
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料は 2014 年 12 月 9 日に開催された「ヒューマンバリュー 組織変革フォーラム 2014」

のオープニング・スピーチにて、ヒューマンバリュー代表取締役の高間邦男が話した内容及び使

用したスライドです。 
本資料を公開することで、生成的アプローチの観点をご提示し、組織の変革に取り組んでいら

っしゃる方々に少しでもお役に立てたらと思っております。 
本資料の著作権は高間邦男および株式会社ヒューマンバリューに帰属します。無断で転載、

複製などの利用をすることはできません。 
ご利用されたい場合は、株式会社ヒューマンバリュー（info＠humanvalue.co.jp）まで必ず

ご連絡ください。 
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ヒューマンバリュー組織変革フォーラム２０１４ 

オープニング・スピーチ 

「組織変革の生成的アプローチ」 
2014 年 12 月 9 日 

株式会社ヒューマンバリュー 代表取締役 高間邦男 
 
 

皆さんこんにちは。ヒューマンバリューの高間です。本日は多数の方にご参加いただきまことにありがとうございます。 
また、本日、事例の発表をお引き受けくださいました、リクルートマーケティングパートナーズ様と野村證券様には心から感謝申

し上げます。 
 
本日は組織変革の生成的アプローチについて、事例を中心に探求していこうという趣旨でございます。 
そこで、事例を聞かせていただく前に、私の方から、組織変革の生成的アプローチとは何か、それを進める際の原則とはどのよ

うなものなのかを３５分ほどで、ご紹介させていただきたいと思います。 
今日、私がお話ししたことは、使用したスライドと一緒に後日ダウンロードできるようにメールでご案内いたします。 
また、私がお話しする中に出てくる手法や用語につきましても、手法や用語解説の参考資料をダウンロードできるようにいたし

ますので、ご興味のある方は、あらためてそちらをご覧いただければと思います。 
 

 
 

さて、このフォーラム会場の入り口に、皆さまがお感じになっている組織変革に関わるチャレンジとは何かを貼っていただきまし

た。ありがとうございます。 
数えましたところ全部で 152 枚ございまして、さまざまなテーマがございました。 
どういったチャレンジ領域があるのかを、私の方であらかじめ整理してみました。 
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企業の維持と成長という前提を真ん中に置いて、それを囲むように１０のチャレンジ領域があります。 
まず、社員のワークライフバランスといった日常生活やキャリア開発とエンゲージメントといった働き方、そして、個人の幸福、最

近はやりのマインドフルネスなど精神的な諸観念があります。これらをくくって人的価値創造と呼びたいと思います。 
企業の経営理念やビジョンなどの精神的諸観念や組織形態、知識創造の形態、そして生産過程とサプライチェーン、 
顧客や市場についてなどをくくって、これを事業価値創造と呼びたいと思います。 
そして、社会的諸関係や自然環境との関係、社会的行政的諸制度などの領域を社会的価値創造と呼んでいます。 
皆さまがたのお描きになったポストイットは、このどれかに入っていたのではないでしょうか。 
 

 
 

今回のフォーラムのシンボルマークはこの３つの領域を表しております。 
私どもが目指したい組織変革は、この人的価値創造と事業価値創造だけでなく、同時に社会的価値創造を実現するもの

でありたいと考えております。本日、お話しいただく 2 社の事例は、まさにこの３つを同時に実現している事例かと思います。 
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では組織変革にはどのように取り組んでいったら良いのかということですが、昨今の環境変化によってアプローチが変わってまいり

ました。どのような変化が起きているのか、それはさまざまな本などでも紹介されているので、ここでは、世界観の変化だけを取

り上げてみたいと思います。 
7 点あります。この世界観の理解の違いが、組織変革のアプローチの原理に影響を及ぼしています。 
 

 
 

まず、昔は静的環境で、ある程度安定した成長がみこまれました。その時代は決定論的世界観でした。きちんとデータを集め

て分析すれば未来は予測可能だと考えました。そして将来がどうなるかを知識と技術でコントロールできると思っていたのです。 
 
今は動的環境で、とても不安定で、複雑で、不透明です。いまは確率論的世界観と言われています。予測をしてもあたらず、

自然や経済だけでなく、自分の会社の売上もコントロールしづらくなっています。 
 
 

 
 

