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組織開 発の鍵はチームにあり
チーミングのダイナミズムを解き明かす
VUCAワールドと呼ばれる現在、かつてないほどチームでのコラボレーションが求められ、
組織開発においてもチームへのフォーカスや関心が高まっています。
その一方で、チームワークという目に見えないものを高めていくことは難易度が高い取り組みでもあります。
そうした背景からヒューマンバリューでは、これまでの組織開発のプロジェクトから得られたデータをもとに、
チームづくりのダイナミズムを指標化し、可視化することに取り組んできました。
本稿では、そのダイナミズムを紹介し、チームを基軸に置いた組織開発のあり方の提言につなげていきたいと思います。
取締役主任研究員

川口大輔

Kawaguchi Daisuke

チームこそが価値の源泉

Leadership の調査からは、
「91% の

とき、会社へのロイヤリティのように

社員や経営層は、チームが組織の成功

個人と会社との関係ではなく、自分に

ビジネスの現場において、チームの

の中心だと信じている」との報告があ

とってより身近な職場やチームとの関

重要性がこれまで以上に高まっていま

りました。仕事の進め方がよりチーム

係性で捉えていくことがより重要な要

す。ケン・ブランチャード・カンパニー

単位になり、固定化された組織ではな

因となってきているかもしれません。

によると、働く人々の90% が、自分

く、異なる職業や組織の人々が、流動

こうした傾向を踏まえ、世界最大の

たちの仕事で使う時間の1/3〜1/2を

的にプロジェクトチームを組んで価値

タレント・ディベロップメントのカン

チームでの活動に割いているとのこと

を生み出していくといった働き方が主

ファレンスである ATD-ICE で基調講

です。また、Center for Creative

流になってきているといえます。

演を務めたパトリック・レンシオーニ氏

関係の質

結果の質

思考の質
行動の質

◉図1 成功の循環

MIT組織学習センター協働創始者ダニエル・キム
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また、チームのあり方と

は、
「資本でも戦略でもテクノロジー

社員のエンゲージメントと

でもなく、チームワークこそが究極の

の関連への言及も増えてき

競争優位性だ。なぜなら、それくらい

ています。5ダイナミクス

パワフルで希少なものだからである」

社の調査では、
「約30% の

と述べています。もちろん、これまで

社員が、チームがネガティ

も私たちは仕事を一人ではなく、他者

ブな環境にあることで仕事

と協力し合いながらチームで行ってき

を辞めようと考えたことが

ましたが、変化の時代の今、チームが

ある」と報告されています。

もっている自律性や潜在力をさらに解

エンゲージメントを捉える

放していくことが、価値を生み出す源

となってきているように思います。

チームからチーミングへ
生み出されるのでしょうか。明確な目
標を与え、適切なメンバーをアサイン

1
2
3

上がるわけではありません。言い方を

の中で、関わる人々が素早く信頼関係
を築き、実現したいビジョンを共有し、
アジャイルにチャレンジし、協働を通

誰とでも軽い世間話をしている度合い

つながり
会話量

5

1

普段から気兼ねなく話せる人の多さ
職場での会話量の多さ
感謝の言葉が自然に出ている度合い

活気

職場の明るさやみんなの表情の柔らかさ

尊重

役職や経験にかかわらず、お互いが一人の人間として関わり合っている度合い

率直さ

一体感

を設計するかのように、静的な物体と
ありません。目まぐるしく変わる環境

声掛け

横断

変えると、チームとは、あたかも機械
して外側からデザインできるものでは

お互いに自然な挨拶をしている度合い

背景理解

4

説明

挨拶

ありがとう

し、必要なリソースや学習機会を与え
れば自然とチームのパフォーマンスが

プロパティ

相手の仕事や状況を理解し合っている度合い
自分の考えや気持ちを素直に伝え合っている度合い
違う仕事や他の部署の人たちとのつながりやコミュニケーションの度合い
仕事への想いやビジョンを共有している度合い

協働

既存の役割や立場を超えて協力し合っている度合い

信頼

お互いを信じ、受容し合っている度合い

越境

今までの習慣や活動の領域を超えて社外の人々と関わり合い、ビジョンを語り
合っている度合い

◉図2 関係の質の深まり

してチームワークを築き続けるような、
より動的なプロセスが必要となります。

プから不信感が生まれていたり、目の

モンドソン氏らも、多数の実証研究を

「心理的安全性」のコンセプトの推進

前の課題に忙殺されて長期的なことを

通じて、チーミングが起きる要因を明

者として名高い、ハーバード・ビジネ

考えられなくなったり、メンバーが他

らかにする試みを行い続けています。

ス・スクールのエイミー・エドモンド

責的になって協働が生まれないといっ

ソン教授は、こうした動的なプロセス

たことが多くの職場で起きています。

を「チーミング」と呼び、チームを名

また、一時的にチームビルディングの

詞ではなく、動詞として扱うことを推

取り組みを行って、一体感を高めても

ヒューマンバリューにおいても、そ

奨しています。

長続きせず、元に戻ってしまうといっ

うした「チームの見える化」を図るべ

た話もよく耳にします。

く、2013年に調査・研究を行いました。

組織開発のフォーカスやアプローチ

チーミングのダイナミズムを
明らかにする

も、こうしたチーミングの方向性へ向

このようにチーミングの難易度が高

ヒューマンバリューでは、それまで約

かっていると思われます。組織全体を

い理由はいろいろ考えられますが、1

20年間にわたる組織変革のプロジェ

静的に、マスに捉えて分析し、課題に

つには、実際にチームのダイナミズム

クトを通して、実際に組織やチームに

対して包括的な打ち手を取るといった

がどう起こっているのか、目に見えな

起きた変化に関する生の声を数万件の

アプローチではなく、自律的・共創的

いということが挙げられると思います。

データとして保持していました。詳し

なチームを生み出し、それが周囲や文

上述したニューロリーダーシップ・サ

い調査方法はここでは割愛しますが、

化に影響を与えていくようなダイナミ

ミットでは、
「組織のネットワークの

この数万件のデータをもとに質的調査

ズムを生み出していくことが重要にな

中で、実際にどのように協働が行われ

（及びその後の定量的な検証）を行っ

ってきていると考えられます。

ているかを理解している経営者は

た結果、チームが進化していくプロセ

12% に過ぎない」といった点も報告

スには、41のプロパティ（指標）が

チーミングは難易度が高い?

されていました。企業で組織開発に携

存在し、これは企業や組織の違いにか

しかし、実際に企業でのチーミング

わっている人たちからも、いろいろな

かわらず、共通の傾向として捉えられ

の取り組みは、必ずしもうまくいって

施策を展開してはいるが、自分たちの

ることがわかりました。私たちは、こ

いない現状もあるように思います。私

取り組みが果たしてうまくいっている

の41のプロパティを組織変革プロセ

が昨年参加したニューロリーダーシッ

のか不安になるという声もあります。

ス指標「Ocapi（Organizational Ch

プ・サ ミ ッ ト で は、
「経 営 者 の 中 で、

今後の組織開発の1つの鍵は、このチ

ange Process Indicator）
」と名付け、

組織の垣根を越えてチームを形成する

ーミングのダイナミズムを明らかにし、

組織がより良くなっていく、つまりチ

ことに自信をもっているのは21% に

自分たちで仮説検証しながら、高めて

ーミングがうまく進むプロセスを捉え

過ぎない」といった報告がなされてい

いけるようにしていくことにあるとい

る1つの客観的な尺度として明らかに

ました。コミュニケーションのギャッ

えるかもしれません。エイミー・エド

することができました。
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組 織 開 発 の 鍵 は チ ー ムに あ り

