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はじめに 
 

 

こんにちは、マスターコーチの谷口貴彦です。 

 

幾多の書籍や電子書籍がある中、この「年商 5000 万円コーチを 10 年続ける秘訣」の

電子書籍をお読みいただき、ありがとうございます。 

 

この本は、私がこれまで約 20 年に渡ってプロのコーチとして培ってきた経験や知識・

知恵をもとに発信している「ザ・コーチ TV」という動画メディアでお届けしている内

容を文章でも読みやすくなるように加筆・編集しなおしたものです。 

 

この本には、私が長く第一線でプロコーチとして生き残ることができている秘訣がいく

つも詰まっています。 

 

コーチという仕事に興味を持たれている方や、今まさにプロコーチとして活躍されてい

る方にとって、この本の内容が、より良い未来のために一つでも参考になる部分があれ

ば、とてもうれしいです。 

 

  



2 

 

目 次 

 

はじめに  ·······························································  1 

第 1章 コーチという職業の魅力  ·································  4 

飽きっぽい私がコーチを続けている理由 

職業としてのコーチの魅力とは？ 

魅力① 人や自分の成長を認識できる 

魅力➁ クライアントの努力を舞台袖で見られる 

魅力➂ 人生というストーリーの共演者になれる 

魅力④ 投資効果、リターンが大きい 

魅力⑤ 収入に上限がない 

魅力⑥ 誰にでも応用が利く 

ある映画で感じた「コーチ」の本当の役割とは？ 

コーチの語源とコーチの役割 

 

第 2章 コーチに求められる資質と要件  ························  10 

コーチの資質とコミュニケーションレベル 

コーチに必要な６つの資質 

資質① 率直で正直であること 

資質➁ 冷静・冷酷・客観的であること 

資質➂ 信条や信念があること 

資質④ エネルギーを高く保てること 

資質⑤ 人生の肩代わりはしないこと 

資質⑥ 相手の成果に依存しないこと 

コーチに必要な３つの要件 

要件① コーチをつけている 

要件➁ コーチをしている 

要件➂ コーチングを学び続けている 

コーチと他の似た職業との違い 

 



3 

 

第 3章 プロコーチとして独立する ·······························  18 

今から「信用」と「信頼」を構築しておこう 

コーチとして実績を積む方法 

ステップ① 自分からオーダーを出す 

ステップ➁ コーチングの有効性を体感してもらう 

ステップ➂ 紹介のお願いをする 

ステップ④ セミナーや勉強会に参加する 

「時間がない」は断り文句？相手の言葉に隠された真実 

 

第 4章 コーチと資格  ·············································  30 

コーチの資格を持つだけでは活躍はできない 

コーチの資格取得の過程で得られるもの 

最短でマスター認定コーチに登りつめるコツとは？ 

コツ① 浮気をしないで、まずは専門領域に専念する 

コツ➁ クライアントを相手に実践を積む 

 

第 5章 プロコーチとして活躍し続ける  ························  37 

プロコーチとして活躍し続ける３つの秘訣 

秘訣① プロ意識を持つ 

秘訣➁ 道具を磨き続ける 

秘訣➂ 量にこだわる、数はいずれ質に転化する 

プロコーチとしてのキャッシュポイントを増やす 

キャッシュポイント① 研修講師 

キャッシュポイント➁ 出版、セミナー講師、講座 

キャッシュポイント➂ ○○コンサルタントと名乗る 

エネルギーマネジメントを最適化する 

コーチは一人でも一つの会社と捉える 

 

おわりに  ······························································  54 

  



4 

 

第１章 

コーチという職業の魅力 
 

 
 

飽きっぽい私がコーチを続けている理由 
 

 

これまで私は沢山の職業を経験してきました。19 歳でケーキ職人から始まって、あれ

もやりたい、これもやりたいと、好奇心は旺盛でした。 

 

でも、どの仕事もやってみると長くは続きませんでした。そんな私が、コーチという職

業に出会ってから 20 年近く経っていますが、まだまだ興味が尽きません。 

 

まだまだ探求したい、もっともっと上手くなりたいと思わせるのは、正直なところ、コ

ーチングだけでした。これまで飲食業やペンションの住み込みスタッフ、ツアーコンダ

クターや住宅販売の営業マンなど、いくつもの仕事をしてきたんですけどね。 

 

コーチという仕事は原理原則を扱っているから、永遠に探究できる職業なのではないか

と思っています。飽きっぽい私がコーチを続けられている理由はきっとこれだと思いま

す。そしてこれが魅力の一つです。 

 

私はコーチという職業の魅力に取りつかれている一人ですが、きっとこんな人は、私と

同じようにコーチという職業に魅力を感じられるのではないかと思います。 

 

例えば、人の輝くところが見たいとか、人が成長していくのをサポートしたいとか、自

らも成長したいとか、そういうことに価値観を持っている人は、きっとコーチという職

業に魅力を感じられるのではないでしょうか。 

 

誰かと共にお互い成長して行きたい、そんな人生を歩みたいと思っている人にとっても、

コーチという職業はとても魅力的な仕事になるはずです。 

 

では、私が考えるコーチという職業の魅力を他にもいくつか挙げてみましょう。 
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職業としてのコーチの魅力とは？ 
 

 

魅力① 人や自分の成長を認識できる 

 

コーチングとは、目標に向かってクライアントが自己成長を遂げていくプロセスを支援

するものです。目標達成だけではなく、コーチングはその人のポテンシャルを開発する

ことでもあります。 

 

私たちには本来、潜在能力が沢山備わっています。ですが、多くの人がそれをほとんど

使わずに一生を終えていきます。脳のポテンシャルも、ほんの一部分しか使っていない

と言われていますよね。 

 

人類には身体的能力は凄くあるのに、全てを発揮すると体が壊れてしまう。だから脳が

逆にセーブしているとも言われています。その能力を今よりもっと解放できるように開

発していくと、人は自分でも驚くような成長を遂げます。 

 

私は、プロコーチとしてクライアントのコーチングを行うだけでなく、プロコーチを雇

って 17 年間コーチングを受け続けてきましたが、その私が誰よりも自分自身の成長に

驚いています。  

 

人のモチベーションが一番上がるのは自己成長を認識した時と言われています。特に子

供は「出来たね！」って言われるとすごく喜びますよね。出来なかったことが出来るよ

うになることがすごく嬉しいからです。 

 

クライアントだけでなく自分自身の成長を感じられる、体感できるところが、コーチン

グの魅力の一つです。 

 

 

魅力➁ クライアントの努力を舞台袖で見られる 

 

コーチ仲間ともよく話すことなのですが、人生はドラマだと常々思っています。 

 

それを演じる場所を舞台だとすると、その舞台や物語を見て、感動し影響される聴衆と

クライアントという主人公がいます。 

 



6 

 

聴衆は主人公が成功した姿だけを見ているのですが、コーチはその姿を誰よりも早く、

誰よりも近くで、最初の目撃者になることができます。 

 

それがとても嬉しくて楽しいことなのです。クライアントが努力しているプロセスも知

っているし、上手くいって成果を手に入れている姿も見ることができます。 

 

主人公の表舞台だけでなく、どれだけ舞台裏で頑張ってきたかという部分も、コーチは

一番間近で目の当たりに出来る。これはコーチ冥利につきるといいますか、とても楽し

くて嬉しいことだと思います。 

 

 

魅力➂ 人生というストーリーの共演者になれる 

 

人生がドラマだとすると、あなたは自分の人生を演じる主役と言えますよね？一方、あ

なたのパートナーの人生から見るとあなたは共演者でもある。人生というストーリーの

主演であり、共演もしている。夫婦はそれをお互いに演じているわけです。 

 

コーチとクライアントも同じように共演者の関係です。コーチはクライアントと共に同

じような経験ができる。共演者としてクライアントの数だけ様々なドラマに登場できる

のです。 

 

「パートナーシップ」という言葉がありますが、これは「提携関係」という意味で、お

互いそれぞれが持っているものを持ち寄って、新たなものを作っていく関係ということ

です。 

 

コーチングは、協賛でも協力でも支援でも援助でもない、「提携」という関係なのです。 

 

私はクライアントと話す時には、「私たちの（We）」という主語を使うことを心がけて

います。「目標」もクライアントの目標じゃなくて、「私たちの目標」なのです。 

 

人生で努力をし、輝いて成果を手に入れるという一つのストーリーの共演者になれる。 

この共演者感覚を得られることもコーチ冥利に尽きるところだと思います。それもそれ

ぞれが、とてもドラマチックなストーリーですからね。 

 

こんな部分もコーチという職業の魅力の一つと言えるでしょう。 
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魅力④ 投資効果、リターンが大きい 

 

世の中には、キャリアや仕事のための資格が沢山ありますよね。私もいくつも資格を取

りました。調理師、宅建、ファイナンシャルプランナーなど、あれもこれも取ったので

すが、投資効果、リターンが一番大きかったのはコーチングの資格でした。 

 

「自己投資が最大の投資である」とベンジャミン・フランクリンは言っていますが、そ

こから考えると、成人学習として投資効果があって、大きなリターンが見込めるという

ところもコーチという職業の魅力だと思います。 

 

今、老後の収入が不安だとか、生活が不安だとか言われることがありますが、その不安

が無くなるというのも、コーチという職業の魅力の一つなのかもしれません。 

 

 

魅力⑤ 収入に上限がない 

 

可能性の余白で考えると、他の多くの職業には収入に上限があります。例えば、カウン

セリングなどもそうですし、様々な士業の方もいますが、ある程度の金額が収入の上限

になります。 

 

ですがコーチの場合は、誰をコーチするのか、どんなコーチをするのかによって収入に

上限がなくなります。 

 

もし、アメリカのブロードウェイの映画俳優をクライアントとしてコーチするなら、お

そらく収入は青天井になりますよね？ 

 

クライアントがどの程度収入を得ているのか、それに比例してコーチングフィー（報酬）

も変わってきます。 

 

そういう面からも、コーチはとても魅力的な職業だと思います。 

 

 

魅力⑥ 誰にでも応用が利く 

 

コーチングは、相手が人であれば応用が利くということも魅力的な部分です。 
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例えば、ビジネスのコンサルティングの知識は、子育てにはあまり有効ではないかもし

れませんよね。 

 

ですがコーチングは相手が人であれば、先生と生徒間にも、親子間にも、お医者さんや

看護師さんと患者さんの間にも有効です。相手が人であれば応用範囲がとても広いので

す。 

 

どのような形態のビジネスをしているかによって対象は違ってきますが、このような側

面から見てもコーチという職業は魅力的だと思います。 

 

 
 

ある映画で感じた「コーチ」の本当の役割とは？ 
 

 

私が大好きな映画に「モリー先生との火曜日」という題名の映画があります。実話をも

とにしている映画で、書籍も出版されています。 

 

大学教授で難病にかかって余命を宣告されている先生がいて、そこに昔の学生が人生に

悩んで訪ねて来る。それをきっかけに、モリー先生が最後の授業を毎週火曜日に開くこ

とになり、それを受けにいくという話なんですね。 

 

誰もが羨む華やかな生活を送っていたスポーツライターの主人公が、「本当の幸せ」を

見失って悩んでいました。そんな時、テレビのインタビューで恩師のモリー先生が余命

僅かながら「人生で一番大切なこと」について熱心に語っていたんです。 

 

その話が主人公の心に響いて、彼は 16 年振りに恩師の下を訪ねる。そこから人生が好

転していくという内容の映画です。 

 