つぎに、組織のあり方を見ますと、昔は、組織の外との壁をつくって閉鎖的にすることが組織を安定化させると考えていました。

そして組織のメンバーは秩序化されているほど効率的になると考えました。知識も秘匿することが重要でした。 
しかし、このように閉鎖系システムにして外から新しいものが入ってこないようにしますと、エントロピーが増大して、沈滞してしま

います。 
 
いまは、組織を開放的にして、社会とのつながりをつくることが求められています。Twitter や Facebook などによって高度接

続社会になっています。昔のつながりは、１対１だったのが、いまは１対ｎになっています。１対ｎですと、アラブの春のように、一

瞬にして、大きな集団行動が起きます。そこで、組織をオープンシステムにする必要があるのですが、そうすると、異質なものが

取り込まれますので、少しカオスが生じます。 
しかし、カオスからこそ、そこから新しい秩序を生み出すための自己組織化が起きてきます。そこで今は、組織が開放的で、メ

ンバーが自由に振る舞えるほうが望ましいと考えます。 
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こういったことが、最近発刊されたリンダ・グラットンの「未来企業」にも詳しく紹介されています。この本の中にもありますが、いま、

オープンイノベーションの時代になったと言えます。 
 

 
 

さて昔は、同じものを大量に作ることが大切でした。そこで、組織の規律と効率性を高めることが重要でした。 
いまは、新しいものを作ることが大切です。そこでは、組織の知性と知恵を増幅することが重要になっています。 
 

 
 

また、昔は命令されたことをミスなく遅れなく、正確に実行すれば、高い成果が得られました。そこで、均一な社員が求められ、

社員の忠誠心とスキルを高めることが重要でした。 
 
いまは、個性的な社員が求められ、社員の精神的活力を高めることが重要になっています。それに加えて、じっくり考える自由

と、周囲との相互作用があれば、創造性が高まり、イノベーションを起こすことができるからです。 
この精神的活力とは何か。 
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ゲイリーハメルの「経営は何をすべきか」という本の中に、社員に求められる６つの能力があげられています。 
これまでは、従順、勤勉、専門性、といった能力が大切でしたが、これだけでは、企業が競争に生き残ることができなくなったと

あります。 
これからは、社員の主体性や創造性、そして情熱という３つの能力を高めることが競争力の源泉になるということです。 
この主体性と創造性、情熱が精神的活力といえるのではないでしょうか。 
 

 
 

社員のやる気を引き出し、能力を高めるために、昔は、今も続いているのですが、外発的動機づけによる行動主義的アプロ

ーチをとってきました。 
個人に責任を分割し、業績目標と成果を明確にして、成果に応じた報酬を払うというのが一般的です。「あれをしたらこれを

あげる」というスキナーボックスの報酬による強化という考え方です。これを行動主義的アプローチといいます。 
 
今日では、内発的動機づけによる自己実現アプローチが注目されています。 
これはダニエル・ピンクの「モチベーション 3.0」やアルフィー・コーンの「報酬主義をこえて」という本で詳しく語られています。 
行動主義的なアプローチが生産性を落とすことの科学的な証明が驚くほどの量で載っています。 
それらによりますと、仕事に対して報酬を渡すと、仕事本来へのモチベーションを失い、心の中から沸き起こる、自分でこれを達

成したいという意欲を喪失するのだということです。これは、最近の脳科学の研究でも明らかになってきたことから、大変注目が

集まってきています。 
いま、シリコンバレーの先進的な企業では、スキナーボックス的な業績評価のあり方の見直しが始まっていると聞いています。 
そして、一人ひとりの成長のためのフィードバックを大切にするようになってきています。 
また、周囲の支援と協力により成果を出してもらうようにした方が、生産性が高いことも明らかになってきました。 
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つぎに、昔は、専門家が人々にとって最も望ましいマスタープランを作ることができると考えていました。一度に、全体から詳細

部分までの緻密な計画を作成してスタートするべきだと考えます。 
いまは、現場の当事者たちでプランを作り出すのが望ましいという考え方が注目されています。アジャイルで、できるところから漸

進的にプランを作っていきます。 
 
さきごろ発刊されたグーグルの「私たちの働き方とマネジメント」という本にはこういう文章があります。 
「あなたに事業計画があれば、それが間違っているということだけは１００％断言できる。」 
「ＭＢＡスタイルの事業計画は、どれほど綿密かつ入念に検討したものであっても、必ずある重大な欠陥をはらんでいる。」 
「ベンチャー・キャピタリストが『事業計画ではなく、人に投資せよ』という原則に忠実なのはこのためだ。」 
 