では、効果的なチームはどのように

レベル
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泉になるだろうという考えが共通認識

ここで、その Ocapi の指標につい

功の循環」
（図1）にきれいに当ては

成功の循環については、組織開発に

て概説してみます。41のプロパティ

まることがわかりました。そこでダニ

携わる人にはすでにおなじみのモデル

を実際に変化が起きる順番に並べてみ

エル・キム氏とも相談させていただき、

かと思います。職場やチームの「関係

ると、ダニエル・キム氏（MIT組織学

成功の循環のフレームで Ocapi の指

の質」が高まると、
「思考の質」が集

習センター共同創始者）が提唱する「成

標を整理することにしました。

合的に高まり、それが人々の「行動の
質」を高め、それが成果としての「結
果の質」につながり、結果が良くなる

レベル

1
2

プロパティ

4

5

目の前の出来事の背景や相手の意図に関心を寄せている度合い

循環を表しています。この成功の循環

話し合ったり、一緒に考えている度合い

は、働く人々にも体験的・直観的に理

受け止め

今の状況や、困難・不確実なことを受け入れている度合い

解しやすく、多くの組織で用いられて

ポジティブ思考

今の状況や出来事の、良い側面や可能性に着目している度合い

います。

行動意欲

可能性に目を向け、まず行動を起こしてみようという意欲の高さ

未来感受

未来のありたい姿や実現したい状態を日々の中でお互いに意識している度合い

システム思考

周囲や組織で起きていることを自分事として考えている度合い
複雑さを受け止めて、柔軟に物事を捉えている度合い

1

4

言でいっても、そこには様々な要素が

発想

今までの仕事のやり方や枠組みを超えて、新しいアイデアや方法を生み出して
いる度合い

探求

自分たちが生み出したい価値を問い続けている度合い

確信

いま起きていることに意味があり、未来は必ず良くなると信じている度合い

互恵

自分が成長すれば組織が成長し、組織が成長すれば自分が成長すると確信し
ている度合い

です。組織のメンバーが儀礼的ではな

視座

自分たちの影響範囲を、より広く、より長期的にイメージし、さまざまな視点から
物事を考えている度合い

誰とでも軽い世間話をしたり、
「どう、

意味創造

人々や社会にとって、より望ましいビジョンを生み出し、業務を通して、自分た
ちが存在する意味を進化させ続けている度合い

笑顔
フレンドリー

行動変容

あります。私たちが明らかにしたプロ
パティを当てはめると、図2に示すよ
うに、関係の質が深まる進化の段階（レ
ベル）があることがわかりました。
レ ベ ル 1 は、
「挨 拶」と「声 掛 け」
く、お互いに自然な挨拶を行ったり、
うまくいってる ?」といった声掛けが
行われます。組織開発の取り組みを行
っていくと、最初に高まってくる基本
となる先行指標といえます。

プロパティ

支援

3

しかし、たとえば「関係の質」と一

自らの行いと、その背景にある考え方や動機を振り返り、見直している度合い

アジャイル

2

関係の質の深まり

内省

◉図3 思考の質の深まり

レベル

とますます関係の質が高まるといった

共同思考

関心の広がり

当事者意識

3

説明

説明
自然な笑顔が見られる度合い
雰囲気が明るく開放的で、居心地が良い度合い
アイデアが出たときの、共有や相談、取り掛かりなどが起きる速さ
今までの考え方や習慣にとらわれずに行動を変化させている度合い
周囲の人々を支援しようとする行動を皆が取っている度合い

そして、レベル1が高まると、次第
にレベル2の「つながり」が生まれ、
相談できるネットワークができたり、
職場での「会話量」が増え、少しずつ
熱量が高まってきます。
するとレベル3では、
「ありがとう」
という感謝の言葉が頻繁に聞かれるよ

新たな習慣

今までの枠組みを超え、新たな規範や習慣づくりに挑戦している度合い

主体的行動

ありたい姿に向けて、自分ができることを見つけて行動している人の多さ

うになったり、
「活気」が生まれて職

誠心誠意

目の前の一つひとつのことに誠実に向き合い、ひたむきに取り組んでいる人の
多さ

なってきます。そうなると、皆がお互

ボランティア・
チーム

ありたい姿に向けて、自然と必要な人が集まり、質の高い検討や実践が自主的
に行われている度合い

洞察・配慮

微細なことが周囲に重要な影響を及ぼしていることを理解して、深い配慮のあ
る行動をする人の多さ

自己組織化

自然にできたチームによる取り組みの成果が、組織の戦略や重要な施策になっ
ている度合い

共創行動

人々の知識や経験・思考が融合し、全体が一つとなって新しいものが創造され
る度合い

5
◉図4 行動の質の深まり
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場が明るくなり、皆の表情が柔らかく
いを一人の人間として「尊重」するよ
うになってきます。私自身の経験を振
り返ってみても、このレベルぐらいに
なると、肌感覚で「何かチームの雰囲
気が変わったな〜」ということが実感
できます。
そして、さらに関係の質が深まると、
レベル4の「背景理解」
「率直さ」
「横断」
が高まります。これは、お互いの背景

率直に語り、組織の壁を越えて異なる
部署の人たちともつながっている状態

関係の質

1

ルが高いといえます。

2

そうした過程を経て、仕事への想い

声掛け

1

つながり
会話量

行動の質

関心の広がり
共同思考

1

受け止め

2

ポジティブ思考

笑顔
フレンドリー

2

行動変容

ありがとう

行動意欲

支援

活気

未来感受

新たな習慣

「協働」が進んだり、お互いを「信頼」

尊重

当事者意識

し、受容し合う関係が生まれ、社内に

背景理解

やビジョンを共有する「一体感」が高
まったり、既存の役割や立場を超えて

閉じずに社外の人々とも「越境」して
関わり合うといった段階へと進んでい

3

4

きます。
ここでポイントとなるのは、多くの
場合、レベル1から段階的に質が高ま
っていくということです。たとえば、今、
職 場 の「ト ラ ス ト（信 頼）
」を 高 め、

5

内省

横断

発想

一体感

探求

協働

確信

信頼

いますが、チームの中で「挨拶」や「声

4

越境

3

システム思考

率直さ

皆がチャレンジしやすいカルチャーを
創ることを目指している企業が増えて

3

1

アジャイル

組 織 開 発 の 鍵 は チ ー ムに あ り

であり、関係の質としてはかなりレベ

挨拶

思考の質
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を理解し合い、自分の考えや気持ちを

主体的行動
誠心誠意

4
5

ボランティア・
チーム
洞察・配慮
自己組織化
共創行動

互恵
視座

5

意味創造

◉図5 横方向の連鎖

掛け」も行われていないのに、
「信頼」
は生まれないということが、ここから
わかります。逆に言うと、こうした段
階を一歩ずつでもよいので高めていく

といった高次のチーミングが実現して

ヒューマンバリューでは、このプロパ

ことができれば、目指したい状態にた

いくことがわかります。

ティに基づいたアンケートに回答する

また、関係の質・思考の質・行動の

ことで、自分たちのチームが今どのレ

質は、レベル1からレベル5に向けて、

ベルにあるのかを気軽に見える化でき

それぞれ縦に進化していくだけでなく、

るようにしています（https://ocapi.