私が、この映画を見て「すごい！カッコいい！」と思ったのは、モリー先生のことをそ

の生徒が「コーチ」って呼ぶところなんです。 

 

大学教授のことを「コーチ」と呼ぶんです。「先生」ではなくて「コーチ」なんです。 

 

コーチであるモリー先生が、その生徒の道を照らし、行き先を一緒に指し示し、自ら歩

いていけるような授業をする。ただ自分の命は終わるんですね。 
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「ああ、コーチってすごく良い仕事だな」って、その時に思いました。 

 

「モリー先生との火曜日」。良かったら見てみてください。 

とっても心に響く、魅力的な映画ですよ。 

  

コーチの語源とコーチの役割 

 

コーチの語源は「馬車」です。馬車は人を目的地に届けるものですよね？だから目

的地にその人を届けるのがコーチの仕事です。 

 

コーチは目的地に進みたい人に、「あなたの目的地はここだよね？」って明確に指し

示して、行き先をはっきりさせることが必要です。 

 

そして、その目的地までの道のりやプロセスもはっきりさせる。どういうふうに通

っていくか。そして、目的地まで導いていく。 

 

一人で目的地に向かうよりも、一緒に歩いてくれる人や支援者のような人がいる

と、道に迷って「どっちがいいのかな？」って思ったときに、「ねえ、どっちがいい

と思う？」とか、「いや、あっちが目的地なんじゃないの？」なんて二人で話し合い

ながら行った方が、迷わずにたどり着けますよね？ 

 

また、目的地に向かう時には必ずトラブルが発生しませんか？昔は馬車だから、タ

イヤが外れたり、馬が逃亡して 2頭だったのが１頭になるとか、ならず者に襲われ

るとか、そういうことが起こったりして、順調にはいかないわけです。でもそのト

ラブルを解決しながら目的地まで辿り着く必要があります。 

 

一人で目的地に向かうよりもコーチという専門家と行った方が、行き先が明確にな

るし、道のりもはっきりするし、途中で遭遇するいろんなトラブルや挫折などの障

害があっても、コーチという専門家と一緒に乗り越えていけるわけです。 

 

「あなたなら、こうやって乗り越えることができるんじゃないの？」というように

アドバイスしてくれる。そういう人がいた方が確実に、より早く目的地に着く。だ

から行き先を明確にしてそこへ確実に早く届けることがコーチの仕事なのです。 
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第２章 

コーチに求められる資質と要件 
 

 
 

コーチの資質とコミュニケーションレベル 
 

 

あなたはコーチにはどのような資質が必要だと思いますか？ 

 

私は「率直」、「正直」であることが必要だと考えています。また、言葉を選ばないで挙

げるなら「冷酷」であることも必要です。そして「信念」を持ち、クライアントの可能

性を信じることも必要です。 

 

ではここで手元に紙を用意してそこに三角形を描いてみてください。そして、その三角

形の中に線を 2 本引いて三角形を 3 段にしてください。一番下に「建前レベル」、真ん

中に「思いやりレベル」、一番上に「正直レベル」と書いて下さい。 

 

 

 

図 1．コミュニケーションレベル 

 

 

組織でも夫婦でもいいのですが、例えば、夫婦間のコミュニケーションを思い浮かべて

みてください。夫婦がいつも「建前レベル」のコミュニケーションをしていたら、その

夫婦はどうなるでしょうか？それは良いコミュニケーションと言えるでしょうか？ 

 

次に、その上のレベルの「思いやりレベル」でいつもコミュニケーションを取っている
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としたらどうなると思いますか？ 

 

「建前レベル」よりはだいぶん良くなりましたが、「思いやりレベル」では、良い関係

を長く続けることは難しいかもしれませんよね。 

 

これは、コーチングのクライアントの関係でも同じことが言えます。 

 

正直に本心で相手と向き合う。ただし、相手を否定したり攻撃したりするような言い方

ではなく、プロとして相手の心に配慮しながら、思っていることや感じていることを、

きちんと相手に伝える。 

 

「正直レベル」のコミュニケーションでクライアントと接することが、クライアントに

変化をもたらすことに繋がると思いませんか？ 

 

正直レベルの方が長期的には良い関係性になっていくのではないかと思います。 

 

 
 

コーチに必要な６つの資質 
 

 

ではもう少し整理して、私が考えるコーチに必要な６つの資質について、私の考えをお

伝えしますね。 

 

資質① 率直で正直であること 
 

コーチングについて勉強をしていると、「建前レベル」から「思いやりレベル」のコミ

ュニケーションを出来るようにはなります。例えば、相手の話をさえぎらずに最後まで

聞いてあげるというのは「思いやりレベル」ですね。 

 

でも、相手から伝わってくることで感じたことを、相手のために勇気をもって、リスク

を感じる場合もあるかもしれないけれど、伝えた方が良いと思ったら、正直にそれをク

ライアントに伝える。 

 

この「思いやりレベル」と「正直レベル」の一線をなかなか越えられません。なぜなら、

リスクがありますから。クライアントに嫌われることに恐れを感じたり、これを伝える

と泣いてしまうかもしれないと思ったりすることがあります。 

 

このような状況はコーチングしているとよくあることです。 
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特に感受性の高い女性がクライアントの場合は、涙ぐまれたりする時もあります。それ

でも、リスクを冒してでも伝えた方が良いことは伝える。そういうことが、率直で正直

であるということなのです。 

 

 

資質➁ 冷静・冷酷・客観的であること 
 

「冷酷」であること。これはそのままの意味でとらないでほしいのですが、対義語にす

るなら「同情、思いやり」です。 

 

どういうことかというと、クライアントがダメージを受けたり、悩んだり落ち込んだり

するときがありますよね。日常だと「大丈夫？」と心配したり、「つらいですよね」と

同情したりしますよね？ 

 

ですが、コーチはクライアントを少しでも早く目的地に届けることが仕事ですから、た

とえ相手が泣いていたとしても、同情をすることなくただ待つことも必要です。 

 

「大丈夫？」と声をかけるよりも、ただ何も反応せず待っている方が相手は早く泣き止

みます。なぜなら、コーチが反応してくれませんから。泣いている時は「大丈夫？」と

いうふうに同情してもらいたくなると思いますが、それをしない。 

 

繰り返しますが、コーチはクライアントを目的地に届けることが仕事ですから同情をし

ない。 

 

クライアントに、少しでも早く元の状態に戻ってもらい、目的地まで辿り着いてもらう

ために、コーチには「冷静・冷酷・客観的」な部分が必要になってきます。 

 

 

資質➂ 信条や信念があること 
 

私は「人には無限の可能性がある」ということが信念です。もし、クライアントの今が

たとえ良い状態ではなくても「今はただ上手く出し切れてないだけ」と信じていた方が

良いと思いませんか？ 

 

例えば、「成功するのはそういう素質がある人とか、才能がある人しか無理だ」と信じ

ている人がコーチをしていても、きっと上手くコーチングはできないと思います。  

 

コーチ自身にも目的や目標、夢やゴールがあって、そこへ向かっている人の方が、より

良いコーチになれると信じています。 
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資質④ エネルギーを高く保てること 
 

これは絶対条件というわけではないですが、エネルギーを常に高く保っておくこともコ

ーチとして重要だと思います。なぜなら、目的地に向かうにはエネルギーが必要だから

です。目的地に向かう気力や元気、モチベーションが必要だからです。 

 

もし、雇っているコーチが、いつも元気がなくてモチベーションが低かったら、そっち

に引きずられてしまいますよね？ 

 

でも逆に、雇っているコーチが、いつもエネルギッシュでモチベーションが高いと、今

度はそちらに引きずられます。そうすると、「コーチと話すだけでなんか元気になる」

とか、「コーチと話すだけでモチベーションがもう一回復活してくる」というような状

態になってきます。 

 

だから、常にエネルギーを高く保つ状態にしておいた方が良いと思うのです。 

 

 

資質⑤ 人生の肩代わりはしないこと 
 

これは以前、先輩コーチに言われたことです。相手の人生を肩代わりしてはいけない。 

 

クライアントの問題を解決してあげよう、何とかしてあげようとすることは、相手の人

生を肩代わりすることになります。 

 

目標や目的地に向かうのはクライアント自身です。コーチは、クライアントを目的地に

届けることに責任を負う。クライアントの目標が達成されることに責任は負わないこと

です。 

 

 

資質⑥ 相手の成果に依存しないこと 
 

クライアントの成果に自分の満足度を押し付けない、依存しないこともとても重要です。 

 

自分がコーチしているクライアントに成功してほしいがために、自分がコーチしたこと

でクライアントが成功したと自分のコーチング力を証明したいがために、クライアント

に関わらないことです。 

 

プロのコーチは、相手の成果に依存しない、自分の満足度を満たそうとしないことが必

要です。 
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自分自身で常に自分のニーズを満たしておかないと、つい相手の成功に依存してしまう

という場合があります。ですから、コーチは常に自分自身で自分のニーズ、自分の欲求

を満たしておかないといけません。 

 

 
 

コーチに必要な３つの要件 
 

 

次は、プロコーチとして仕事をしていくために必要な要件についてです。 

 

私はコーチングの世界に入った時に、コーチ業界にいる先輩から、プロコーチとして絶

対に必要な３つの要件を教わりました。それが、次の３つの要件です。 

 

一つ目は、「コーチをつけている」こと。 

二つ目は、「コーチをしている」こと。 

三つ目は、「コーチングを学び続けている」ことです。 

 

なぜこれらの要件がプロコーチに必要なのか、それぞれ説明しましょう。 

 

要件① コーチをつけている 
 

例えば、健康食品をある人が進めてくれたとします。「飲んでみてどうだった？」って

聞きたくなりませんか？ 

 

もし、「飲んでみてどうだったの？」と聞いてみたところ、「いや、僕は飲んでないんだ

けど」と返されたら、その健康食品を買いたいと思いますか？きっと買わないですよね。 

 

つまり、コーチ自身がコーチをつけて、早く目的地にたどり着けたり、自分が想像して

いたよりも高みに辿り着けたりした経験が十分にあるということが必要なのです。 

 

中には、プロコーチでありながら、自分自身でコーチをつけていた経験のない人もいま

す。ですが、コーチングの良さを体感できていない人からのコーチングは、ちょっと怖

いと思いませんか？ 

 

だから「コーチをつけている」ことは必要なのです。 
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要件② コーチをしている 
 

コーチングが上手くなってからプロコーチになる。上手くなってからクライアントをコ

ーチしようと思っていると言う人がよくいますが、それではなかなか上手くなりません。 

 

例えば外科医のお医者さんを思い浮かべてみてください。外科医はメスを使って手術し

ますよね？ですが、大学病院で十年も二十年も研究や勉強ばかりをしていて知識はたく

さんあるけれど執刀経験の少ない外科医の先生に難易度の高い心臓手術を頼みます

か？ 

 

それよりも、新人の時から執刀経験豊富なメンターに教わりながら少しずつ少しずつメ

スを握ったり、時には「出血した！」となって、そこを塞いだりという経験も繰り返し

積んで、十年間執刀し続けてきましたという外科医のお医者さんに心臓の手術を頼みた

いですよね？ 

 

プロコーチも全く同じです。私もメンターの先輩から「勉強している時からコーチをし

なさい」と言われてきました。実践でしか学べないことって沢山あります。上手くいか

ないことも沢山あります。 

 