また、MIT のメディアラボ所長の伊藤穰一さんが、近頃ＴＥＤで、「もはや計画は不要になった」 と発言して話題を呼んでいま

す。おととし発刊された、エリック・リースによる「リーンスタートアップ」という本にも従来のＭＢＡ的な計画と指標を使ったマネジメ

ント手法では、今日のイノベーションを成功させることはできないと事例をあげて説明しています。 
 

 
 

以上の世界観の変化から言えますことは、変化が速く、複雑性が高く、不透明な環境では、組織変革を効果的に進めるに

は、計画的変革アプローチだけでは、うまく行かないということです。生成的な変革アプローチを取り入れることが重要になるとい

えます。 
 
では、計画的変革アプローチとは、どのような考え方なのかを確認しておきたいと思います。 
７点紹介させていただきます。 
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計画的変革アプローチでは、組織を、目的を達成するために機能的に設計された、コントロール可能な機械的なものとして

捉えます。 
 

 
 

そして、変革に関しては、経営層や専門家が、一度に全体の計画を作成して、詳細な指標を設定し、トップダウン型で取り

組みます。 

 
 

組織の条件、つまり組織構造・プロセス、リソース、情報、知識・スキル、報酬、安全などの条件を整えれば成果が高まると考

えます。 
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変革に際しては、やらせる側とやらされる側に分断する傾向があります。 
 

 
 

組織の変革プロセスを、期待される状態に変化させるための、一連のインターベンション、日本語では一般的に介入と言って

いますが、介入のイベントの連続として捉えていると思います。 
 

 
 

設定された基準と現状のギャップを診断することで、問題を特定し、原因を探っていく問題解決型アプローチをとります。別段

このやり方が悪いわけではありません。さきほどのリーンスタートアップの本の中でも、仮説を立てて、実験して、その結果がうまく

行かないときは、トヨタから学んだ「なぜなぜ」を 5 回繰り返すことが大切と書いてあります。 
ただ、ギャップアプローチからスタートすることばかりだとエネルギーを失いがちになるということです。 
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メンバーに必要なスキルやコンピテンシーの基準レベルを設定し、その欠けているところをおぎなうために座学やトレーニングを行

うことを重要視します。 
 
以上が計画的変革アプローチの特徴でした。 
それに対して、生成的な変革アプローチの特徴を４点あげたいと思います。 
 

 
 

生成的な変革アプローチでは、人々の想いとつながりによって、取り組みが生み出される生態系として、組織を捉えます。 
 

 
 

そして、組織の人々やチームの持っている諸観念や認知、関係性、信頼感、価値感や理念、行動様式が成果に大きく影響

すると考えます。 
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組織の変革プロセスを、人々の経験と想いを礎にして、オープンな話し合いによる関係づくり、学び合い、知識やアイデアの創

出、共同の体験、振り返りによって生じる進化の過程として捉えます。 
 

 
 
そこで、生成的変革アプローチは、当事者間による集合的学習と、自律的な行動により、新しい知識や環境を作り出し、漸

進的に変化を生み出し続けることと、定義しておきたいと思います。 
 

 
 

昨年、私どもでビジネスパーソン 1000 人にＷＥＢ調査を行ったのですが、組織変革が起きやすい組織の条件を探るために因

子分析を行いましたら、３つの要因がでてきました。 
１軸目は共創行動ができることです。２軸目はオープンなコミュニケーション。そして３軸目は当事者意識をもっていることです。 
これは、生成的な変革アプローチをとるときの、重要なポイントを示していると言えるかと思います。 
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では、生成的な変革アプローチを行うにはどうするのかというお話しをさせていただきたいと思います。 
 

 
 
そこで、１４の原則をあげたいと思います。 
これは、私の仮説、不完全ないわゆる持論ではありますが、この後の事例を読み解く際の参考にしていただき、皆さま方のダイ

アログのたたき台になればという意味で紹介させていただきます。 
皆さま方のダイアログの探求を通して、本日このフォーラムが終了したときには、この原則を変えているかもしれません。 
 

 
 

１番目の原則には、関係性を高めるということをあげてみました。 
関係性が高いという状態は、押しつけられない関係ですし、皆がオープンにコミュニケーションできている、階層性が強くない、