同じことが「思考の質」
（図３）や「行

お互いに連鎖し合いながら横にも進化

jp/）
。すでに自分たちのチームの状態

動の質」
（図４）でもいえます。詳し

していくこともわかりました。たとえ

を可視化し、そこからチーミングに取

くは図表を確認いただければと思いま

ば、図5に示すように、関係の質のレ

り組んで、実際に成果を上げている企

すが、思考の質では、最初に関心が広

ベル2は、縦方向では関係の質のレベ

業、組織、チームがたくさん生まれて

がったり、皆で一緒に考える意識が高

ル3に影響をし、同時に横方向では思

います。

まってきます。そこから物事の受け止

考の質のレベル1に影響します。こう

め方が柔軟で、ポジティブになったり、

した横方向のつながりがわかることで、

ものを漠然と捉えるのではなく、その

自身のあり方を内省するとともに未来

たとえば思考の質のレベル1にある「関

ダイナミズムを言語化・可視化し、何

のありたい姿を志向するようになりま

心の広がり」や「共同思考」を生み出

を高めていけばより良いチームづくり

す。そうすると、少しずつ視座が高ま

していきたいと思ったら、その手前に

につながるのかの洞察を生み出しやす

り、探求の姿勢が生まれ、自分たちの

ある「つながり」や「会話量」をチー

い環境を創っていくことが重要になっ

ビジネスの目的や存在意義を進化させ

ムの中に増やしていくことが大切だな、

てくるように思います。Ocapiの指標

ていくといった「意味創造」の段階に

といった仮説を立てやすくなります。

やモデルがその1つのきっかけになれ

どり着くことができるのです。

思考、行動の質の深まり

至ります。
行動の質も同様に、
「笑顔」
「フレン
ドリー」といった初期の段階からスタ

可視化できることで、自分たちで
チームのダイナミズムを生み出す

組織開発においても、チームという

ば幸いです。そこで、この後に続くイ
ンサイトレポート「Ocapiを生かした
組織開発の実践」では、ここで明らか

ートし、
「アジャイル」や「支援」の

ここまで、私たちの調査・研究を通

にした組織変革のプロセス指標を高め

行動、主体性などが高まっていき、最

して明らかにしてきた組織変革プロセ

ていくためのポイントについて考察し

終的に「自己組織化」や「共創行動」

ス指標（Ocapi）を紹介してきました。

ていきたいと思います。
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Ocapiを生かした組織開発の実践
本稿では、組織やチームが進化するプロセスの指標を高め、
組織開発を進めていくためのポイントを紹介します。
また、こうした指標の１つであるOcapiのアンケート回答約5万件のデータの解析結果から見えてくる、
チームのダイナミズムの具体的な特徴を併せて紹介し、
今後の組織開発における探求したいポイントを提示したいと思います。
プロセス・ガーデナー

高橋尚子 市村絵里
Takahashi Naoko

Ichimura Eri

診断・介入による変革から、
自ら推進する自律的な変革へ

のは、
「やる側」
「やらせる側」に分断

推進する上では、どんなことに気をつ

するのではなく、1人ひとりの主体性

けるべきでしょうか。企業における数々

を育みながら、全員が参加して、自分

の実践を通して私たちが学んできた原

Ocapi（組織変革プロセス指標）の

たちでより良い組織を生み出し続けら

則の中から、特に重要だと思われるも

ような指標を活用して、実際に組織開

れるような「自律的な変革」のアプロ

のをいくつか紹介します。

発を進める際にはどんなアプローチが

ーチを取ることです。

▶「ありたい姿」をチームで描く

考えられるでしょうか。たとえば、第

たとえば、チームの状態を Ocapi

三者や専門家が、指標を基にチームの

のような指標で明らかにしたとしても、

状態や問題点を診断し、メンバーが提

マネジャーやリーダー、あるいは人事

の現状にいきなり目を向けてしまうと

示された施策を実行するような「診断

部といった一部の人たちだけで分析す

問題点ばかりに注目が集まり、エネル

・介入的な変革」が考えられます。こ

ることは望ましくありません。メンバ

ギーが下がってしまいがちです。指標

れは、
「診断型組織開発（Diagnostic

ー自身が自分たちの指標を見て自チー

の高低を見る前に、まずは1人ひとり

Organization Development）
」と呼

ムの状況を把握し、自分たちが始めら

が自分の実現したい状態を考え、それ

ばれるアプローチです。こうした変革

れるアクションを生み出していくよう

を皆で共有し合い、
「チームのありた

の進め方は、一見すると合理的に見え

な「対話」を行うことが大切になるの

い姿（共有ビジョン）
」を描くことが

るかもしれません。

です。

重要です。こうしたプロセスが、チー

しかし一方で、メンバーに強いられ
感を与えたり、受身的な姿勢を助長し
てしまい、期待する成果につながらな
いことも多いといえます。大切になる

6 O rga n i za t i o n a l D evelopm ent Insight R epor t

自律的な変革を生み出す
「対話」の原則
では、対話を通じて自律的な変革を

対話を行う際に、自分たちのチーム

ムの主体的なエネルギーを高め、現実
を直視し、受け入れやすくするといえ
ます。

そうした「自分たちで行う組織開発」
を促進していく上で、さらにヒントと

かにすることです。そして、その小さ

なるポイントを得るべく、これまで

な変化を育てるためのさらなるアクシ

Ocapiのアンケートに回答いただいた

1人ひとりがオープンに想いや体験を

ョンを取っていきます。この実践と振

約5万件のデータの解析に取り組みま

語れる場があることが大切です。人に

り返りの対話のプロセスを主体的に回

した。その解析結果から見えてきたポ

よってチームをどう見ているかの視点

し続けることで、小さな変化が大きく

イントについて、今後の探求テーマと

や、チームの中で体験していることは

育ち、自律的な変革が加速していくの

して紹介したいと思います。

異なります。一人ひとりがそうした異

です。

また全員が主体者になるためには、

なる想いや体験を共有することで、実
際にチームで何が起きているのかの全
体観をつかむことが可能となります。
誰か一人が話すのではなく、全員が話
せる工夫を考えることが重要です。
▶ 小さな変化を育む
（実践と振り返り）

▶ チームの変革と個人の

Ocapiのデータ解析から見る、
組織開発における今後の探求テーマ

エンゲージメントのつながりの可能性
Ocapiは、チームや組織の進化を示

ここまで、Ocapiを活用した組織開

す指標ですが、この指標と個人のエン

発の実践のあり方やそのための対話の

ゲージメントとはどのような関係があ

原則を紹介してきました。私たち自身

るでしょうか。

もこうした対話の場に参加したり、話

ヒューマンバリューでは、エンゲー

自分たちのチームの現状を明らかに

し合いの場のサポートを行うことがよ

ジメントの度合いを「貢献感」
「適合感」

した後は、すべての問題を解決しよう

くありますが、対話が生み出すチーム

とするのではなく、対話の中から自分

のダイナミズムを毎回見るたびに、組

たちが踏み出せる一歩を検討すること

織開発は第三者ではなく、まさに自分

Ocapi の41のプロパティとの相関関

が大切です。対話から生まれた自分た

たちでしか行えない営みであることを

係を調べたところ、
「貢献感」
「適合感」

ちの一歩は、最初は小さなものかもし

実感します。組織開発を特別なものと

「仲間意識」共に、強い相関が見られ

れません。しかし、自分たちで選んだ

気負わずに、自分たちで始められると

ました。1人ひとりのエンゲージメン

一歩ですから、本気で実践に移される

ころから一歩を踏み出すことが重要で

トの高まりと組織の変革が進んでいく

ことが多いといえます。

あり、Ocapiのような指標がその後押

ことには、強い関係があるということ

しになればと思います。

が数字の面からも示されたといえます。

ここで重要なのは、皆で振り返りの

関係の質

1
2

3

挨拶
声掛け

5

1

関心の広がり
共同思考

行動の質

1

受け止め

2

ポジティブ思考

笑顔
フレンドリー
アジャイル

2

行動変容

ありがとう

行動意欲

支援

活気

未来感受

新たな習慣

尊重

当事者意識

背景理解

4

ま す。こ れ ら の 3 つ の 項 目 ご と に、

思考の質

つながり
会話量

「仲間意識」の3つの項目で捉えてい

3

3

主体的行動

システム思考

誠心誠意

率直さ

内省

ボランティア・
チーム

横断

発想

一体感

探求

協働

確信

信頼

4

越境

4
5

洞察・配慮
自己組織化
共創行動

互恵
視座

5

意味創造

◉図1 41のプロパティと、
エンゲージメントの３つの項目に共通して相関が高い
「つながり」
「ポジティブ思考」
「支援」
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んな小さな変化が生まれたのかを明ら

体験を語れる場をもつ
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対話を継続して行い、その一歩からど

▶ 1人ひとりがオープンに想いや
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また、その中でも「つながり」
「ポジ