そういった数多くの実践を経て、「こうすると上手くいかない」、「こうするとちゃんと

クライアントを目的地まで届けられる。上手くいく」という経験値を積み重ねていくこ

とで、少しずつプロフェッショナルコーチ、マスターコーチへと成長していくことがで

きます。 

 

ですからとにかく、「コーチングの勉強をし始めたら、すぐに誰かをコーチをする」こ

とが重要です。 

 

あと、これも間違いやすいのが、コーチングの会話を優先して練習してしまうことです。 

 

コーチングは「クライアントとコミュニケーションを取ること」という言われ方をされ

ることが多いのですが、本来のコーチングは「クライアントを目的地まで届けること」

ですから、会話の練習よりも、クライアントが目的地に向かって進んでいくプロセスを

何年も何カ月も共に過ごすという経験を優先しないといけません。 

 

クライアントは、途中で挫折したり、悩んだり、落ち込んだり、辞めそうになったりし

ます。そういうことをコーチとして経験しないで、ただ会話だけの練習をしただけでは

コーチとしての力は身に付きません。 

 

ですから「コーチをしている」ことが必要なのです。 
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要件➂ コーチングを学び続けている 
 

コーチングの勉強をやり続けることもとても重要です。コーチングのケーススタディを

したり、コーチングの技量を磨いたり、コーチングツールをブラッシュアップしたりす

ることをやり続ける。 

 

目の前のことが上手くいかなくなるとつい、他の分野の勉強を始めてしまう人がいます

が、コーチとして選ばれるプロフェッショナルになるためには、他の分野に浮気するこ

となく、コーチングを探求し、追及し、研究し尽くすことが重要です。 

 

コーチと他の似た職業との違い 

 

コーチと似ている職業に「コンサルタント」があります。メンターとか、ティーチ

ャー、カウンセラー、セラピストなど。コーチという職業と何となく似ているけれ

ど、これらの職業とは違う事をはっきりと認識しなければいけません。 

 

先ず、「コンサルタント」はクライアントに解決策を提案する仕事です。コンサルタ

ント会社には膨大なデータがあり、他の会社がこうやって上手くいったとか、学術

的にはこうやれば解決するとか、システムからの膨大なデータを基に解決してい

く。それがコンサルタントです。 

 

次に、「メンター」とは何でしょうか？メンターは助言者です。メンターは自分が目

標としている所を先輩として先に歩いている人。新人の営業マンなら、先輩の営業

マンがメンターになる。「自分の経験上こういうふうに解決したよ」というように助

言をするのがメンターです。 

 

ただ、メンターは助言相手の行き先を明確にさせて目的地へ届けるわけではありま

せん。コンサルタントも同様にクライアントの行き先を明確にさせて目的地まで届

けるわけではありません。 

 

次に、「カウンセラー」はどうでしょうか？カウンセラーは、クライアントの悩みや

心の問題に対して助言をしながら解決する。でもそれに行き先はないですよね？目

的地まで届けるわけではないですよね？ 

 

次に、「セラピスト」という職業もありますね。セラピストは、医学的な薬や手術な

どを用いずに治療する人を言います。 
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例えば、ワンちゃんと触れ合うことで心や身体的問題のリハビリテーションを行う

ドッグセラピーというものがあります。薬などは使わず患者さんを治療することを

目的としていますが、セラピストも患者さんやクライアントの行き先を明確にさせ

て目的地まで届ける人ではありません。 

 

「コーチ」という職業がそれ以外の似ている職業と明らかに違うのは、クライアン

トの行き先を明確にして、そこへ届けるのが仕事というところです。 

 

ですから、長い人だと７年も８年も、次はここへ行こうと、どんどん新しい行き先

を明確にして、その人がそこへ行きつくまで届けるようにサポートをしていく。こ

のような仕事を行うのがコーチです。 

 

コンサルタント、メンター、カウンセラー、セラピストなどの職業とコーチは、同

じカテゴリーの職業として捉えられることが多いのですが、一つ一つの職業を見て

いくとそれぞれ明らかに違うのです。 

 

ただし、法律や資格でこれらの職業をきれいに区別されているわけではありませ

ん。カウンセラーには資格があるかもしれませんが、コンサルタントは自分でコン

サルタントと名乗れば誰でもなれてしまいます。 

 

自分はコーチなのか、セラピストなのか、カウンセラーなのか、コンサルタントな

のかを明確にして、それぞれの専門家として必要な人にサービスを提供する必要が

あるのではないかと私は思います。 

 

コーチと名乗っていながら提供している内容はカウンセラー的な内容だったり、カ

ウンセラーと名乗っていながら提供している内容はコーチ的な内容だったりという

ように、提供しているサービスの内容と職業がごちゃごちゃになっていると、ビジ

ネスとして上手くいきません。 

 

お医者さんでも、うちの専門はこれだから、それは歯科に行ってください。外科に

行ってください、循環器科に行ってくださいというように、専門外のことなら他の

医院を紹介しますよね？ 

 

ですから、コーチもコンサルタントやセラピストなど他の職業と違うということを

念頭に置いておくことがとても重要なのです。 
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第３章 

プロコーチとして独立する 
 

 
 

今から「信用」と「信頼」を構築しておこう 
 

 

コーチとして独立しようと考えている人に、私がよく言うのが、「信用」と「信頼」を

今のうちから作っておくといいということです。これは私自身もやってきたことです。 

 

ところであなたは、「信用」と「信頼」の違いがわかりますか？ 

 

・・・ 

 

端的に言うなら「信用」は過去。「信頼」は未来なのです。 

 

過去のその人の振る舞いや実績を見て「信用」が積み重なっていく。そして、これから

この人と手を組んでこの人と共にやっていけるというのが「信頼」です。 

 

どんな仕事でも、とにかく今やっていることを全身全霊で相手や人のためになることを

やっておいた方がいいと私は思います。 

 

会社を辞めてプロコーチになるからといって、今の仕事や会社を蔑ろにしてしまう人が

います。 

 

例えばその人が「会社辞めました。コーチになりました。」と言ったとして、元の会社

の同僚や部下がその人にコーチを頼むでしょうか？きっと頼まないですよね。 

 

コーチとしては新米だとしても、社会人としてはキャリアがあるはずですから、これま

で社会人として培ってきた「信用」と「信頼」をまず初めに使いましょう。 

 

そのために、自分の仕事ぶりや自分がこれまで積み重ねてきたキャリアで、自分が信用

に値する、信頼できる人物であると思われるような仕事をしておいた方がいいと思いま

す。 
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私はよく、プロコーチになって独立する人には「今の会社で一生懸命仕事しなさい。立

つ鳥跡を濁さずではなく、立つ鳥全身全霊で今の仕事をして、惜しまれて出ておいで！」

と言っています。 

 

そうすれば、自分が所属していた会社やコミュニティー、業界、業種の人たちが最初の

お客さんになってくれるのです。 

 

 
 

コーチとしての実績を積む方法 
 

 

「今の仕事を全身全霊でやるなら、どうやってコーチとしての実績を積めばいいのです

か？」という質問をいただくことがあります。 

 

私も会社に勤めていた時からコーチングの資格を取得したりなど、プロコーチになるた

めの勉強をしていました。では、私がどうやって会社に勤めながらコーチングの実績を

積んでいったかを説明しましょう。 

 

ステップ① 自分からオーダーを出す 
 

先ず私がやったこと。それは「あなたのコーチをさせて欲しい」と私からお願いをしま

した。 

 

「協力して欲しい」「僕は資格を取りたいので、とにかくコーチングをやっている実績

を積み重ねなきゃいけない。だからあなたをコーチさせてほしい」と。 

 

そうすると、それまでの私の人となりを見ていてくれたのか、「わかりました。谷口さ

ん。協力すればいいのですね！」と言ってくれました。当時はまだコーチングがどうい

ったものなのか知らない人がほとんどですから、相手も何が何だかわからなかったはず

です。 

 

ですが、「協力してほしい」と僕からオーダーを出したことで、協力してもらうことが

できました。 

 

そして私は、当時の部下や、違う事業所の営業課長や、営業マンなど、知り合い全員に

オーダーを出しました。「あなたのコーチをさせてほしいんだ」と。 
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そうするとある人が、「谷口さん、そのコーチングって何ですか？」と聞いてきました。

コーチングを知らないからですね。 

 

説明するといっても当時は私も上手く説明できませんでしたから、「とにかく決まった

時間に僕に電話して来て！」と、ただそれだけを伝えました。 

 

「わかりました。電話すればいいんですね！」 

「うん、電話すればいいから。」 

 

と言って。とにかくコーチングをさせてもらうことができました。 

つまり、その人はコーチングが何だかわからないけど、谷口を信用してくれたわけです。 

 

先ずは、自分からオーダーを出してみる。単純だけどとても強力な方法です。 

 

 

ステップ② コーチングの有効性を体感してもらう 
 

決まった時間に電話してきてもらうというやり取りが続いてしばらくすると、 

 

「谷口さん、これがコーチングっていうもの？」と聞かれました。 

「そうだよ！」と答えると、「コーチングっていいね！」と言ってくれたのです。 

 

コーチングの有効性を体感してくれた瞬間でした。 

その人の成績も上がっていきました。 

 

私は最初に「自分の資格のために協力して欲しい」と言って、過去のネットワークとか

人脈とか、つながりがある人たち全員にオーダーを出していく、協力を依頼するという

ことをやっていきました。手紙やメールも何百人にも出したわけです。 

 

そうすると何人かが「いいよ！」と言ってくれました。信用してくれたんですね。 

「どうすればいい？」「じゃあ電話して！」という感じでコーチングを始めました。 

１００人にオーダーを出したら２０人ぐらいが協力してくれました。 

 

それから、コーチングをした２０人のうちの何人かに「コーチングってどう？」と感想

を聞くと「コーチングっていいね！」と言ってくれる人がいました。 

 

「一応、僕はこれからこれで食ってくつもりなんだけど、お金払う？」と聞いたところ、

「えっ、いくらなの？」と聞き返してくれました。 
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そこで、「最初はあなたが価値を感じる値段でいいよ」と伝えました。「あなたが 100 円

って言ったら 100 円でいいし、1000 円って言ったら 1000 円でいいよ」という感じで。 

 

こんなふうにしながらクライアントと出会って、先ずは実績を積むということにウェイ

トをおきました。なぜなら当時の私はコーチングの素人で駆け出しでしたから。 

 

 

◼ 自分からドアをノックしよう！ 
 

つまり、私がどうやってクライアントと出会ったのか。 

 

それは、自分から相手のドアをノックして、「僕は今こういうことを習っていて、こう

いうふうな道を目指していきたいから協力してくれませんか？」というオーダーを出し

たということです。 

 

コーチングのクライアントがなかなか増えないと悩んでいる人は、ただ相手が来るのを

待っている場合が多いのです。自分から相手のドアをノックせず、ドアの前で待ってい

る。 

 

待っていたとしても相手からドアを開けてくれる、相手からやって来るという人という

のは、すでに社会的に信用を作っている人です。 

 

例えば、本を出版したり、動画を公開してファンを獲得していたり、色んなことに取り

組んで、その結果、社会的に認知されて、実績もあって、人からの評判もあって、それ

で初めて、お客さん側から声がかかる対象になるわけです。 

 

まだそのレベルにまで至っていないのに、コーチとしてまだ駆け出しなのに、ホームペ

ージを作って、ブログ書いてただ待っているという人が結構多いという印象です。 

 

でも、ただ待っているだけだとお客さんは来ません。それなら、ただ待ってないで自分

からお客さんのドアをノックした方がよくありませんか？ 

 

