
一人ひとりの内的探求から立ち上がる未来ビジョン
組織のいたるところで起きるオープンな対話 

それらが、組織イノベーションと社会的価値創造を生み出す

いま、多くの企業では、グローバル化やテクノロジーの進化、人口動態の変化、働く
人々の意識の変化など、激変する環境の中で、これからの組織のあり方、その実現に
向けた組織変革の方法が模索されています。そして、昨今は組織開発ブームといわれ
るほど、様々な組織変革の理論やアプローチがカンファレンスや書籍などで紹介され
るようになりました。そのため、組織変革に取り組もうとされる実践者にとっては、
自分たちのたどるべき道筋が見えづらくなっているようにもうかがえます。

ヒューマンバリューでは、20年近くの研究と実践を経て、効果的な組織変革のあり
方は、「自分たちでありたい姿を描き、ソーシャルキャピタルを高めながら、組織の
壁を越えて変化を継続的に共創し、事業のパフォーマンスと社会的価値を高めていく
こと」だと考えています。そしていまこそ、こうした「生成的変革プロセス」を広く
伝えていくことが、日本の企業の力の向上に貢献するものと確信しています。

そこで今回、ヒューマンバリュー組織変革フォーラム2014を開催し、これからの組
織変革の原理とアプローチ、事例を紹介させていただきます。私どもと共創的に取り
組んでいただいている、野村證券様とリクルートマーケティングパートナーズ様の組
織変革の取り組み事例を素材として、参加者の皆さまとこれからの組織変革のあり方
を検証していく機会としたいと思います。

日時 ▶ 2014年12月9日(火)13：30～18：30
会場 ▶ 虎ノ門ヒルズフォーラム　ホールＢ
主催 ▶ 株式会社ヒューマンバリュー

社員の主体性と情熱をとき放ち、社会的価値を共創する



変化のプロセスを見える化して、
小さな変化を育む

https://ocapi.jp/

組織変革のプロセスで、どのような変化が起きているのかを測定するのは

難しいことです。webアプリの組織変革プロセス指標Ocapiは、関係・思

考・行動の質の高さを表す41の項目（プロパティ）を用いて、組織の現状

をグラフで見える化します。Ocapiを使った対話によって、状況の共有や

次の一歩が検討しやすくなり、継続的な変化を支えることができます。

本フォーラムでは、客観的な正解がない中で、自分たちでありたい姿を描き、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）

を高めながら、組織の壁を超えて変化を継続的に共創し、事業のパフォーマンス（成果・性能）と社会的価値を高めて

いく組織変革のプロセスとはいったいどのようなものか、そうしたプロセスを支える原則とは何かを共に考えていきま

す。生成的な変革プロセスを推進し、素晴らしい成果を生み出している2社の事例から、ダイナミックな変革の実態を

立体的に捉えることができるでしょう。
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社員の主体性と情熱をとき放ち、社会的価値を共創する 13:30~ オープニング
司会進行
株式会社ヒューマンバリュー
　主任研究員 川口 大輔

13:45~ オープニング・スピーチ
「組織変革の生成的アプローチ」

株式会社ヒューマンバリュー
　代表取締役 高間 邦男

14:20~ リクルートマーケティングパートナーズの
事例を探求する

「社会に価値を提供し続けるため
全従業員で未来を共創造」

ストーリーテラー
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
　代表取締役社長 冨塚 優氏 ◉ 兼清より、事例の背景や変革のプロセスで

活用された原理やアプローチ方法を解説し
ます。その後、実践者のストーリーを聴いて、
周囲の方々と対話を通して気づきや発見を
共有します。

1.取り組みの概要とアプローチの紹介
2.実践者のストーリーテリング
3.各グループでリストーリー
4.質問と探求

コーディネーター　
株式会社ヒューマンバリュー
　取締役主幹研究員 兼清 俊光　

15:30~ 休憩

15:45~ 野村證券の事例を探求する
「すべてはお客様のためを
目指した組織変革の広がり」

ストーリーテラー
野村證券株式会社
　人材開発部長 百枝 信二氏

16:55~ 休憩

17:05~ 変革デザインチームによるダイアログ ◉ リクルートマーケティングパートナーズと野
村證券の変革をサポートしているそれぞれ
のデザインチームとヒューマンバリューのプ
ロセス・ガーデナーが、社員の生の声や現場
での苦労、運営の押さえどころについてダイ
アログします

