話』が間近で見られるかもしれませ
ん。コーチングが初めての方も、他団体で学ばれた方
も、氣軽にご参加くださいませ♪）

「著作権法」で認められる「引用」を超えて、合同会社５Ｗ１Ｈ高野潤一
郎の許可なく転載およびそれに類する形式で情報発信されることを禁
じます。（引用されるときには、出典の明記をお願いいたします。）

※著作権・引用・免責事項・個人情報の取り扱い・リンク
3

[参考情報]
• 著作者人格権の侵害に関しては、著作権法 18～20 条
• 著作権の侵害に関しては、著作権法 21～28 条
• 差し止め請求権に関しては、著作権法 112 条 1 項
• 損害賠償請求権に関しては、民法 709 条
• 著作権侵害の場合の刑事罰に関しては著作権法 119～124 条
• 著作権情報センター
4
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