誰しもこれまでに色んな人たちとの繋がりがあるはずです。私の場合は、年賀状や自分

の電話帳に載っている人たち全員に連絡しましたし、当時は営業をしていたので取引先

の人たちにも全員にオーダーを出しました。 

 

コーチとしての実績を積むには、先ず自分から相手のドアをノックしましょう。 

自分からオーダーを出していきましょう。 
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◼ リスクはこちらが負う 
 

これはセールステクニックなのですが、「リスクリバーサル」といって、リスクをこち

らが負うということ。私が「最初はあなたが価値を感じる値段でいいよ」と言ったのも

「リスクリバーサル」です。 

 

営業でも同様ですが、お客さんが「買いたい、売って下さい」と言うのはお客さんにと

って、すごくリスクを感じることなのです。 

 

なぜなら、お客さんが自分で購入を決めたということは、決めた責任が自分にあるとい

うことだからです。 

 

そこで、「僕にあなたの家の夢の実現を任せてください！」と言うと、リスクを負うの

はこちら側、営業マン側になります。お客さんは「じゃあ、お願いします！」と言えば

いいから気持ち的に楽になるんですね。これがリスクをこちらが負うということです。 

 

商品やサービスで「全額返金保証」というものがありますよね。もし、上手くいかなか

ったり満足しなかったりしたら「全額返金します」というオファーは、商品やサービス

を買った人にリスクを負わせていないということですね。 

 

「コーチングの効果があったと思った時に払ってもらえばいいです。」 

「コーチングが有効でないと思ったらすぐ契約を解消しましょう。」 

 

というふうに、「リスクを私が負います。だからあなたをコーチさせて欲しい」という

オファーを、私はよくしました。 

 

最初の頃は、この方法で沢山の実績を積んでいきました。 

 

 

ステップ➂ 紹介のお願いをする 
 

実績を段々積んでいくと、次に重要なのが紹介をいただくことです。 

 

これもセールスと一緒なのですが、セールスは「リピートと紹介」が王道なんです。 

このゾーンに入るとお客さんを待っていても相手から来るようになります。 

 

それまではオーダーを出したり自分から関係性を作りにいったりする必要があります。
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沢山の実績を積んでいくと、クライアントの中で、成果が出ている人やコーチングの有

効性を実感している人が他のクライアントを紹介してくれるようになります。 

 

他のクライアントというと、今のクライアントの友人だったりします。新しいクライア

ントは私に対する信用はまだありませんが、その人が信頼している人が紹介してくれた

からということで私を信用していただき、すぐに契約していただくことができました。 

 

この紹介のループを作ることがとても大切です。 

 

この紹介をいただくための話し方も、説明し始めると３日間ぐらいの研修内容になって

しまうので、ここでは割愛しますが、紹介をいただく場合もこちらからクライアントに

オーダーを出すことが重要です。 

 

例えば、「誰か夢をかなえたい人、目標達成したい人で僕に紹介したい人をぜひ紹介し

てもらえませんか？」というふうに。 

 

紹介のループを作ることも意識して取り組んでみてください。 

 

 

ステップ④ セミナーや勉強会に参加する 
 

クライアントがどんどん増え始めた頃から、私は勉強会やセミナーに積極的に参加する

ようになりました。勉強会やセミナーでも新しいクライアントとの出会いがありました。 

 

ただ、どういう人がコーチを探しているのかということはわかりませんし、もしかする

と参加している人も意識的にコーチを探すために参加していたわけではなかったかも

しれません。 

 

 

◼ 選ばれる人としての振る舞いをする 

 

ただ私は、勉強会やセミナーに参加した時には、コーチとして選ばれるための振る舞い

をしました。 

 

勉強会やセミナーなど色々な講座に行くと、「何となく信用できそうな人」と「何とな

く不信感がある人」がいませんか？ 
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ですから私は、セミナーや勉強会の参加の仕方、そこでの振る舞いや言動、人との関わ

り方の全てを、家を出たときから家に帰るときまで、終始一貫、選ばれるコーチであろ

うと気を配りました。 

 

そうすると、勉強会やセミナーが終わった後に、「さっき一緒にお話ししたんですけど、

谷口さんはコーチをしているんですか？」と聞かれて、「はい。していますよ。」と答え

ると、「一度詳しくお話を聞かせてくださいませんか？」というように話が進んでいっ

たということが何度もありました。 

 

ですから、私はそういった場所に参加する時には、何人もいる参加者の中から選ばれる

にふさわしい自分でいようとしています。 

 

 

◼ ここでもリスクを負ってオーダーを出す 

 

また、勉強会やセミナーに参加している人の中で「コーチ探しているんですけど」とい

う話をしている人がいた時には「僕にコーチさせてもらえませんか？」と、こちらから

リスクを負ってオーダーを出すこともしました。なぜならチャンスですから。 

 

私は、営業マンをやっていたので、100 件訪問しても受注は 1 件、99 件は断られると

いうことが普通でした。ですから、断られることを恐れず、積極的にこちらからオーダ

ーを出し続けるということもやりました。 

 

それから何年か経って、コーチングの実績を積んで本を出版したり、口コミが広がって

評判になったりしたことで、こちらからオーダーを出さなくても、私にコーチをしてほ

しいという人が向こうからやってくるようになりましたが、コーチとして駆け出しのこ

ろは、ただ待っていてもクライアントが向こうからやってくることはありません。 

 

リスクを負ってオーダーを出す。これはとても重要なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

 

 

「時間がない」は断り文句？相手の言葉に隠された真実 
 

 

「ザ・コーチ TV」の視聴者の方からこんな質問をいただきました。 

 

コーチングを勉強しておりまして、クライアントとなっていただける人を探すため

声掛けをしていますが「時間がない」「忙しい」「時間ができたらまた今度」という

方が意外に多いなぁと思っています。 

 

確かに忙しくなると、自分の時間をどうしても人に取られることがあります。 

 

しかし、それは毎日続きませんし、緊急かつ重要な場合を除けば自分でコントロー

ルができると思っています。そういった方たちにはどういう関わり方をしていけば

いいのでしょうか？ 

 

とても良い質問ですよね。同じようにコーチングの実績を積むために、こちらからオー

ダーを出していても、なかなかクライアントを見つけられない人の中には、同じように

悩んでいる人がいるのではないでしょうか。 

 

「コーチとして独立する」ということは「コーチを職業にする」ということですから、

自分のサービスを誰かに必要としてもらう、買ってもらうというプロセスが絶対に必要

になってきます。 

 

インターネットを介してなのか、対面なのか、どちらの場合でも、自分のクライアント

になる人と何らかの関係をスタートしないといけません。その時に、セールスのノウハ

ウが必要になります。 

 

これには、私のセールスマン時代の経験やノウハウがとても参考になると思いますので、

その経験やノウハウも交えながら、この質問に答えていきたいと思います。 

 

 

◼ 相手の言葉に隠された真実とは？ 

 

セールスマンは自分が取り扱っているサービスを紹介しますよね。スーパーの販売員や

百貨店の販売員もセールスマンです。 
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例えば、そのセールスマンが、突然商品の説明をし始めたら、あなたはどんな感情にな

りますか？ 

 

往々にしてあるのは、「何か売られるんじゃないかな～」という警戒心がまず生まれま

すよね。 

 

それからさらにセールスマンが一方的に商品について説明をし続けてくると、面倒くさ

いとか鬱陶しいとか、もっと言葉選ばないでいうと、ウザイとか思ったりしませんか？ 

 

そういう時、何だか自分の貴重な時間をとられているような感じがしませんか？ 

「なんでこの人の話を、ず～っと聞いてなきゃいけないの？」というような。 

 

そういう時に、人は「時間がない」とか「忙しい」と言う表現を使います。 

 

私がまだセールスマンの新人の頃は、お客さんが言っている「時間がない」とか「忙し

い」という表現を、そのまま真実だと受け取っていました。「あ～。時間がないんだな」

というふうに。 

 

でも、これは真実ではありませんよね。 

 

私も質問者の方と同じように、相手が言った言葉を真実だと疑いもなく「じゃぁいつな

ら大丈夫なんだろう？」と思っていました。「朝なら時間はありますか？」と聞き返し

たりして。 

 

でも、お客さんの本当の気持ちは、「あなたのために時間を取りたくない」ということ

ですよね。 

 

人は相手を傷つけないように断る言葉を持っています。代表的なものが「時間がない」

という言葉。他にも「今は必要ない」とか「検討します」という言葉も断り文句の常套

句です。 

 

コーチングのクライアントを見つけるためには、なぜこういったことが起きるのかとい

うことを知っておく必要があるのですが、そのヒントになるのが、私がセールスマンを

やっている時に先輩から言われた言葉です。 

 

 

◼ 商品に惚れるな！ 

 

自社商品に惚れてはいけない。意外だと思いませんか？ 



27 

 

なぜ商品に惚れてはいけないかというと、商品に惚れてしまうと商品のことが大好きな

あまり、お客さんに「この商品、とってもいいんですよ！」と言ってしまうからです。 

 

そうすると、会話の主題が「お客さん」ではなく「商品」になってしまい、商品のこと

を一生懸命にお客さんに説明してしまうことになります。 

 

例えば、デパートの洋服売り場を思い浮かべてみてください。 

 

売れない店員さんは「新商品です」というような言い方をしてしまいます。例えば、「こ

の洋服は麻 100％です」とか「しわになりにくい素材なんです」というような感じで。 

 

でも、売れる店員さんなら例えば、「今、こちらとこちらをお手に取られたみたいです

が、着回しができて着心地が良いものとか、そういうのをお探しですか？」というよう

な言い方をします。 

 

そうするとお客さんが、「そうなの。麻とかが、やっぱりいいのかしら？」と聞き返し

てきて、「麻の商品ですと、こういうメリットもありますけど、こういうデメリットも

ありますが、どういったところでお召しになられますか？」という感じで話を進めてい

きます。 

 

さらに、「こういう時とかこういう時とか、あと、お洗濯とかどうされているんですか？」

と聞いたりすると、「この服は自分で洗えるんですか？」というふうに、どんどん会話

が弾んでいきますよね。 

 

売れない店員さんは「商品」を話題の中心にしています。 

逆に売れる店員さんは「お客さん」を話題の中心にしています。 

 

同じように、上手くクライアントを見つけられないコーチも、「コーチングっていいで

すよ」と言ってしまいがちです。 

 

コーチングに惚れてしまっているんです。 

 

「コーチングは素晴らしいんです！」とか「コーチングを受けて私は人生が変わったん

です！」という言い方をしてしまうと、相手からしてみると「コーチングのこと勉強し

てないし」とか「興味もないのに、いきなりコーチングの説明されても・・・」とか「時

間がないんだけど・・・」という受け止め方をされてしまいます。 

 

これは本当によく起こっているケースです。 
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今回、質問をしてくれた方も、「時間がない」とか「忙しい」という言葉を、おそらく

そのままの意味で受け取っていますよね。 

 

「緊急かつ重要な場合を除けば、（時間は）自分でコントロールができると思っていま

す」という言い方からも、そのように感じられます。時間ないなら今度またというふう

に。 

 

でもそうすると、例えば「いや、時間がなくて」とお客さんが言って、「じゃあいつな

ら時間空いているんですか？」と言い返されたら、お客さんはどう感じるでしょうか？ 

 

きっと、「それを私は言ってるんじゃない。あなたを傷つけないように断ってるのに！」

と思うのではないでしょうか。 

 