モデレーター ： 高間 邦男

17:35~ 全体ダイアログ
◉ これまでの２社の変革ストーリーを踏まえて、

気づいたことやこれからの組織変革におい
て大切にしたいことを話し合います

18:20~
19:30

クロージング／ネットワーキング
◉ 会場前のホワイエにて、飲み物とフィンガー

フードをご用意していますので、他の参加者
とご歓談ください

1985年現ヒューマンバリュー
を設立。ASTDジャパン理事。
人と組織のあり方を探求。主な
著書に、「学習する組織」「組織
を変える仕掛け」（光文社新書）
等がある。

1988年、リクルート入社。人材領域で営
業部長、リクナビ編集長を担当後、旅行領
域の担当に。2012年10月グループのホー
ルディングス化に伴い、リクルートライフ
スタイル社長に就任。2013年4月より現職。

1995年 野村證券入社。2009年4月から
釧路支店長、2011年4月から船橋支店長
を歴任。2013年4月より現職。「すべては
お客様のために」という基本観のもとに人
材開発と組織開発に取り組んでいる。

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
　企画統括室 桑原 史帆氏

株式会社リクルート北関東マーケティング
　代表取締役社長 吉澤 克彦氏

野村證券株式会社
　人材開発部次長 中川 洋二氏

野村信託銀行株式会社
　人事総務部　秘書課長 大久保 佳子氏

株式会社ヒューマンバリュー
　プロセス・ガーデナー 霜山 元

フォーラムで紹介する組織変革の考え方

「計画的変革アプローチ」から「生成的変革アプローチ」へ

◉組織変革を起きやすくする3つの要因

オープンな
コミュニケーション

当事者意識

共創行動ができる

今日のような動的環境の中で組織変革を行うには、将来を予測し
て計画を作り、トップダウンで推進する計画的変革アプローチだ
けでは、期待した効果は得られません。組織の一人ひとりが望ま
しい未来を描き、自分たちができるところから一歩を踏み出し、
リフレクションしながら共創していく生成的変革アプローチを取
り入れることが効果的です。そのためには、オープンなコミュニ
ケーションの場と、共創ができる関係性、主体性（当事者意識）
を開放するプロセスを周到にデザインする必要があります。

人材を育成したり、組織を変革することは、人や組織にある問題
をなくすことではなく、目指したい姿の実現に向けてより良い関
係や思考・行動のあり方を生み出せるようなシステムをつくり出
すことが基盤といえます。変化を生み出す基盤となるシステムを
つくるには、何が必要なのでしょうか。まず、 組織の中にお互い
を尊重、信頼し、協力し合う
といった関係の質を高めるこ
とが大切になります。こうし
た関係の質が高まると、人々
の主体性や開放性が高まり、
現状や既存の枠組みにとらわ
れない、組織としての新しい
思考や行動が生まれます。さ
らに、それを振り返ることで、
新たな思考や行動につなげる
ことができます。こうしたサ
イクルを生み出す基盤をソー
シャルキャピタル（社会関係
資本）といいます。

生成的なアプローチによる組織の変革は、メンバーの一人ひとり
の想いから始まります。一人ひとりが自分の存在意味や目的を見
つめ、ありたい姿を描き、それを日々の仕事の中で実践し、さら
に振り返ることで、自己が成長し、成果が上がります。このよう
に人々の思考と行動が変容することが事業価値の創造につながり
ます。その結果、このプロセスを通して組織全体としても、事業
の目的や意味が深まり、より良い未来に向けて社会的価値創造へ
の取り組みや、新規事業の開発が生まれるようになります。