4とレベル3の平均点の差分、思考の

時間が必要だったり、何らかのハード

ティブ思考」
「支援」の3つのプロパ

質のレベル3とレベル2の差分、行動

ルがあるということが考えられます。

ティは、
「貢献感」
「適合感」
「仲間意識」

の質のレベル2とレベル1の差分が、

のいずれにも特に強い相関があること

他のレベル間の値より大きく、かい離

開発を進める上では、仲が良い集団で

がわかりました。エンゲージメントを

があることがわかりました（ヒューマ

あることに満足することなく、時に言

高めていく上では、組織的にこの3つ

ンバリューでは、このかい離を「断層」

いづらいことであっても安心して率直

の指標を高めていけるようなサポート

と呼んでいます）
。

なフィードバックをし合えるような、

を考えていけるとよいかもしれません

こうしたことから、自分たちで組織

この結果から、断層の手前の「職場

深い信頼に基づく組織文化を本気で実

が明るく活気があり、お互いに感謝し、

現していく姿勢をもつことがブレーク

物事の良い側面に着目しながら、まず

スルーを起こす肝となるかもしれませ

行動を起こしてみようと思える」とい

ん。また組織としては、職場のチーム

Ocapiの指標は、関係の質、思考の

った状態までは、比較的実現しやすい

がこの断層を超え、イノベーションや

質、行動の質が、それぞれレベル1か

ということがわかります。一方で、断

価値創造につなげられるよう、どんな

ら5まで深まっていく形で表されます。

層の先にある「自分の考えを素直に共

サポートができるかを考えていきたい

5万人のデータから、レベルごとの平

有し、未来志向で当事者意識をもち、

ところです。

均点を出し、差分を抽出したところ、

習慣にとらわれずに迅速に行動を起こ

図2に示すように、関係の質のレベル

していく」といった状態になるには、

（図1）
。

組織開発の断層を越える

組織名
回答者数

関係･思考･行動のプロパティ平均一覧

アンケートNo.

関係の質 Quality of Relationships
レベル

1

プロパティ

説明

a

挨拶

お互いに自然な挨拶をしている度合い

b

声掛け

誰とでも軽い世間話をしている度合い

回答期間

2

c
d

会話量

■
「関係の質」
「思考の質」
「行
動の質」が高まる好循環を
生み出すことによって、
「結
果の質」の向上につながり
ます

0052
2013年10月31日 〜 2013年11月7日

4.81
2

3

4

4.69

思考の質 Quality of Collective Thinking

5

3.88
4.38

職場での会話量の多さ

4.13

1

プロパティ

説明

a

関心の
広がり

目の前の出来事の背景や相手の意図に関心を寄せて
いる度合い

b

共同思考

3

4

5

e
f

活気

職場の明るさやみんなの表情の柔らかさ

g

尊重

役職や経験にかかわらず、お互いが一人の人間として
関わり合っている度合い

h

背景理解

i

率直さ

j

横断

4.13

4.17

2

3.94

相手の仕事や状況を理解し合っている度合い

3.50

自分の考えや気持ちを素直に伝え合っている度合い

3.56

違う仕事や他の部署の人たちとのつながりやコミュニ
ケーションの度合い

3.71

3

4.06

4.31

話し合ったり、一緒に考えている度合い
2

3

c

受け止め

今の状況や、困難・不確実なことを受け入れている度
合い

3.69

d

ポジティブ
思考

今の状況や出来事の、
良い側面や可能性に着目してい
る度合い

3.75

e

行動意欲

可能性に目を向け、まず行動を起こしてみようという
意欲の高さ

4

4.19

行動の質 Quality of Actions

5

f

未来感受

未来のありたい姿や実現したい状態を日々の中でお
互いに意識している度合い

g

当事者意識

周囲や組織で起きていることを自分事として考えてい
る度合い

h

システム
思考

複雑さを受け止めて、柔軟に物事を捉えている度合い

断層

i

内省

自らの行いと、
その背景にある考え方や動機を振り返り、
見直している度合い

j

発想

今までの仕事のやり方や枠組みを超えて、新しいアイ
デアや方法を生み出している度合い

4.00

仕事への想いやビジョンを共有している度合い

3.81

k

探求

自分たちが生み出したい価値を問い続けている度合
い

3.81

3.81

l

確信

いま起きていることに意味があり、未来は必ず良くな
ると信じている度合い

3.75

m

信頼

お互いを信じ、
受容し合っている度合い

m

互恵

自分が成長すれば組織が成長し、組織が成長すれば
自分が成長すると確信している度合い

3.78

n

越境

今までの習慣や活動の領域を超えて社外の人々と関
わり合い、
ビジョンを語り合っている度合い

n

視座

自分たちの影響範囲を、
より広く、
より長期的にイメー
ジし、
さまざまな視点から物事を考えている度合い

3.69

o

意味創造

人々や社会にとって、より望ましいビジョンを生み出し、業務を
通して、自分たちが存在する意味を進化させ続けている度合い

3.69

（各プロパティに対応する設問は必
は、
レベルの平均点が4.0以上の場合、
ニコニコマーク を表示しています。
ずしも1つではありません。
また、
プロパティの説明文は、設問文とは異なります）
■各プロパティに対応する設問について、
回答者は5段階
（
「5まったくその通り」
「4ややその通り」
「3どちらともい
えない」
「2やや違う」
「1まったく違う」
）
で回答しています。
■それぞれの質ごとにどのレベルまで高まっているかといった縦の深まりを確認したり、
「関係の質」
の
「思考の質」
への影響や、
「思考の質」
の
「行動の質」
への影響といった横への連鎖も見ることができます。
■関係・思考・行動の質のプロパティに影響を与えそうなイベントや施策を行ったとき、
その直後にはそれに関係す
るプロパティの平均点が高くなりますが、数週間経過すると元の状態に戻る傾向があります。
しかし、
プロパティ
によっては元に戻らないものもあります。
その場合、
そのプロパティに関しては、確実に高まったといえます。

◉図2 レベル平均の断層
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株式会社ヒューマンバリュー

〒102-0082 東京都千代田区一番町18番地
川喜多メモリアルビル4階
TEL：03-5276-2888（代）http://www.humanvalue.co.jp/

説明

レベル
平均

プロパティ平均

4.50

自然な笑顔が見られる度合い

4.56

フレンドリー 雰囲気が明るく開放的で、
居心地が良い度合い
2

3

4

4.53
5

2
3.59

c

アジャイル

アイデアが出たときの、共有や相談、取り掛かりなどが
起きる速さ

d

行動変容

今までの考え方や習慣にとらわれずに行動を変化させ
ている度合い

e

支援

周囲の人々を支援しようとする行動を皆が取っている
度合い

3.81
3.44

3.73

3.94

3.88

既存の役割や立場を超えて協力し合っている度合い

■関係・思考・行動のプロパティ平均一覧では
「プロパティ平均
（アンケート回答者全員の回答を集計した平均点）
」
とそのグラフ、及び
「レベル平均（各レベルに含まれる
「プロパティ平均」
の平均点）
」
を表示しています。
「レベル平均」

b

笑顔

3.25

協働

3.13

1

3.56
3.25

一体感

4

3.83

a

プロパティ

1

l

3.55

“成功の循環モデル”

出典: Daniel H. Kim (2002). Organizing for Learning, Singapore: Cobee Trading Company.

4.06

k

3.44

行動の質

7.71/10点

4.06

レベル

4.44

感謝の言葉が自然に出ている度合い

思考の質

7.94/10点

※それぞれの総合得点は、
設問の平均値ではなく、
設問のウェイトを掛け合わせて算出しています（10点満点）

レベル
平均

プロパティ平均

1

ありがとう

関係の質

8.02/10点

■この総合得点は、各質の成
結果の質
熟度の高低を表しています。
継続的にOcapiを取ったと
きに、全体的な成熟度の変
化が見やすくなります

4.56

レベル

普段から気兼ねなく話せる人の多さ

16

レベル
平均

プロパティ平均

1

つながり

関係･思考･行動の総合得点

研究開発部（サンプル）

3.76

3.69

3

4
5

【お問い合わせ】
本アンケートについてのお問い合わせは、
ocapi@humanvalue.co.jp まで、お願いいたします。

f

新たな習慣

今までの枠組みを超え、新たな規範や習慣づくりに挑
戦している度合い

3.47

g

主体的行動

ありたい姿に向けて、
自分ができることを見つけて行動
している人の多さ

3.38

h

誠心誠意

目の前の一つひとつのことに誠実に向き合い、ひたむ
きに取り組んでいる人の多さ

i

ボランティア・ ありたい姿に向けて、
自然と必要な人が集まり、
質の高
チーム
い検討や実践が自主的に行われている度合い
微細なことが周囲に重要な影響を及ぼしていることを
理解して、
深い配慮のある行動をする人の多さ