でも、トップセールスマンになればなるほど、「お客さんは真実を言わない」というこ

とを知っていますから、相手ではなく自分の言動を変えることで対応をします。 

 

その時に私がお勧めしていることが、『相手の関心事に興味を持ち、それを話題にする』

という方法です。 

 

 

◼ 相手の関心事に興味を持ち、それを話題にする 

 

私が昔、営業マンだった頃、「セールストーク」を「バイイングトーク」という言い方

をしていました。これは何かというとコーチングそのものなのです。 

 

お客さん自らが、自分のニーズに気づいてもらうような、ほとんどが質問からできてい

るトークです。 

 

例えばコーチングのクライアント候補の人と話すなら、 

 

「何か気がついたら、あれもこれもって言って、やるべきこと、やらなきゃいけないこ

と、そんなことに翻弄されて、一日が終わった時に何かむなしさを感じたりすることっ

てないですか？」と問いかけたりすると、 

 

「そうなのよー」という反応が返ってきたりします。 

 

他にも、「何で私ばっかりって思うことないですか？」とか「もっと時間があったらこ

んなことができたらいいのにな～とか、時々ふと、そういうこと思って、自分の人生が

豊かになったらいいな～なんて思いめぐらすことないですか？」と問いかけると、 
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「確かにあるわね～」という反応が返ってきたります。 

 

「そうですか。僕もそうだったんですよね」と言いながら、このタイミングで、 

「僕がサービスを提供している人たちの中に、そういう日常から自分を解き放って、自

分のやりたいことで人生を謳歌している人がたくさんいるんですけど、そういう人のお

話って興味ありますか？」とさらに問いかけます。 

 

そうすると、「興味あります！」と返ってくるわけです。 

 

これは、相手の関心事をインタビューしながら聞いていっています。「この人はこうい

うことに関心があるんだ」とか「こういうことを求めているんだ」ということを。 

 

この相手の関心事を聞き出して始めて「私のサービスはそれを解決できますよ」と伝え

るのがセールスなのです。 

 

そして、「この解決策についてもっと興味はありますか？」と聞いて「はい！」と返っ

てきたら、初めてそこで商品（コーチング）について説明するというわけです。 

 

 

◼ 言葉を変えてみる 

 

あと、今回、質問をしてくれた方は使っていた「クライアントとなっていただける人を

探すため声掛けをしています」という言葉も変えることをお勧めします。 

 

「探す」や「声掛け」という言葉を「私を必要としている人が、私を見つける」や「私

のサービスを受けてよりよくなる人と出会う」という言葉に。 

 

他にも「クライアントを獲得する」という言葉を使っているなら、同じように言葉を変

えた方が良いです。誰しもお客さんは「獲得されたい」とは望んでいませんから。 

 

マーケティング用語は元々、戦争用語だったりします。他にもターゲットや戦術という

言葉もそうですよね。 

 

これらの言葉を無意識に使ってしまいますが、「言葉」は人を作ります。「言葉」を変え

るだけでも大きな気づきを得たり、その積み重ねで大きな変化を手にしたりすることが

できます。 
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第４章 

コーチと資格 
 

 
 

コーチの資格を持つだけでは活躍はできない 
 

 

コーチの資格を取得したけれどもそれを活かせない人や、プロコーチとして独立したけ

どクライアントに恵まれず、なかなかクライアントが増やせなくて苦労している人が多

いのが現状です 

 

「コーチの資格を取得するだけでは不十分なのですか？」という質問を良く受けますが、

そのことについてお話ししましょう。 

 

 

コーチの資格はプロコーチとして活躍するための必要条件の一つではあるかもしれま

せんが、それが絶対条件ではありません。 

 

また、「コーチの資格はあった方がいいですか？」ともよく聞かれますが、それはあっ

たほうがいいです。ただ、「コーチの資格を取れば食べていけますか？」と聞かれたら、

「それだけでは食べていけない」と答えています。 

 

今、雨後の筍のように、様々なコーチの教育機関やコーチングを教えてくれる人が増え

てきています。実はアメリカでも、日本より１０年以上も前に同じ状況になったのです

が、中にはいかがわしい資格や詐欺的な資格もでてきていたのです。 

 

そんな時にコーチにサービスを依頼したいと思った人が困った訳です。「じゃあ誰に頼

んだらいいの？」と。頼んでみたらそれが変なサービスで「なんじゃこりゃ？」という

ようなコーチも沢山いたというわけです。 

 

そこでアメリカでは、国際コーチ連盟（ICF）の資格ホルダーは信用できるという結果

になりました。資格は信用を担保するものの一つになったということです。 

 

アメリカでは、政府機関などの公的機関では、国際コーチ連盟の資格ホルダーでなけれ

ば契約することはできません。ですから信用という面ではコーチの資格は取得していた

方がいいことは確かです。 
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ただし、それはただ信用されるだけであって、選ばれるかどうかは別です。 

わかりやすく説明するために、私は調理師免許を持っていたので、それで例えましょう。 

 

調理師学校に行って一年間、栄養学や衛生学などの知識面も勉強し、実技も和洋中の全

てを勉強すると、国家資格の調理師免許を取得することができます。では、調理師免許

取ったからと言って、飲食店で成功することができるでしょうか？ 

 

それは別物ですよね？コーチの資格もそれと同じように思ってください。 

 

飲食店で成功するためには、商品開発や市場調査、マーケティング、自分のお店をアピ

ールする宣伝方法、経理や総務、人材の採用もやらないといけませんよね？さらに、ア

ルバイトの教育も必要です。アルバイトの教育方法は調理師学校では教えてくれません

よね？店舗の経営方法も教えてくれません。 

 

だから、調理師免許はお店を始めるためには必要だけど、十分ではありません。 

コーチングも全く同じです。 

 

ただ、コーチの資格は社会から信用されるために必要ですし、資格を目指すことで確実

にスキルアップをすることができますので取得していた方が良いことは確かです。 

 

 
 

コーチの資格取得の過程で得られるもの 
 

 

コーチの資格には様々なものがありますが、一つ上げるとするなら「国際コーチ連盟」

の世界基準の資格認定があります。 

 

⚫ ACC（Associate Certified Coach）アソシエイト認定コーチ 

⚫ PCC（Professional Certified Coach）プロフェショナル認定コーチ 

⚫ MCC（Master Certified Coach）マスター認定コーチ 

 

というような、初級（ACC）、中級（PCC）、上級（MCC）という資格のレベルがあり

ます。 

 

私は 2002 年に「国際コーチ連盟」のコーチの資格取得の挑戦をし始めてから、３年後

の 2005 年にマスター認定コーチの資格まで取得しました。（当時の最短記録で最高峰

の資格取得まで登りつめることができました。） 
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資格そのものには価値がないという言い方は少し語弊がありますが、この資格を取るま

でのプロセスには大きな価値がありました。 

 

私の周りにもコーチングを勉強しているときに「資格なんていらないよね」と言って、

そのまま資格を取得することなくコーチを続けた人もいましたが、私はコーチの資格取

得を目指しました。 

 

コーチの資格取得を目指すと何が変わってくるのかというと、資格を取るということは

合格基準を満たす必要があるという点です。 

 

マスター認定コーチの場合は、無償のコーチングではなく報酬を得たコーチングの実績

時間数が 2,500 時間以上必要になります。資格に合格するためにはこの何千時間という

実績が必要だということです。つまり、コーチの資格を目指した方が早く実績を積める

ことにつながるというわけです。 

 

私は、コーチの資格取得を目指したから、誰よりも早く何千時間もの実績を積むことが

できたと思っています。 

 

それともう一つ。国際コーチ連盟が定めている「プロコーチとはこうあるべき」という

倫理規定に沿ったコーチングができないと合格できないという点も重要です。これがど

ういうメリットなのかというと、我流のコーチングにならないという点です。 

 

私と同じ頃にコーチングを始めた、資格を目指していないコーチは皆、我流になってい

ました。それでコーチングが全く機能しないかというのは別ですが、私は資格を目指し

たので先ずは基本に忠実に徹底的に実践していきました。 

 

武道、茶道、華道など、どの道でも基本が大事なようにコーチングにおいても、私は先

ずは基本に忠実に実践することがその道を極めていくためにも大切な事だと考えてい

ます。 

 

このように、資格を取ろうとするプロセスには価値があるのです。実績を積むことがで

きますし、基本から外れることもありません。自分のスキルやツールなどの能力が基本

に沿って上がっていくのです。 
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最短でマスター認定コーチに登りつめるコツとは？ 
 

 

コツ① 浮気をしないで、まずは専門領域に専念する 
 

コーチの資格を取得する時に気をつけることは、浮気をしないこと。 

 

コーチの資格を取ろうとする人は、とても学習欲が高い人だと思います。成人は強制さ

れて勉強する必要はありません。それでも学校に行って、自ら望んでコーチングの勉強

をするということは、とても学習欲が高いという証拠です。 

 

私がコーチングを学び始めた頃、私の周りにいたコーチたちも学習欲が高い方ばかりで

した。 

 

私は 2002 年 12 月からコーチングの勉強を始めました。昔はコーチ・トゥエンティワ

ン、今はコーチ・エィという会社になっていますが、日本にコーチングを導入した伊藤

守さんが作った会社で、日本におけるコーチングの老舗の会社です。私はこの会社の講

座でコーチングを学びました。 

 

そして 2003 年からは、先ずは PCC(プロフェッショナル認定コーチ）、次に MCC（マ

スター認定コーチ）の資格取得を目指しました。 

 

一方、私と一緒に学び始めた同期生たちは、コーチングを勉強しながらも、他にもカウ

ンセリングや NLP（神経言語プログラミング）など、他にも色々なものを同時に勉強

していました。色々なことを勉強するのは楽しいと思いますし、私もそう思います。 

 

でもそうすると、私の周りで何が起きたのでしょうか。 

 

私はとにかくコーチングのことだけしか勉強しませんでした。習ったコーチングの方法

をそのまま、クライアントへのコーチングの中で愚直にやり続けました。 

 

私の同級生たち、例えばその人を A さんとしましょう。A さんはコーチングを習いな

がら NLP も習っているわけです。 

 

そうすると、A さんのコーチングにはコーチングのノウハウと NLP のノウハウが混ざ

っているんですね。例えば、さらに他にもう一つのノウハウも学んでいる B さんのコ

ーチングには 3 つのノウハウが混ざってくるわけです。 

 

このように複数のノウハウを学んでくると、クライアントにコーチングする時は良い面
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もあると思います。武器と言いますかノウハウがいくつもあるわけですから。「この人

にはこのスキル使おう」、「この人にはこの知識が役に立つ」というふうにできます。 

 

ところが、それらの知識が実際のコーチングには有効な場合も沢山あると思いますが、

コーチの資格取得の試験を受けるとなると問題が生じてきます。 

 

なぜかというと、それは「コーチング」の試験だからです。 

 

A さんには沢山のクライアントがいてコーチングの実績を積めば積むほど NLP や他の

ノウハウが無意識に体に染みついてしまっているのです。 

 

そうすると、コーチングの試験を受けている時に無意識に他の知識が出てきてしまうの

です。試験の時にこのようなコーチングとは異なる知識が出てきてしまうと恐らく不合

格になってしまいます。 

 

つまりコーチングの実績を積んでいたとしても、その人が合格するとは限らないのです。 

 

私のコーチ仲間で、私と同じようにキャリアを積んできて、コーチング力があって、ク

ライアントのサポートもしているような人に限って、コーチの試験には落ちているので

す。 

 