一人ひとりが人間として尊重される、垣根がないということです。この関係性は、元ＭＩＴ教授のダニエル・キムの「成功の循環モ

デル」にありますように、思考の質を高め、行動の質を高め、さらに結果の質を高める出発点として重要です。 
昔のマネジメントは行動の質と結果の質を高めることに注力しましたが、それらは社員が生み出すものですので、今のマネジメ

ントでは、それらを支える先行指標としての、関係の質と思考の質を高めることに注力します。 
 
この関係の質は、言い換えるとソーシャルキャピタルということができます。ソーシャルキャピタルは日本語では社会関係資本とい

いまして、それは大きく言うと３つの要素になります。一つ目はつながりがある、二つ目は信頼がある、三つ目は互酬性です。互

酬性というのはお互い様だという認識があることです。 
 
このソーシャルキャピタルを高めることが組織変革の土台となると考えます。 
これに関係する特に重要な原理を青のボックスで示してみました。安全な器を作ることと、ステークホルダーが一堂に会して話

し合う、ホールシステムアプローチです。もちろんこれらの原理は関係性に 1 対 1 で特化しているものではありません。 
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ところで、昔の関係づくりというのは、贈り物の交換をすることでした。引っ越しの挨拶もタオルを持っていったり、お中元やお歳

暮を贈り合ったりして、関係を作り、維持するわけです。贈り物が来なくなったら関係が終わったということでした。 
今の関係づくりは、相手の背景や状況、想いを受け止め、理解することによって、できてくると思います。これを共感と言い換え

ても良いかもしれません。その象徴がＦＡＣＥＢＯＯＫです。「いいね」を押さないとだんだん画面から相手が消えてなくなっていき

ます。 
 
そこで 2 番目の原則は、現在の状況や背景を共有するとしました。 
公共哲学では、よく情報の非対称性をなくすということが言われています。知っている情報に格差があると、ヒエラルキーができ

たりして、フラットな会話ができません。状況や背景を共有し、知らないことを無くすことで情報の非対称性を解消することがで

きます。また、相手の背景や状況が分かると、協力関係を生み出すことができます。 
 

 
 

3 番目の原則は、主体性を解放させることです。 
よく、組織を変革するときには抵抗にあうといいますが、本当は、人は変化するのが大好きです。変化こそが成長だからです。

しかし、人から変化を強いられるのを嫌います。人は主体性をもって変化するのが好きなのです。 
 
よく最近の若い人はという話を聞きますが、最近の日本の若いアスリートや芸術家は、過去に例がないほど世界で目覚ましい

活躍をしています。 
ある人が、世界で活躍していない日本の若者は背広を着ている連中だけだと言っていました。そうかもしれません。本当は力

があるのに、それを押し込めて、主体性を発揮させないようにしているところが、企業の文化にあるのではないでしょうか。 
 
ミーティングで事前にアジェンダを決めてしまうことすら、参加者の主体性を押し込めています。参加者がいま本当に話し合いた

いことを話せないように、アジェンダの存在が疎外してしまうのです。 
そこで、大切な原理としては、アジェンダをオープンにすること、メンバーをコントロール、統制しないことをあげてみました。 
この考え方を色濃く出しているのが、ＯＳＴ、オープン・スペース・テクノロジーという話し合いの手法です。手法は緑のボックスで

示しています。 
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主体性に関連して、ポジティブ心理学のセリグマンとピーターソン、マイヤーが 20 年ほど前に書いた、「学習性無力感」という

本に載っている実験を紹介したいと思います。 
犬をハンモックにつるして逃げることができないようにします。そして、10 秒前にランプを点灯させてから、電気ショックを与えます。

犬は、最初のうちは逃げようとして暴れますが、80 回電気ショックを与えると、あきらめて暴れなくなります。そうしたらその犬を、

回避逃避箱というものに入れます。 
10 秒に前にランプを点灯させて、電気を流します。ところが、その箱の中は壁を飛び越えれば、電気もランプも消えるようになっ

ているのですが、犬はじっとしているようになります。たまたま飛び越えて回避しても、次にはまたじっとしています。 
こういうのを学習性無力感といいます。 
セリグマンは、主体性を剥奪して選択肢を取り上げてしまうと、「何をやっても意味がないんだ」というように、学習性無力感に

陥ると言っています。 
これは、動物だけでなく、人間も、そして集団もなるそうです。 
そして、人間が動物と違うのは、観察しているだけでも無力感を学習するということです。 
 

 
 

4 番目は、一人ひとりが体験や想いを語ることです。 
人の体験や想いは、事実ですから他の人は否定することができません。したがってコメントの応酬になりません。それによって全