j

洞察・配慮

k

自己組織化

自然にできたチームによる取り組みの成果が、組織の
戦略や重要な施策になっている度合い

l

共創行動

人々の知識や経験・思考が融合し、全体が一つとなっ
て新しいものが創造される度合い

3.53

3.75

3.75
3.44

3.69
3.25

3.59

3.47

※このレポートは、
あるチームの参考レポートです。
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HR から
エンプロイー・エクスペリエンスへ
HRの最新トレンドから組織開発のあり方を再考する
近年、人事や組織開発に関する海外のカンファレンスに参加すると、
必ず耳にするキーワードの１つに「エンプロイー・エクスペリエンス」が挙げられます。
これは、単にこれまで「従業員満足」や「タレント・マネジメント」と呼んでいたものから言葉を置き換えただけではありません。
言葉が出てきた背景や意味をひもとくと、そこに人事や組織開発に携わる人々の
パラダイムや世界観が大きく変わろうとしていることがわかります。
本稿では、2017年に筆者が参加した「HRテック・ワールド」
「ニューロリーダーシップ・サミット」
「パフォーマンス・マネジメント・サミット」
「ATD（Association for Talent Development）」
（※各カンファレンスの概要は本稿文末を参照）を通して見えてきたエンプロイー・エクスペリエンスの
概観を幅広く紹介することで、私たちが自身の役割や使命をあらためて見つめ直すとともに、
今後の人事や組織開発のあり方を考える機会にできればと思います。
取締役主任研究員

川口大輔

Kawaguchi Daisuke

スペリエンス・オフィサー）に変えた

ク・エクスペリエンスを期待しており、

ことなどが話題に上がりました。デロ

「エンプロイー・エクスペリエンスとは、

イト社のレポートによると、2017年

経営活動、人事施策、職場環境のよう

エンプロイー・エクスペリエンスと

のヒューマン・キャピタルに関する

な、仕事の中で ” 人 ” に影響を及ぼす

いう言葉が大きく登場し始めたのは、

10のトレンドの1つに、
「エンプロイ

因子によって醸成されるものである」

2015〜16年ごろではないかと思いま

ー・エクスペリエンス」が取り上げら

としています。

す。そのころから、HR 系のカンファ

れるなど、関心度も年々高まってきて

レンスや雑誌の記事でもキーワードと

います。

エンプロイー・エクスペリエンスの
登場

して取り上げられるようになり、Air

では、エンプロイー・エクスペリエ

また、GE の HR シニア・ヴァイス
・プレジデントであるスーザン・ピー
ターズ氏は、フォーブス誌において、

bnb な ど 米 国 の 西 海 岸 系 の 企 業 が、

ンスとはどんな意味合いがあるのでし

「GE では、エンプロイー・エクスペ

HR の部署名を「エンプロイー・エク

ょうか。明確な定義が定まっているわ

リエンスを、シンプルに、従業員の目

スペリエンス」に変えたり、HR リー

けではないと思いますが、上述のデロ

で世界を見ること、従業員とコネクト

ダーの名称を CHRO（チーフ・ヒュ

イトのレポートでは、仕事を通じて、

すること、そして彼らの主要なマイル

ーマン・リソース・オフィサー）から、

従業員は、生産性が高く、夢中になる

ストーンに気づくこと、と定義してい

CEEO（チーフ・エンプロイー・エク

ことができ、楽しさを感じられるワー

ます。私たちは、従業員が働く物理的

©2018 HUMAN VALUE Inc. all rights reserved.
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な環境、生産性を高めるためのツール

ます。商品やサービスといったモノだ

ミレニアル世代が X 世代を抜き、職場

やテクノロジー、そして最高の仕事を

けでなく、カスタマーが得られる良質

において最多数の勢力になりました。

成し遂げるための学習を組み込んだエ

なエクスペリエンスをトータルで提供

デジタル・ネイティブであるこの世代

ンプロイー・エクスペリエンスを生み

していくことで、カスタマーのエンゲ

は、個人の生活だけではなく、職場に

出す戦略を開発しています。これらは

ージメントを高めていくことがビジネ

おいても「デジタルな経験」を望みま

すべて、私たち HR の能力を継続して

スのトレンドになっています。それと

すが、実際に働く環境がそれに追いつ

進化させることに含まれるのです」と

同様に、HR のカスタマーともいえる

いていないという課題意識が、エンプ

述べています。

従業員が、豊かなワーク・エクスペリ

ロイー・エクスペリエンスの取り組み

これまでの HR のあり方は、企業を

エンスを得ることで、従業員のエンゲ

を加速させているといえます。また、

中心に置いた「カンパニー・センター

ージメントを高めていく取り組みが広

カルチャー・ワークス社の調査による

ド」になっており、会社の視点や都合

がってきているといえます。

と、ミレニアル世代は、金銭や地位で

で施策が展開されていたところもある

2つ目は、
「カルチャーの変革」と

かもしれません。働く人々の多様性が

のつながりが挙げられます。変化が激

グに価値を置くことが挙げられており、

増す今、そうした従来的な HR のあり

しく、正解の見えない今日において、

パーパス（目的）を感じられるような

方から脱却し、従業員一人ひとりを中

企業の価値の源泉は、優れた商品やブ

エクスペリエンスが重要視されてきて

心に置いた「エンプロイー・センター

ランド以上に、新たな価値を生み出し

います。

ド」の視点から、自分たちの役割を再

続けられる「カルチャー」にあるとい

考する上での象徴的な意味合いとして、

う考え方が広がっています。しかし、

AI をはじめとしたテクノロジーの影

カルチャーの変革は研修を行ったり、

響を受けて、人の働き方や価値の生み

という言葉が広がってきていると考え

ツールを導入すれば成し遂げられると

出し方が大きく変わろうとしている現

られます。

いったものではありません。働く人々

代において、
「人がもつポテンシャル

が仕事での『エクスペリエンス』を通

を解き放つこと」に本気で取り組んで

じて、マインドセットや行動の変容に

いこうという企業の意志があるように

つなげていくことが重要であり、そう

も思います。HR テック・ワールドで

そして、エンプロイー・エクスペリ

した観点からどんなエクスペリエンス

基調講演を務めたピーター・ヒンセン

エンスが重視され始めた背景には、次

を生み出していくことが望ましいかに

氏は、旧来の官僚的な組織形態が、人々

のようなものがあると考えられます。

ついて、企業内の議論が高まっている

のアイデアや創造性を殺してしまって

1つ目は、多くの企業が自社の戦略と

と思われます。

いることに警鐘を鳴らしていましたが、

「エンプロイー・エクスペリエンス」

エンプロイー・エクスペリエンスの
背景

して「カスタマー・エクスペリエンス」
を重視していることの影響が挙げられ

はなく、仕事のインパクトやラーニン

そして、こうした背景の根底には、

3つ目は、ミレニアル世代の台頭が

硬直化した組織や職場のあり方を、人

挙げられます。米国では、2015年に

が本来もつ創造性という枠組みで再構
成していくことが強く求められている
といえるかもしれません。

HRのアプローチの変化
それでは、豊かなエンプロイー・エ
クスペリエンスを生み出していくため
に HR のアプローチはどのように変化
しているでしょうか。海外カンファレ
ンスに参加する中で、特に印象に残っ
たものをいくつか紹介したいと思いま
す。
▶ エンゲージメントを継続的に

高めていくことへのフォーカス
HR テック・ワールドのエキスポを
回りながら、まず印象に残ったのは、
パーパスに関連した講演を行うLinked-inのパット・ウェイダース氏
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過去に私が参加したエキスポでは、
HR の業務を統合するプラットフォー
ムや大規模なラーニング・マネジメン
ト・システムといった、どちらかとい
うと、カンパニー・センタードで業務
の効率を高めていくシステムが中心と
なっている印象がありました。それが
様変わりし、リアルタイムで働く人々
のエンゲージメントやカルチャーの状
態、または健康や幸福度を把握するよ
うなパルス・サーベイであったり、上
司と部下のカンバセーションを促進し
たり、メンバー同士が気軽につながり