ですから、コーチの資格を取得したいなら、浮気しないことが重要です。 

 

例え他の知識に興味があったとしても、コーチとしてある程度の実績とある程度のレベ

ルまで到達して、それから他の知識も学ぶということを私はお勧めします。 

 

コーチのコア・コンピテンシーという、国際コーチ連盟が決めている行動指針や倫理規

定としてプロコーチとしてのあるべき姿が書かれています。 

 

そこには、カウンセラーやセラピスト、コンサルタントなどの他の職業とコーチを明確

に区別していて、『自分の専門領域以外の事は他の専門家を紹介する』ということが条

項の一つとしてしっかりと明記されています。 

 

それぞれの専門領域には倫理規定が決められています。プロコーチも同じです。コーチ

はクライアントの人生に大きな影響を与える存在ですから、倫理規定にもこのことをし

っかりと明記しているのです。 

 

ですから、コーチはカウンセリングが必要な人をコーチングしてはいけません。ですが

勉強熱心な方は、コーチングも NLP もカウンセリングも勉強してしまいがちです。 
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私が最短記録で MCC（マスター認定コーチ）の資格を取得できたのも、コーチングの

勉強しかしませんでしたし、最高峰の資格であるマスター認定コーチをずっと目指して

いたからだと思っています。 

 

 

コツ② クライアントを相手に実践を積む 
 

コーチングを勉強している人に多いのが、コーチ同士で練習をしているというものです。

クライアントではなくコーチ同士でコーチングの練習をしている。 

 

コーチングの練習をしてコーチングが上手くなってから、実際にクライアントを相手に

コーチングを行いたいと思う心理、私もよくわかります。 

 

ですが、それよりも実際のリアルなクライアントと、どれだけ早くから、どれだけ多く

のコーチングをやるかということこそ、コーチング上達の近道なのです。 

 

それはなぜかというと、コーチングを勉強している人同士で行うコーチングは、コーチ

ングが機能してしまう。コーチングが上手くいってしまうからです。 

 

一方、コーチングを知らない人は半信半疑です。心の中では「何？コーチングって」と

か「コーチを雇うことって効果あるの？」と思っています。 

 

その上、コーチングフィー（対価）を払うので、ある意味正当な評価をしてくれますよ

ね。「これじゃダメじゃん！」とか「これ意味ないよ！」みたいな感じで。 

 

コーチングが上達して上手くなった人は、こういった経験を沢山積んで乗り越えてきた

からではないでしょうか。 

 

ですから、できるようになってから実際のクライアントを相手にコーチングをするので

はなくて、「申し訳ない、まだ新人ですけど。あなたのコーチをさせてください！」と

言いながら、実践をいかに早く、いかに多く積むかということが重要なのです。 

 

早く実践の経験をするということは、その分、沢山の恥もかきます。最初の頃は特にそ

うです。でも、上手くいったりいかなかったりした数が多ければ多いほど、それがエビ

デンス（根拠）になっていきます。 

 

「こうすると往々にして上手くいかないんだ」とか「これがこうなんだ」ということが

自分の中に蓄積されていくのです。 
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そうすると自分の中で統計がとれます。「100 回中こうすると 70 回はこうなるんだ」と

いうのがわかってくる。でも 1 回や 2 回の実践では自分の中にエビデンスは蓄積され

ません。 

 

実際のリアルなクライアントと、できる限り早い段階から、できる限り数多くのコーチ

ングセッションを行うこと。これが MCC（マスター認定コーチ）の資格を最短で取得

するために、私が実践してきたことです。 
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第５章 

プロコーチとして活躍し続ける 
 

 
 

プロコーチとして活躍し続ける３つの秘訣 
 

 

私はプロのコーチになって約２０年になりますが、これまでプロコーチとして生きてき

た中で、大事にしてきたこと、大切にしてきた、プロとして活躍し続けるための秘訣が

いくつかあります。それをお伝えしたいと思います。 

 

 

秘訣① プロ意識を持つ 
 

先ず一つ目は、プロフェッショナリズム、プロ意識を持つということです。 

 

普段、仕事をしている日本の社会人の中で、常にプロ意識を持って仕事している人はど

れぐらいいるでしょうか？多分、その数は少ないのではないかと思います。 

 

例えば、ある人に「お仕事は何をされていますか？」と聞くと、日本人の多くの方は勤

め先を言います。でも、海外の人は自分がやっている仕事の名前を言うはずです。「お

仕事は何をされていますか？」と聞くと、「セールスマンです」と答えると思います。 

 

自分の職業を答えるということはプロのセールスマンとしての意識があるということ

です。日本の管理職の人に「お仕事は何をされていますか？」と聞いても「マネージメ

ントをしています」とは言わないと思います。 

 

「○○に勤めています」とか飲食業や IT 系などの所属している業界のことを言うので

はないでしょうか。この意識の違い。分かりますか？ 

 

プロフェッショナルとは専門家で、その専門領域に特化した知識や能力があり、それを

生業
なりわい

にして生きていく人です。 

 

簡単に言うと、それで世の中からしっかりと報酬を得ている。しっかりと報酬を得ると
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いうことは、対価に値するサービスや価値を世の中に提供している人。それがプロだと

思うのです。 

 

もし私がコーチとして成功したと思ってくれているとしたら、私は最初から「私はプロ

のコーチだ」という意識を常に持っていました。「プロとは何か？」ということを追求

しました。 

 

 

◼ プロを構成する５つの要素 

 

そして、私は「プロ論」というものを持っています。 

 

辞書で調べると、プロとは【専門家、それを職業にしている人】とあります。では専門

家とは何かというと、専門領域の知識を豊富に持っている人です。 

 

お医者さんなら医学の知識を持っている人。税理士さんなら税務の知識を持っている人

です。その知識は一般の人よりも圧倒的に豊富に持っている必要があります。 

 

プロとは、 

 

⚫ 専門領域の知識を持っている。 

⚫ その専門領域で、価値を提供するスキルがある、能力・技術を有している。 

⚫ そのサービスを提供するのに必要な道具やツールを持っている。 

 

先ずこの 3 つの要素を兼ね備えた人です。 

 

手元に紙を用意して絵を描いてみてください。左側に〇
まる

を重なるように３つ書いて、そ

れぞれの〇
まる

の中に「知識」、「スキル」、「ツール（道具）」と書く。 

 

そして、その横に＋と〇
まる

を 1 個書いて、その中に「実績」と書いてください。 

そして、さらにその横に＋と〇
まる

をもう 1 個書き、その中に「人格」と書いてください。 

 

専門領域の知識、スキル、ツール（道具）を兼ね備え、専門領域に関しての実績を持っ

ている。さらに、その道の専門家、プロとして社会的に信用、信頼されるに値する人格

を有している。 

 

これがプロです。 
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私はプロを見る時にこの条件に全て当てはめて考えています。 

 

 

 

図２．プロを構成する５つの要素 

 

 

お医者さんは当てはまりますよね？医学の知識、例えば問診をしたり診断をしたり、外

科だったら執刀する技術、それに必要な道具や調べる道具がいるわけです。 

 

しかし、実績が一回もない人には手術して欲しくないですよね？ 

 

そして、どんなに経験豊富なお医者さんだとしても、人格が疑わしかったら、手術をし

て欲しくはないと思いませんか？ 

 

これには、セールスマンも当てはまりますし、弁護士も当てはまる。この要素を満たし

ている人がプロフェッショナルです。 

 

ということは、マネージャーもこの条件が全部整うとプロのマネージャーになりますし、

人事や経理という仕事も、これが全部整うとプロなのです。 

 

私はこれまで、専門家としてのプロの意識と、この 5 つの要素を常に高め続ける努力を

してきました。 

 

 

秘訣② 道具を磨き続ける 
 

料理人は包丁にこだわります。なぜなら、いい包丁を使うとお刺身が美味しくなるから

です。 

 

ではコーチにとっての道具とは何でしょうか？ 
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私はコーチになった時に、多くのコーチが道具を磨いてないということに気づきました。 

 

コーチはクライアントによく質問をしますよね？ 

つまり、コーチにとって「質問文」や「質問」が道具なのです。 

 

同じコーチという職業をしていても、すごく切れ味の良い質問をするコーチと、何だか

訳が分からない質問をするコーチがいます。それはつまり、質問という道具を磨いてい

ないということです。 

 

なぜ「質問」が道具なのかというと、プロのコーチが使う質問は、私たちが普段、日常

会話でしている質問と圧倒的に質が違うからです。 

 

すごく研ぎ澄まされて考えられた質問なのです。それをアマチュアのコーチは思いつき

で質問してしまうのです。 

 

この「質問分」やクライアントの自覚を促すチェックリストなどの「アセスメント」、

このようなコーチの道具を私は徹底的に磨いて作り上げ、整えてきました。 

 

実は、私がこの重要性に気づくきっかけとなったあるエピソードがあります。 

 

私がコーチとしてまだ駆け出しだった頃、世界中のコーチが集まるカンファレンスに出

席したことがあるのですが、その時にヨーロッパのプロコーチが講演をしてくれました。 

 

そのコーチは税理士や弁護士、公認会計士などの士業専門に特化したコーチでした。 

 

そしてそのコーチは、「日本のコーチはアセスメントなどの道具が貧弱である」と言っ

たんです。そのコーチは、士業に特化したコーチングで使うアセスメントが 50 種類あ

るというのです。つまり 50 個の道具を持っているということです。 

 

その当時、私は道具をほとんど持っていませんでした。それがとてもショックでした。

これもやはり「プロ意識」の違いということなのです。 

 

そのヨーロッパのコーチは、「プロとして士業の方をコーチする時は、最低限これぐら

いのツールは必要だ」と言いました。そこから私は自分のオリジナルのツールを作り始

めました。 

 



41 

 

このコーチングの「道具を磨く」とか「ツールを整える」、「ツールをブラッシュアップ

する」ということを怠っているコーチが多いのではないかと思います。 

 

私と同じマスターレベルの資格を持つコーチたちに聞くと、皆、エグゼクティブや経営

者とのコーチングを行う際には、「コーチングの前にものすごく準備をする」と言いま

す。 

 

「今日はこのクライアントの成果、成長のためにどんな質問をすると有効だろうか？」

と考え、それに必要な道具をコーチングの前に用意しておく。だから、思いつきでは質

問していないのです。この質問をすると有効だろうというもの、「道具」をしっかりと

準備しているわけです。 

 

プロの料理人も、お客さんに料理をする前に、包丁やフライパンなど、必要な道具を全

て用意します。けれども、“なんちゃってコーチ”には道具がありません。思いつきでし

ゃべったり質問をしたりしています。だから会話の質が高くない。そこには大きな違い

があります。 

 

マスターコーチやプロフェッショナルコーチは、短い時間の会話で最大の成果を上げる

ことができるように取り組みます。つまり、有効でない会話をしている時間は無駄な訳

です。 

 

クライアントの経営者から 30 分間のコーチングの時間をもらったとしたら、この 30 分

間を一番有効な会話の時間にしなければならない責任があるのです。だから、そのため

のもの凄く準備をする。アマチュアとプロにはこのような違いがあります。 

 

 

秘訣➂ 量にこだわる、数はいずれ質に転化する 
 

プロでやっていこうと思っていても最初はどうしても未熟です。最初から卓越した技術

を持っている専門家、プロフェッショナルなんていません。お医者さんだって失敗しま

す。プロ野球選手やプロサッカー選手だって最初は未熟ですよね？ 

 