組織イノベーションを行うために ソーシャルキャピタルを高める 一人ひとりの想いから始まる社会的価値創造

◉「成功の循環モデル」Daniel H. Kim

関係の質

結果の質 思考の質

行動の質

リクルートマーケティングパートナーズ（以下RMP）は、2014年3月、『週刊ダ
イヤモンド』の特集における「本当にいい会社ランキング」で1位となった会社で
す。RMPは2012年に異なる5つの事業がまとまる形で誕生しました。2013年の
春に、経営陣自身がRMPとしての存在意味や可能性について探求する経営陣合宿
を行い、2013年秋には、1055人の社員が一堂に集まり、一人ひとりのありたい
姿を共有する機会が設けられ、そこから30年後の目指す世界やスローガンが生ま
れました。現在では、目指す世界を現実のものにするべく、多くのステークホル
ダーとの間で共創的なアクションを生成しています。

変革事例

1 「すべてはお客様のためを目指した組織変革の広がり」

野村證券株式会社株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

野村證券は、2014年8月に、顧客と共に「ほんとうの豊かさ」を共創すべく、部
店長300名、顧客・生活者350名が探求的な話し合いを行う場をもちました。こ
うした取り組みは、全国の支店にも広がり、社会に対する新しい価値提供の形を
生み出しつつあります。取り組みの始まりは2011年に行われたリテール部門の
8泊9日の支店長合宿からです。2012年には、全国の支店長が一堂に集う機会を
定期的にもって、マネジメントスタイルの変革と支店を超えた横断的な変革に取
り組み、現在は、 「すべてはお客様のために」という創業以来の精神の具現化に
向けて、全社的な変革に取り組んでいます。

「社会に価値を提供し続けるため 全従業員で未来を共創造」

変革事例

2



株式会社ヒューマンバリュー　www.humanvalue.co.jp　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　E-mail：forum@humanvalue.co.jp

●お問い合わせ

お申込FAX番号：０４６５－６３－５４２９

お申込責任者
氏名 シメイ フリガナ

会社名 業種

部署 役職

所在地　〒

TEL FAX

E-mail □申込責任者が参加する　□参加しない

参加票ご郵送先にチェックをしてください　□上記宛に送付　□下記宛に送付

ご参加者　※お申込責任者とご参加者が同一の場合はご記入は不要です

氏名 シメイ フリガナ

部署 役職

所在地　〒

TEL FAX

E-mail

社員の主体性と情熱をとき放ち、社会的価値を共創する

●開催日時：１２月９日（火）　１３：３０～１８：３０　
開場は１２：３０。コーヒーなどをご用意していますので、
お早めにお越しください
終了次第、ネットワーキングを1時間程度行います
（飲み物とフィンガーフードをご用意しています）

●会場：虎ノ門ヒルズフォーラム　４階　ホールＢ

●住所：東京都港区虎ノ門１丁目２３番３号
　　　　虎ノ門ヒルズ森タワー４階

●参加費用：１２，０００円（消費税込み）

●定員：２４０名（定員になり次第締め切ります）

●対象者
a.組織変革に関心をお持ちの経営層や事業部門のトップ、マネジャー
b.組織変革の推進を担う人材開発・組織開発の担当者
c.組織変革をサポートするコンサルタント

※より多様な皆さまにご参加いただくためにa、b、cそれぞれに定員枠を設けさせていただいております

●お申し込み方法
メールにて　forum@humanvalue.co.jp

件名を「組織変革フォーラム申込」として、本文に次の情報を明記の上、
（forum@humanvalue.co.jp）までお送りください
氏名、フリガナ、会社名、業種、部署、役職、所在地、電話番号、E-mailアドレス
※請求書送付先が異なる場合は、その旨をご明示ください
FAXにて　０４６５－６３－５４２９

下欄の申込書にご記入の上、FAXでお送りください

●お支払い方法
・お申込後、順次、請求書と参加票をご送付いたします
・参加費のお支払いは、請求書到着後、指定の銀行口座にお振り込みください
・キャンセルについて：参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。なお、代理の

方のご都合もつかない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
開催8日前まで …………… 返金手数料　　
開催7日前～2日前 ……… 参加料の５０％+返金手数料
開催前日および当日 ……… 参加料の全額

●お申込書