エキスポのメインテーマはエンゲージメントが中心となっている

合い、フィードバックやレコグニショ
ンを与え合えるようなアプリであった

ョン・シーリー・ブラウン氏が、
「決

り、チームでのコラボレーションやナ

められた知識を『プッシュ』していく

この2社に限らず、比較的伝統的な

レッジの共有を促進するようなプラッ

ような企業内学習のあり方は、今後5

企業が、テクノロジーを生かして新た

トフォームなど、従業員の視点からエ

年くらいで姿を消していくだろう。企

な学習経験を生み出すチャレンジを積

ンゲージメントを高めていく環境をど

業内でラーニング & ディベロップメ

極的に行おうとしている姿が印象に残

うつくっていくかに完全にシフトして

ントに携わる人の役割も、個人が自由

りました。

いることが見受けられました。

に学び、起業家的学習が促進されるよ

デロイトのジョシュ・ベルシン氏は、
「1年に1回、大規模なエンゲージメン

うなアーキテクトをいかに創るかとい
ったことにシフトしていくだろう」と

こうとしていました。

▶ 実践フェーズに入った

ピープル・アナリティクス

ト・サーベイやパフォーマンス・レビ

話していたことが印象に残っています。

ューを行う時代は終わった」と述べて

それから数年が経過した今、ブラウ

ロジーを生かして社員の膨大なデータ

います。今後はより短いスパン、少な

ン氏が述べているような、ラーナー・

を収集・分析し、働く人々のクリエイ

い質問、頻繁な機会を通じて、メンバ

センタードな学習経験をいかに生み出

ティビティや経験価値を高める人事施

ーが自身やチームへのインサイトを得

していくかが主要な探求テーマとして

策や職場環境を生み出していく「ピー

て、新たなアクションや習慣を継続的

添えられ、すでに現実のものとなって

プル・アナリティクス」にも、高い関

に生み出したり、仮説検証を回してい

きています。海外のカンファレンスで

心が集まっていました。エキスポにお

けるような、エクスペリエンスの創出

も様々な事例が紹介されていました。

いても、IBM をはじめ、様々なブー

が模索されていくものと思われます。

たとえば、マスターカード社は学習機

スで自社のサービスが紹介され、盛況

言い方を変えると、経験を固定化・化

会の構築にデザイン思考を生かそうと

を呈していました。

石化させたり、無機質なものにとどめ

しています。働く人々をカスタマーと

ピープル・アナリティクスの実践に

るような施策の展開をやめて、ダイナ

して捉え、彼・彼女らが歩むカスタマ

ついては様々なものがありますが、特

ミズムがあり、人々の感情が動き、共

ー・ジャーニーの中でどんな感情や経

に注目度が高いように感じられたのが、

感を呼ぶような営みが増えていくので

験が大切になるかという視点から、自

チームや組織、企業内の関係性を分析

はないでしょうか。

社の学習経験を再構築する取り組みを

する、Organizational Network Analy

紹介していました。また、シュナイダ

sis（ONA: 組織ネットワーク分析）の

ー・エレクトリック社は、
「ラーニン

領域です。かつてないほどコラボレー

グ・エコシステム」というコンセプト

ションの重要性が高まっている現在に

のもとで、テクノロジーを生かして、

おいて、企業の関心はいかに効果的な

▶ ラーナー・センタード
（学習者中心）な

ラーニング・エクスペリエンス
少 し 前 の 話 に な り ま す が、
ASTD2013のプレス取材の場において、
元ゼロックス・パロアルト研究所のジ

HR テック・ワールドでは、テクノ

「プル型」
「プッシュ型」双方のラーニ

チームを形成していくかに向かってい

ング・エクスペリエンスを構築してい

ます。ONA では、E メールや SNS な
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どの情報、また昨今ではウェアラブル
・センサーの情報を分析し、関係性を
可視化しながら、より良いチーミング
を行うためのインサイトを得ていきま
す。また、ニューロリーダーシップ・
サ ミ ッ ト で は、fNIRS（functional
Near―Infrared Spectroscopy）を
用いて、チームで活動を行っていると
きの人々の脳のシンクロ度合いを測定
する可能性も模索されていました。
ジョシュ・ベルシン氏は、
「ピープ
ル・アナリティクスは、すでに HR に
とっての『良いアイデア』ではありま
せん。それは必須のものとなっていま
す」と述べます。今後もピープル・ア
ナリティクスを積極的に活用し、エン

ピープル・アナリティクスを扱ったセッションには多くの参加者が集う

プロイー・エクスペリエンスの向上に
生かしていく流れは加速していくと思

たところもあるかもしれません。そう

えばトリップのような、目的が明確で

われます。

したあり方を顧みて、ピープル・セン

短期の旅行という意味合いよりは、船

タードな HR は、できるだけ仕組みや

旅や当てのない旅といった比較的長期

マネジメントをシンプルに、そしてコ

間の旅路といったニュアンスがありま

HR のアプローチの1つの方向性と

ヒーレントな状態を生み出し、現場の

す。そこには、想定していなかった出

して、
「シンプル化」の流れが挙げら

メンバーやマネジャーが自分の仕事や

来事や驚き、人との出会い、世界観の

れます。上述したデロイトのレポート

成長にコミットできるような、そして

広がり、また、旅から得られる教訓や

においても、
「Overwhelmed Emplo

自ら創造的なエクスペリエンスを解放

成長、内省、進歩といった意味が見出

yee（精神的に圧倒され、強いストレ

していけるようなサポートを行ってい

されます。私たちがたどるエクスペリ

スにさらされている従業員）
」が重要

くことに、役割がシフトしているとい

エンスに、もしそうしたエッセンスが

なトレンドとして取り上げており、そ

えるかもしれません。

ないとしたならば、予定調和的で決め

▶ シンプル化とコヒーレンス
（一貫性）

の対応策として、HR が職場環境の簡
素化に取り組んでいることが報告され
ていました。GE デジタルのミーガン

ジャーニーが育む豊かな
エクスペリエンス

られたレールの上を進むような旅路で
あったならば、そこには〝豊かな経験〟
は存在していないといえるかもしれま

・グレゴルスキー氏は、
「未来の HR

ここまで、HR の実践がどう変化し

の役割は、物事をシンプルに、クリア

てきているかを述べてきましたが、そ

また、エクスペリエンス（経験）と

ーに、そして実行可能にすることにあ

れではいったい何がエクスペリエンス

近い語感をもつ言葉に「エクスペリメ

ります」と語っています。

を豊かなものにするのでしょうか。エ

ント（実験）
」があり、私が参加した

また、関連するもう1つのキーワー

マキナ社のEmployee and Client Ex

カンファレンスでも幾度となく耳にし

ドとして、
「コヒーレンス（一貫性）
」

perience のヘッドであるベルトラン

ました。東京大学社会科学研究所の宇

という言葉もよく耳にしました。これ

ド・デュッペリン氏は、エンプロイー

野重規教授によると、この2つの言葉は、

は、企業の目指すビジョンや大切にし

・エクスペリエンスを構成する4つの

共に「向こうに行く」という原義から

たい文化や、リーダーシップの原理、

要石の1つとして、
「ジャーニー」を1

派生して、
「
（向こうに行って）調べる、

マネジメントの仕組みから日常の業務

番目に挙げています。単発でバラバラ

試す」ことを意味するようになった

までが一貫して筋が通っている状態を

なイベントやタッチポイントではなく、

experi-を語幹にしているとのことです。

指しています。

一連のシーケンスとしての経験 = ジャ

宇野教授は、エクスペリエンスとは、

ーニーを構築していくことの重要性を

エクスペリメントを通して得られる知

語っているものと思われます。

識のことであると指摘しています。自

カンパニー・センタードな時代の
HR は、現場にとっては、余計な仕事
や一貫性のない取り組みを押し付け、
負荷を増やす存在として認知されてい
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せん。