コーチングでも何でも、最初から上手くやろうとして、失敗を恐れて数をこなさない人

がいます。私は昔、料理人でもあったので「数はいずれ質に転化する」ということを信

じています。どれだけ沢山やったかが、どれだけ上手くなるかということと同じだと思

っています。 
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宮本武蔵の『五輪の書』に同じことが書いてあります。 

 

「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす」 

 

その専門領域の実績、実践を 1000 日やり続けることでプロの入り口に立つことができ

ます。料理人も、1,000 個オムレツを作ることでやっと人前に出せるようになる。10,000

個のオムレツを作ったら世界に一つとない一番上手いオムレツができる。 

 

私がマスター認定コーチを目指した目的は、この「数」にあります。国際コーチ連盟の

資格条件の中に「コーチングの実践時間」が決められています。今は基準が変わったの

で違うかもしれませんが、私の時は 2,500 時間のコーチング実績があると、マスター認

定コーチの資格審査を受ける要件を一つクリアできるというものでした。 

 

この 2,500 時間の要件を満たすことはとても大変でした。「資格があるからプロという

わけではないよね」とよく言いますが、資格はそれだけ実践をしたという証明になるの

です。ただのペーパーテストではありませんから。 

 

例えば、パイロットの飛行時間と一緒です。どんなに優秀で、素晴らしい大学を出て試

験で 100 点をとっていても、一度も操縦したことないパイロットの飛行機に乗ります

か？乗らないですよね？ 

 

私がなぜマスター認定コーチを目指したかというと、なるべく実践を積みたかったから

です。誰よりも早く実践を積もうと思って、そのためのゴールにしたのです。結果的に

最短でマスター認定コーチの資格を取ることができました。 

 

とにかく実践の数にはこだわりました。実践してみたことで分かったことが沢山あるの

です。 

 

私はいつも分数で考えます。例えば、１％の成功率で考えてみましょう。 

 

宝くじに例えると、１０枚買っても当たりません。100 枚買ってやっと 1 枚当たる計算

です。それなら、分母を 1,000 にしたら 10 になる。分母を 10,000 にしたら 100 になり

ますよね。 

 

分数で考えると、数を沢山こなせば、上手くいく数も増えますよね。だから分数で考え

ます。 
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失敗を恐れないというよりも、分母を多くすると成功する数が増えるということ。もち

ろん失敗はあまり気分の良いものではありませんが。（慣れますけどね。） 

 

上手くいっている時、人間は学習しません。でも、挫折や失敗をした時に、人は最大の

学習をします。つまり、失敗を数多く経験したということは、もの凄く成長していると

いうことでもあるのです。 

 

だから 3 つ目の秘訣は「量にこだわる」ことです。 

 

「鍛練」は、千の時間と万の時間。 

 

私はコーチを始めた時から Excel を使って、誰に何時間コーチングをしたかという累計

時間を毎月記録しています。また、パーソナルコーチ以外にも研修講師や研修コーチも

やってきましたが、これも登壇した数と影響を及ぼした人数（受講者数）、そしてそれ

らの累計を毎月記録しています。だから 17 年となると結構な人数になっています。 

 

こうやって記録していくと、すごくセルフ・エフィカシー（自己効力感）が上がります。

累計で何時間になったかな？とか、何人になったかな？とかを確認するたびに。 

 

この積み重ねが、プロコーチとしての今の自分を作っているのかもしれません。 

 

私の人生ではコーチという職業が一番長い職業です。ですから、コーチングの魅力って

すごいなって思います。これだけ飽きっぽい私がまだ続けているのですから。 

 

 
 

プロコーチとしてのキャッシュポイントを増やす 
 

 

一般の方は、コーチの仕事とは 1 対 1 のプライベートのコーチとなって、その対価をコ

ーチングフィー（料金）としていただき、それが収入になっているとイメージしている

人が多いようです。 

 

パーソナルコーチといって個人と契約してコーチをしている人はいますが、でも個人と

の契約だけをしているというコーチは意外と少ないと思います。 

 

その理由にはいくつかあるのですが、一つ、私がコーチになりたての時に教わったのは、
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パーソナルコーチのクライアントからだけの収入でコーチングをするとコーチングが

劣化する、コーチングが良くならないということでした。 

 

なぜかというと、収入がそのクライアントに依存してしまうからです。 

 

そうすると、そのクライアントに迎合したり、クライアントを温存したりして、私たち

の中では「エッジが効く」という言い方をしますが、鋭い影響力が発揮できなくて、コ

ーチング甘くなっていくという面が生じてくるのです。 

 

だから、「コーチとしては、３つから４つのキャッシュポイントを持つことが望ましい」

と、私が起業したての頃、アメリカのコーチから教わりました。 

 

そうすれば、クライアントからもし嫌われたとしても、こんなコーチングをした方が良

いと思えば、鋭くエッジが効いたコーチングができます。結局、それがコーチングの価

値とも言えるのです。コーチングはクライアントにとって決して甘いものではないです

から。 

 

だから、「複数のキャッシュポイントを持った方がいい」ということを、私もコーチと

して起業する人にアドバイスしています。 

 

複数のキャッシュポイントを持つと、クライアントからの収入だけに依存しなくて済み

ます。 

 

分かりやすく言うと、自分の信念に従ってコーチングをしていて、仮に一時的にクライ

アント全員から契約を断たれたとしても、生活はできますよね？そういう意味です。 

 

他にもキャッシュポイントを広げることで得られる効果として、次のようなものが挙げ

られます。 

 

 

キャッシュポイント① 研修講師 
 

コーチングを習得し、コーチングができるようになり、コーチとして生きていけるよう

になると、他にも転用ができてきます。例えば代表的なものが研修講師です。 

 

コーチングができる、パーソナルコーチングができる、コーチングのスキルと実績を持
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っている。そのような人が研修講師になると、他に代わりがいない研修講師になれます。 

他に同じような人がいない、唯一無二になれると言いますか。 

 

収入はどのようにして増えていくのかというと、「いかに誰よりも上手くできるか」とい

う点と「いかに代わりがいないか」という点で収入が決まります。つまり希少価値であれ

ばあるほど収入が上がるということです。 

 

つまり逆に、同じくらいできて代わりにできる人が沢山いると、収入がぐっと下がるの

です。これを「コモディティ化」といいます。 

 

例えば、今のコロナ禍で、衛生などの未然に防ぐ知識だけを教えている人は山のように

いますよね？それは、情報や知識だけを教えている人なのです。過去の研修講師はこの

タイプでした。情報や新しい考え方、知識やノウハウを教えている。 

 

でもこのタイプの研修講師なら、仮に風邪で登壇できなくなったとしても他の人で代用

できてしまいます。なぜなら、他にも同じような知識を持っていてそれを教えている人

は沢山いるからです。 

 

私は、コーチングをしている人が研修講師になったら「研修コーチ」と名乗った方がい

いと思っています。 

 

なぜかというと、コーチは知識や情報を伝達することではなくて、研修自体がグループ

コーチングという形で研修中に受講者をコーチングすることができます。そうすると、

何が起きるかというと、受講者が１日や２日という期間でも変容していくのです。 

 

コーチングは、相手の行動促進を目的にもしているので、研修が終わった後に参加者の

行動が変化していったり促進されていったりします。 

 

研修は知識や情報のインプットが大事なわけではなく、研修を受講した後にいかに行動

を変容できるかが大事です。それができるようになると、他に代わりがいなくなります。 

 

そうすると、情報や知識をインプットする目的、研修の内容でオファーが来るのではな

く、あなたを指名してオファーが来るのです。 

 

こういう内容の研修をして欲しいではなく、「谷口さんにまた研修してほしい」となる

と、他に代わりがいない。そうすると、落語の御贔屓や芸能人のファンでもそうですが、
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リピートが繰り返されますし、あの人に是非また研修してほしいとなると、どんどん研

修のオファーが来ます。 

 

 

キャッシュポイント② 出版、セミナー講師、講座 
 

コーチングを習得していくと、「セルフコーチング」といって自分で自分をコーチング

できるようになります。 

 

世の中にあるセルフコーチングっていうのは、自問自答みたいなものを指すというよう

に言っていますが、「こういう時どうしたらいいかな？」と自分で自問しながら考えら

れるようになります。でもそれは、コーチングの一要素でしかありません。 

 

例えば、コーチングができるようになると、すごく目標活用能力が上がります。目標を

活用して自分を成長させるとか、自分の能力アップを図るとか、目標設定能力も上がる。 

 

そうすると、いくつもの目標を設定して、それを叶えていくことができるようになりま

す。そして、そういうコーチが沢山います。 

 

私がコーチングを教えたりコーチの指導をしたりすると、その人のコーチング力も上が

って、クライアントの目標達成のサポートもできるようになりますが、それに加えて、

自分自身の目標達成もとても上手にできるようになります。 

 

そうすると何が起きるかというと、色んなビジネスを思いて実行していきます。 

 

「こうやったらいいんじゃないか」とか「ああやったらいいんじゃないか」とか考えて、

色んなビジネスを立ち上げていく人がいます。 

 

例えば、新しい講座を開いたり、新しいコミュニティーを作ったり。あと、私のところ

で学んだ人は、結構な確率で書籍を出版して著者になっています。 

 

そうすると、出版からのビジネスというキャッシュポイントもできますよね。自分が学

んだことを人に教えるというセミナー講師もできるようになる。中にはオンラインや

DVD などの教材を開発する人もいます。 

 

これはセルフコーチングができるようになることで、目標を立てて達成する能力が上が
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った結果とも言えます。 

 

ですから、セルフコーチングを活用して、企業の研修コーチ、セミナーコーチにもなれ

ますし、著者になっていく人もいる。さらに他のビジネスを立ち上げる人もいます。 

 

 

キャッシュポイント➂ ○○コンサルタントと名乗る 
 

コンサルタントの方がいますよね？「コンサルタント」と言われた方が、企業のオーナ

ーや経営者たちはイメージが湧きやすいのです。だからコンサルタントには莫大なお金

を払っています。 

 

私はコーチングを学んだ人に、「コーチと名乗るのもいいけど、○○コンサルタントっ

て名乗るといいよ！」と良くアドバイスをします。 

 

例えば、「組織開発コンサルタント」という響き、何だか凄そうだと思いませんか？ 

他にも「チーム力最大化コンサルタント」とか「顧客満足度向上コンサルタント」みた

いな感じにすると、聞こえは良くなりますよね？ 

 

でも実際にやることは、組織へ行ってコーチングをする。 

入り口は何でも良いわけです。 

 

自分の肩書を「○○コンサルタント」にする。 

 

そうするとお客様はイメージが湧きやすいので、契約をしてくれたり、採用してくれや

すくなったりします。そして、その組織に行ったら、会社や職場の人たちが、自分でそ

の能力や目標を達成できるようなグループコーチングをするのです。これが結構、評判

が良いのです。 

 

実は、プロコーチで「○○コンサルタント」と名乗って活躍している人は沢山います。 

 

福祉というとても狭い範囲のサービスを提供していて、その専門家のコンサルタントと

名乗っていますが、実際にやっていることはコーチング。他にも、医療現場の組織開発

コンサルタントと名乗ったり、チームビルディングの専門家コンサルタントと名乗った

り、オペレーターの電話応対の専門家と名乗ったり。でも実際にやっていることはコー

チングです。 
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このように、最初は１対１のパーソナルコーチングから始まっていくのですが、実績と

経験を積んで、コーチングの能力が上がっていくと、コーチングをビジネスに活かす応

用範囲が大きく広がって、キャッシュポイントも増えていきます。 

 