加えて、ジャーニーには、比喩的な

分の枠組みから外に出て、いろいろ試

意味も含まれるように思います。たと

してみて、失敗から学び、得られるも

ーや脳科学の進化がそのムーブメント

内にこもって、目的なく、何かをこな

の学びと発見の連続になるような、豊

を後押しするとき、私たちには何がで

していて発見がない状態は、豊かな経

かな経験や旅路を生み出すことにつな

きるでしょうか ? そうした問いをも

験とは呼ばないのかもしれません。

がる例も数多く存在しています。

ちながら、組織開発の意義を再考して

こうしたジャーニーやエクスペリメ

私たちは間違っているかもしれない、

みたいと思います。

ントがもつエッセンスは、単に比喩的

失敗するかもしれないという可能性を

な役割を超えて、私たちがアプローチ

常に念頭に置き、許容しながら、勇気

「私は、CEOのCは『Curator of Cul

をデザインする上で、重要な教訓を与

をもって自分なりの仮説に踏み出し、

ture』の C だと書いた。文化とは実際、

えてくれます。たとえば、カンファレ

知識や知恵を拡大し、自分自身で未来

社員の間に広まるものであり、何千、

ンスで紹介されている例の中でも、表

を切り拓いていく行為が豊かな経験で

何万もの社員が毎日下す数え切れない

面的にはエンプロイー・エクスペリエ

あるといえます。

ほどの判断の総体である。CEO がそ

ンスやジャーニー的な施策やプログラ
ムを展開しているように見えて、実情

終わりに

うした文化の管理人であるとは、社員
がマイクロソフトと取り決めたそれぞ

は HR がすべてラーニング・プロセス

そして、そうしたエクスペリエンス

れのミッションを達成するのを手助け

をデザインし、レールを当てはめるよ

を一人ひとりが生み出せるサポートを

するということだ。裏を返せば、マイ

うな形で参加者を学ばせ、カンパニー

いかに行っていくかが、今後の HR の

クロソフトが社員を雇うのではなく、

が連れていきたい目的地に連れていく

大きなトレンドであり、これは組織開

人々がマイクロソフトを「雇う」とも

ような、カンパニー・センタードなト

発が果たすべき役割にも通ずるところ

言える。10万人を超える社員のマイ

リップになってしまっている取り組み

があると思います。組織開発の役割が、

ンドセットを、雇われる側から雇う側

を見ることもあります。その一方で、

関係性の構築やチームビルディングを

に変える時、どんなことが可能になる

特別なプログラム（旅）に出なかった

超えて、一人ひとりの豊かなエクスペ

だろうか。
」

としても、働く一人ひとりが、日常の

リエンスを解放するためのマインドセ

仕事への向き合い方や捉え方を少し変

ットの構築や、そのための環境づくり

えるだけで、あるいは変わるようなサ

へと広がったとき、そしてテクノロジ

マイクロソフトCEO、
サティア・ナディア氏
著書
『ヒット・リフレッシュ』
より

◉ 本稿で参照した各カンファレンスの概要
〈HRテック・ワールド2017〉

概要：HRテックの最新動向を扱うカンファレンス&エキスポ

開催時期：2017年6月14・15日 開催場所：サンフランシスコ
主催：HRN

参加者数：3都市開催の総数6000名程度

〈ニューロリーダーシップ・サミット2017〉

概要：ニューロサイエンス
（脳科学）
の知見を活用したリーダーシップ開発やマネジ

メント革新をテーマにしたサミット。
グローバルのHR、研究者、
コンサルタントが集

う

開催時期：2017年10月11日・12日 開催場所：ニューヨーク

主催：ニューロリーダーシップ・インスティチュート 参加者数：628名

〈パフォーマンス・マネジメント・サミット〉

概要：パフォーマンス・マネジメント革新をテーマにしたサミット
開催時期：2017年6月13日 開催場所：サンタクララ

主催：ニューロリーダーシップ・インスティチュート 参加者数：約200名

〈ATD-ICE2017〉

概要：世界最大のタレント・ディベロップメントの国際カンファレンス。毎年多くの日
本人も参加

開催時期：2017年5月21〜24日 開催場所：アトランタ
主催：ATD（Association for Talent Development）
参加者数：10,000名
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H R か らエン プロ イ ー・エ ク スペリエン スへ

ポートをするだけで、毎日がたくさん

REPORT

のこそが経験といえます。逆にいうと、

COLUMN

「個人のあり方」と「 組 織のあり方 」の次 元
これからの組織開発がめざす新たな地平
代表取締役社長

兼清俊光 Kanekiyo Toshimitsu

いま問われているのは、
「個人のあり方」と「組織のあり方」

てられた役割・範囲で責任をもってやり遂げることを求め、
分担した役割を各自が果たす、その足し算です。
レベルⅢは、
「Collaboration=協働」です。明確に割り当

いま、個人にも組織にも「あり方」が問われているのかも

てられていないし、公式の役割や目標として期首に設定して

しれません。ここで言う「個人のあり方」とは働く意味や動

いなくとも、必要だから自分がやる、困っている仲間がいる

機であり、組織においては働く人々をどのような存在として

から自分が引き受ける、支援する、また組織の垣根や役割を

捉え、どのような働き方を求めるかです。本稿では、この個

超えての行動です。

人と組織の「あり方」の進化を、図に示すようなモデルで実

レベルⅣは、
「Co-Creation=共創」です。正解がない中で、

験的に捉え、これからの組織開発がめざす新たな地平を眺め

挑戦を繰り返しながら、新しい価値を「共」に「創」り上げ

る試みをしてみたいと思います。

ていくことです。

▶「個人のあり方」の次元

響きあう「個人のあり方」と「組織のあり方」

働く意味や動機によって「個人のあり方」の次元は変わり
ます。
レベル I は、外発的動機の「Survival= 生きるため」です。
働く意味や動機が、生きていくため、食べるためという水準
です。
レベルⅡは、外発的動機の「Safety= 安心・安全のため」

「個人のあり方」と「組織のあり方」のレベルはシンクロし
ています。そして時代と共に変化しつつあるように思います。
▶レベルⅠ

「Survival=生きるため」
×
「Obedience =服従」
いまから100年ほど前は、
「個人のあり方」が外発的動機

です。ここで働けば、安心が得られ、今日と同じような明日

の「Survival=生きるため」で、
「組織のあり方」が「Obedi

がずっと得られる、また自分の存在が承認されているという

ence= 服従」
、まさにそういう時代であったように思います。

水準です。
レベルⅢは、内発的動機の「Pleasure=したいから」です。

フォードが T 型フォード（モデル T）を世に出したのが
1908年、その後20年間、1927年まで基本的なモデルチェ

内発的動機とは、その活動がしたいからするという動機で、

ンジのないまま約1,600万台が生産されました。フォードは、

それをすること自体に動機が埋め込まれています。趣味は内

ベルトコンベアーの流れ作業方式、フォードシステムを生み

発的動機です。それをしていると楽しい・嬉しいと感じられ

出し、拡大再生産を続け、ピークの1923年には年産200万

るからこそ、やっているわけです。

台を超えました。この時、従業員に支払われる給与は、平均

レベルⅣは、内発的動機の「Purpose=より良くするため」
です。自分はこの世界において何のために生きているのか、

的な賃金の2倍以上で、働き手が殺到しました。
その給与は、あたかも、従業員が細かく分業された生産ラ

自分の存在を通して、外側の世界に貢献する、より良くする

インの流れに支配された単調な労働に耐えることの代償で、

という働く目的・意味で、高次の動機です。

多くの従業員が肉体面・精神面での著しい負担を感じ、高給

▶「組織のあり方」の次元

働く人々をどのような存在として捉え、どのような働き方
を求めるかという「組織のあり方」もレベルによって次元が
変わります。
レベルⅠは、
「Obedience= 服従」です。社員に作業を指

であっても退職者が後を絶たなかったそうです。
この頃の時代の管理・監督者は、ストップウォッチを持っ
て、従業員を監視していました。
ちなみに、ヘンリー・フォードも自らストップウォッチを
手に作業員の動きを注視していたそうです。MITスローンス
クールのピーター・センゲが学習する組織カンファレンスで、