私も最初はパーソナルコーチの仕事だけでした。でも今はセミナーや研修コーチもして

いますし、執筆やオンライン講座もしています。さらに、色々なコミュニティーも作っ

ています。 

 

こんなふうにキャッシュポイントを増やして行くと、どんどん活躍の場が広がっていき

ます。コーチの収入は無限に広がっていくのです。 

 

 
 

エネルギーマネジメントを最適化する 
 

 

キャッシュポイントが増えると、関わる場所も増えていくので、当然忙しくなっていき

ます。「それなのに谷口さんは自由が確保できているのはどうしてですか？」という質

問をよく受けます。 

 

これにもセルフコーチングの力がとてもよく関係しています。 

 

コーチはコーチングで何をやっているのかというと、クライアントのエネルギーを最適

化しているのです。代表的なものとして、クライアントの時間はエネルギーだというこ

とです。一日は 24 時間しかないので、クライアントの 24 時間を最適に使って最大の

効果を得る。 

 

例えば、F1 の車でも燃料タンクにガソリンは一定量しか入れられませんよね？その決

められたガソリンを使ってどれだけ効率良く出力を出してレースに勝つかを考えます

よね？コーチングでもこれと同じように考えるのです。 

 

コーチングを少しだけ勉強した人は、コーチングはクライアントとただ会話をすること

だと思っていることがあります。「傾聴」や「質問」というのはその一部でしかないの

です。 

 

コーチングは、エネルギー最適化のマネージメントをする。「タイムマネジメント」が

代表的で「エネルギーマネジメント」もやります。 
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クライアントの時間やお金というエネルギーを最適化していくというノウハウや知識、

経験を積んでいくと、自分自身の時間を最適化できるセルフコーチングができるように

なります。 

 

私は今、20 年前と比べると、10 倍以上の報酬を得られるようになっていますが、休暇

の時間は逆に増えています。これはエネルギーマネジメントを最適化するためのノウハ

ウを持っているからです。 

 

他の仕事で収入を上げようと思ったら自由な時間は結構なくなりますよね？ 

例えば、私が知っている 20 年前のコンサルタントの方は、ほとんど 24 時間働いてい

ました。どれだけ膨大な情報を得て、どれだけ膨大な資料を作るかということが値段に

反映されるそうです。だから提案書の厚さで値段が決まると言っていました。 

 

そうなると、本当に寝ないで休みの日も仕事をしています。自分の時間を犠牲にして高

い報酬を得ているということになりますね。士業の方も結構似たところがあると思いま

す。 

 

 

◼ コーチは労働生産性が高い職業 

 

でも、私たちコーチはエネルギーマネジメントを習得するので、それを使っていくと自

由が増えます。 

 

収入というのは一般的には『時間×単価』で決まってきます。いくらの時給で何時間働

くか。士業の人たちも同様です。この作業をするといくら、この書類を提出するといく

らといった具合に。 

 

これが『影響×人数』になると、収入に上限がなくなります。影響が大きければ例え相

手が一人だとしても大きな収入を得ることができます。 

 

例えば、ブロードウェイやハリウッドスターをコーチングしたら、その波及効果はとて

も大きくなります。相手が大企業の経営者の場合も、経営者は一人ですが、その影響力

はとても大きいですよね？ 

 

だから、アメリカのトップコーチは一人のクライアントから年間 2 億円ぐらいの報酬を

得ています。このゾーンに入ってくると労働生産性は無限に高くなっていきます。 
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多くの高収入を得ている職業の方は、例えば、お医者さんは高収入を得ていますが、結

構長時間働いていますよね？弁護士の方もすごく沢山働いています。でも労働生産性で

考えると実はあまり高くないのです。 

 

一方、コーチは労働生産性をとても高くできます。一回のコーチングの影響力が高くな

ればなるほど、少ない労働時間で高い生産性を上げられるようになります。 

 

でも、駆け出しの頃からそうはならないので、実績を積み、経験を積み、ノウハウを蓄

積していく。そう考えるとコーチングというビジネスは右肩上がりが永遠に続くビジネ

スといえるのです。 

 

他の職業は、どこかでピークを迎えて晩年は下がっていく場合が多いですよね。そうい

う意味でも、労働生産性が右肩上がりで上がり続けていく職業は良いですよね。 

 

しかし、コーチという肩書はあるけれど、労働生産性が高くて、影響力の大きいコーチ

は、世の中にそんなに多くないという現実もあります。私はそれが少し残念です。 

 

 
 

コーチは一人でも一つの会社と捉える 
 

 

多くのコーチたちは、コーチングを学んだら独立するためにはそれで十分だと思ってい

る人が多いのです。でも、コーチ一人でもビジネスですから、会社と捉えて考えてみま

しょう。 

 

どんな小さな会社でも、商品を考える人がいます。そしてその商品を、自分のクライア

ントやユーザーに伝えにいくセールスマンや販売員がいます。 

 

そして、そのサービスを提供し、アフターサービスをし、資金回収をし、それを告知し、

宣伝をしてというように、会社では色々な仕事を色々な人が分担してやっています。 

 

広報、営業、経理、商品開発。独立したらこれを全部一人でやる必要があります。 

 

コーチは一人でも一つの会社。つまり、商品開発、販売営業、宣伝、経理、経営も全部

本当は学ばなければいけないのです。 
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私がコーチングを学んだ 2003 年頃は、コーチング講座のカリキュラムがプロコーチに

なるための内容でした。でも、現在のコーチングの講座はコーチングだけを勉強する講

座になっています。 

 

イメージできますか？プロコーチになるための講座とコーチングを勉強する講座の違

いを。 

 

私が学んだ時には、マーケティングというクラス、セールスというクラス、事業計画と

かいうクラスがありました。コーチとしてスタートを切る、そのスタートアップの時に

何をすればいいのかを教えてくれるクラスがありました。 

 

でも今は、これらのカリキュラムは全て無くなっています。 

 

例えば調理師学校で考えてみましょう。調理師学校は調理師免許を取るための学校です

が、本来であれば飲食店経営で成功するための学校でなければいけないのです。飲食店

を経営したかったら事業計画や資金計画などを全部教えてくれた方がいいですよね？ 

 

事業をするために必要なノウハウを勉強しないで、コーチングだけを勉強してコーチン

グの資格を取って、それだけで起業しても上手くいくと思ってしまう。そこが一番大き

な落とし穴ですね。 

 

事業としてどうやってスタートを切るかということから勉強する必要がありますが、残

念ながら、それをまとめて教えてくれる人や場所がないのが現状です。 

 

 

◼ コーチとして独立して成功するために必要なノウハウを学ぶ 

 

コーチングを事業としてとらえると、資格以外に学ばなければいけないことが山ほどあ

ります。 

 

でもそういう勉強は、正直言うと面倒くさいのです。印象だけで言ってしまうと、会社

の中で総務や経理の仕事って、すごく地道な仕事に見えませんか？だから正直面倒くさ

い。 

 

そのような仕事をやってくれている人がいるから会社は成り立っていて、花形の営業だ

けがいても会社は成り立ちません。起業したら経理や総務的な仕事も自分でやらなけれ
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ばいけません。 

 

往々にして上手くいかない人は、事業に必要な勉強ではなくて、他の楽な方に時間を取

ってしまいます。コーチの資格を取るような人は、向上欲や知識欲、学習欲がとても高

い方たちばかりです。だから勉強していると楽しい。 

 

そういう人は、コーチングの資格を取って起業して上手くいかないとなると、また楽し

い他の勉強の方に行ってしまいます。他のカウンセリングの勉強や他の少し毛色の違う

コーチングの勉強とか。 

 

それよりも事業を上手くいかせるためのノウハウを勉強した方が良いのではないでし

ょうかということなのです。 

 

そうすると今度は、マーケティングのほんの一部、SNS やブログで記事を書いてお客さ

ん集めてといったことを断片的に勉強してしまいます。事業やマーケティングの全体像

を知らないで、それだけを勉強しに行って、「毎日苦行のようにメルマガ書いてます」

と言うのです。「いや、それって全体像を見てないですよね？」と伝えたいです。 

 

一部分だけを勉強してしまって、パズルのピースが繋がってないわけです。ピースは手

元に沢山あるけれど、繋がっていない。それで結局、「つらい」とか「大変です」と言

って、モチベーションが下がってしまっている人が多いのです。 

 

 

◼ 事業計画を立てよう！ 

 

私が教えている人には、コーチとして起業する前に大体３年ぐらいの事業計画を立てて

もらいます。 

 

例えば喫茶店をやりたいとします。預貯金でできる人は少ないので、銀行にお金を借り

ます。そのときに銀行側は事業計画を出してもらいます。なぜなら銀行は、この経営者

はちゃんと信用できて、この事業計画なら十分３年後には黒字転換して、貸し付けたお

金は十分回収できるという見込みが立たないとお金を貸せないからです。 

 

プロコーチというビジネスが危険だと思うのは、銀行から借金をしなくていいからです。

銀行に事業計画を出してお金を借りる必要がない。店舗も構えませんし、保証金も設備

もいらないからです。 
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本来、事業として始める前にやらなければならないことを準備しないでスタートしてし

まうのです。そうすると、少しずつ貯金を食いつぶしてしまっておしまいになる。 

 

だから、私が教えている人には「僕が銀行だと思って、これなら間違いないね！って思

う３年間の事業計画を作ってごらん？」と言って事業計画を作ってもらっています。 

 

そう言われたら、事業計画を作るための勉強をしますよね？本を読んでもいいですし、

インターネットで調べたら、事業計画の考え方や分析の仕方とかいくらでもありますし

ね。 

 

面倒くさいと思うかもしれませんが、これはとても大事な作業なのです。 
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おわりに 
 

 

僕がコーチング始めた時に、先輩コーチが面白いことを言ってくれました。 

 

『コーチング道、入り口あって出口なし』 

 

入ったら永遠に追求するぐらい深いものだよ、ということです。 

 

未だに出口はないですけどね。でもこの仕事は体力勝負の仕事ではないので、70 歳、

80 歳になった時に自分がどんなコーチになっているのか、私自身とても楽しみです。 

 

飽きっぽい私が、今でも追求し続けている、「コーチ」という素晴らしい職業。 

 

その「コーチ」になることを志した仲間が、もし今行き詰っているとしたら、何か手を

差しのべることはできないだろうか？そんな思いで今回お伝えしました。 

 

私が好きな言葉に「Don't think. Feel !」という言葉があります。 

 

「考えるのではなく感じよう！」ということなのですが、できるかどうかを頭で考える

のではなく、自分が良いと感じたことを、あなたが今できることを、先ず始めてみてく

ださい。 

 

すぐに劇的な変化が起こるわけではないかもしれません。ですが、行動することで、一

歩ずつ着実にあなたの目指すゴールに近づいて行けるでしょう。 

 

日本はちょっと元気がない時代がありました。ですが日本人は、これからまた世界のリ

ーダーになっていくような民族、民だと私は思っています。 

 

そういう時に、日本人のリーダーや日本人の起業家たちをパートナーとして、一緒に夢

を追いかけるプロコーチがどんどん増えたら、また日本は元気になるんじゃないでしょ

うか？ 

 

上質で優良なプロのコーチが日本中、世界中にもっと沢山増えれば、世の中はもっと良

くなるに違いありません。 
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この本が、あなたがプロコーチとして活躍するための一助になれば、幸いです。 

 

 

 

マスターコーチ 

谷口 貴彦 

 