示し、命令を下して、それに従うことを求め、監視します。

ヘンリー・フォードの言葉として「私が雇いたいのは、丈夫

レベルⅡは、
「Co-Operation= 共同」です。各人に割り当

で、言われたことを正確にやり続ける手と足だ。だが人間を

14 O rga n i za t i o n a l D evelopm ent Insight R epor t

意味と個人的な充足感

パフォーマンス

Collective Learning

集合的学習

Pleasure

内発的動機１

Social Norm

Social Impact
社会価値創造

社会規範

Learning

Psychological Safety

学習

心理的安全

Safety

外発的動機２

︻個人のあり方︼働く意味・動機

C O L U M N 「 個 人のあ り 方 」と「 組 織のあ り 方 」の次 元

Purpose

内発的動機２

Meaning & Personal Fulfillment

Wellbeing
多幸感

Teaching

目的

教育

Physical Safety

身体的安全

Training

訓練

Survival

外発的動機１

Health
身体が健康

Purpose

Family

Fitness
心身健康

Monetary
Reward

家族的
Diversity & Voice

Sense of Belonging

ダイバーシティと「声」

所属している感覚

Psychological Reward

心理的報酬

金銭的報酬

Obedience

Co-Operation

服従

Collaboration

共同

Co-Creation

協働

共創

【組織のあり方】求める働き方
◉
「個人のあり方」
と
「組織のあり方」
の次元

雇うと、不要な心と頭が付いてくる」と紹介していました。
レベルⅠの次元は、
「金銭的報酬」が動機付けの中心手段で、

元で、
「組織のあり方」は「Collaboration=協働」です。
組織の中に、心理的安全があり、思ったことを率直に言え

パフォーマンスを生み出すには「Health= 身体が健康」で

て、ここにいることで学び成長でき、職位を超えて尊重しあ

あることが個人にも組織にも大事です。

え、
「自分は本当に素晴らしい仲間やお客様に囲まれ、仕事

▶レベルⅡ

「Safety=安心・安全のため」
×
「Co-Operation =共同」

そのものが楽しく、学び成長することが本当に嬉しい」とい
う、まさに「Wellbeing= 多幸感」を個人が感じられ、組織
も提供しようとめざしている、そんな次元です。

働く動機が「Survival= 生きるため」から、レベルⅡの

こうした次元に至ることで、先述したように、役割や目標

「Safety=安心・安全のため」に上がり、
「組織のあり方」は

として設定していなくとも、必要だから自分がやる、困って

「Co-Operation =共同」です。

いる仲間がいるから自分が引き受ける、支援する、また組織

明確にされた役割と目標を各人に設定し、安心・安全を提
供します。金銭的な報酬に加え、心理的報酬（承認）も得ら
れ、身体的にも安全で、訓練や教育（研修）もしてくれる、

の垣根や役割を超えて取り組むといった行動が従業員の中に
生まれます。
レベルⅢは内発的動機の世界ですから、従業員が自ら、仕

だから言われたことを従順・勤勉に行い、そして担当する仕

事や仲間と働くことの中に動機が生まれるよう環境を整えま

事の専門性も高めるという感じです。マネジメントもストッ

す。従業員をライフも含めて大切に扱い、所属している感覚

プウォッチを手放して、MBO（目標による管理）によって、

が得られるよう社員のつながりや絆を大事にし、学び・成長

自分が担当している役割・目標を果たします。

する学習機会を提供（研修を受けさせるではない）し、市場

レベルⅡの次元の動機付けの手段は、
「金銭的報酬」に加
え「心理的報酬」
「身体的安全」
「訓練や教育の提供」となり、
パフォーマンスを生み出すには身体だけでなく、心も健康で
あることが個人にも組織にも大事です。
▶レベルⅢ

「Pleasure=したいから」
×
「Collaboration=協働」
「個人のあり方」はレベルⅢから内発的動機にシフトします。
働く動機は「Pleasure= したいから」となります。この次

規範よりも社会規範を重んじます。
▶レベルⅣ

「Purpose=より良くするため」
×
「Co-Creation=共創」
レベルⅣは、
「個人のあり方」が内発的動機の「Purpose=
より良くするため」で、
「組織のあり方」が「Co-Creation=
共創」です。
VUCA WORLD という言葉が表すように、いまのビジネ
スを取り巻く状況は、Volatility（不安定）
・Uncertainty（不

©2018 HUMAN VALUE Inc. all rights reserved.
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確実）
・Complexity（複雑）
・Ambiguity（曖昧模糊）を加

ょうか。そうではなくて、
「自分は本当に素晴らしい仲間や

速させ、事業においては未来を予測することができない、ま

お客様に囲まれ、仕事そのものが楽しく、学び成長すること

さに「正解のない」環境下に置かれています。この環境下に

が本当に嬉しい」というまさに多幸感であり、
「自分の存在

おいて、企業にとっては新しい価値の創造が極めて重要にな

を通して、外側の世界に貢献する」という高次のパーパスを

っています。

持って、自分の人生の時間を使いたい、そういう人々が増え

レベルⅢの「Collaboration= 協働」の次元では、協働は
生まれても、答えのない世界、うまくいくかわからない世界
において、
「あえて困難に挑戦して価値を創造するための努
力が生まれる」ところまでには至らないかもしれません。

ていて、そういう人々の願いがメインストリームではないで
しょうか。
組織がコラボレーションとコ・クリエーションを社員に訴
えても、実際のチームでの扱いは「言う通りにやれ」という

それには、そんな挑戦のための努力をするだけの高い次元

服従を求めるものであったり、役割と目標を明確化し、報酬

の目的・パーパスが必要です。個人のあり方には、
「自分は、

を強調し、外発的動機づけによるコ・オペレーション的であ

この世界において何のために生きているのか、自分の存在を

ったら、現実化はしないでしょう。

通して、外側の世界に貢献する」という働く目的・動機が必
要です。

いま、ロボットメーカーの工場に行くと、ロボットを作っ
ているのはロボットです。これから数年で、蓄積してきた知

うまくいくかいかないかではなく、正解がない中で、新し

見が活かせて明確に規定できる役割や仕事は、ビッグデータ

い価値を集合的に創造していく。この次元で個人と組織のあ

と AI のディープラーニングが担います。ロボットや AI では

り方がマッチすることで、
「Social Impact= 社会価値創造」

できない、協働と共創の世界こそが、私たち人間が組織にお

となります。

いて担うものであり、その時の働く動機は内発的なものでは
ないかと思います。

これから私たちがめざす世界

これからの組織開発がめざす新たな地平もここにあるよう

いま、企業や組織が実現したい世界は、垣根や役割を超え、

に思います。働く仲間が職位を超えて尊重しあい、つながり

自ら動き、協働しあう人々に溢れた組織であり、またうまく

や絆を大事にし、学び・成長することを喜び合い、難しいこ

いくかいかないかではなく、正解がない中で、新しい価値を

とにチャレンジすること自体が素晴らしいことであるグロー

集合的に創造していくコ・クリエーション、共創ではないで

ス・マインドセットを育みあう、そんなカルチャーへシフト

しょうか。

を図っていく、そうした私たち個人と組織の、これから先の

個人のあり方はいかがでしょうか。
「生きるために働く」
という動機を望んでいるのでしょうか。
「ここにいれば明日

素晴らしい関係、素晴らしい未来のための取り組みであると
思います。

も安心」という動機で毎日会社に行き、仕事をしたいのでし

ヒューマンバリューは1985年の創設以来、
「学習する組織」の探求など、
人材開発・組織開発に関する実践と調査研究を通じて、
関わる人々や組織の変革と成長を支援してきました。
「人、組織、社会によりそい、学びを通して、未来につながる今を共にひらきます」。
これが、私たちのミッションです。
〒102-0082   東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル4F
TEL：03-5276-2888 FAX：03-5276-2826
HP：http://www.humanvalue.co.jp/ Mail：info@humanvalue.co.jp

■ パフォーマンス・マネジメント革新サイト

■ 組織変革フォーラムサイト

■ チームを「見える化」するアンケートツール：Ocapi

https://www.pmi-forum.com/

https://www.henkaku-forum.com/

https://ocapi.jp/