体が見えてきて、意識の地平が広がります。箇条書きのキャッチフレーズのような言葉の表面的な意味だけでは、人の心は動

きづらいものです。言葉の背景にある体験や想いといった二次的な意味を共有することで共感が生まれ、人々の心が動きま

す。 
そのための原理としては、経験や想いを語るダウンローディングが必要です。また、全員が話をし、全員がそれを聴くという体験

が必要です。こういった手法の代表がＡＩのハイポイント・インタビューでしょう。またストーリーテリングもパワフルな手法です。 
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5 番目の原則は、視座を高めることです。 
多くのビジネスパーソンは、意識のスペースが閉じていて、通勤途上での鳥の声や、道端に花が咲いていても気が付かなくなっ

ているのではないでしょうか。こういう状態をマインドレスな状態といいます。 
こういう人が集まって、話し合いをしても、新しい知恵や知識は生み出されません。スペースを広げて、思念の周波数を同期さ

せないと、コラボレーションしても何も生まれないのです。 
そこで、視野を拡大することが必要です。言い換えると関心領域を広げるとか、マインドフルになるということです。そして、パー

スペクティブを変えることも大切です。 
 
ちなみにここに映っている写真の人は誰でしょうか？アインシュタインに見えますか？ 
ちょっとパースペクティブを変えて、引いて見てみたらどうですか？ 
もうちょっと引いて見たらいかがでしょうか？マリリンモンローに見えませんか？ 
同じ写真なのに、大きさが変わると違う顔に見えるというのはとても面白いと思いました。 
 
では、どうしたら視座を高めることができるのでしょうか。 
原理としては、デザイン思考で活用されているエスノグラフィック・アプローチがあります。仮説や思い込みを持たずに、実際の現

場に入り込んで体験したり、生の声を聴いてくる民族誌的な手法です。そして、全体の影響関係を見ていくシステム・シンキン

グがあります。また、最近グーグルでも社内研修に採用されて話題になっているマインドフルネス瞑想などもあります。そして、手

法としては、タイム・ライン、マインド・マップなどもよく活用されています。 
 

 
 

6 番目の原理は、共創行動を行うことです。 
一緒に考え、一緒になってものを作り出すのを共創といいます。いきなり共創行動をとるのは難しいものです。そこで簡単なこと

を一緒に行ってみることから始めるのが大切です。一つの狙いは、思いの周波数を同期させるためです。もう一つ大切なことは、

集団の合意の取り方を変えることにあります。 
 
価値観が共有された単一価値の社会では、共通の観念が共創行動を生み出しました。思考から行動が生まれるという考え
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方です。そこで、先に思考を合わせれば、共通の行動が生まれると考えます。 
ところが、今日のように多様な価値観がある世界では、先に思考を合わせることが難しくなります。しかし、一つの簡単で取り

組みやすい行動を一緒にやってみるというのであれば、多少嫌だなと思う人がいても、まあ仕方がないかという感じでみんなが

それに乗れます。そして、やってみたら、結構これはいいじゃないかというように、共通の観念が生まれます。 
 
共創行動が共通の思考を生み出すのです。この共創行動を実践する手法として、オブジェの作成やスキットが活用されてい

ます。 
 

 
 

7 番目の原則は、自分がどのようにありたいかの姿を自覚するです。 
変革は個人の想いからスタートします。そこで、自分はどのようなときに、充実感を感じるのか、自分が大切にしている価値は

なにか、自分の目的意識はなにか、望ましい状態はなにか、望ましくない状態はなにか、どのように生きている自分でありたい

か、といったことを内的探究で、自分の心の中からインサイド・アウトで考えていくことが大切です。 
 

 
 

8 番目は当事者意識を引き出すことです。 
当事者意識というのは、自分がそのシステムの一部であり、責任を担っていることを自覚することかと思います。 
それには、内省することが重要です。原理としては、内省的なダイアログ、つまり対話を行うことが大切です。 
そして、ダイアログの中から、メンバーに当事者意識が立ち上がってくることが多いようです。 
手法としては、プラウド＆ソーリー、つまり誇りに思うことと残念に思うことを話し合うことが効果的です。 

 



 

17 
 

本資料は 2014 年 12 月 9 日に開催された「ヒューマンバリュー 組織変革フォーラム 2014」のオープニング・スピーチにて、 

ヒューマンバリュー代表取締役の高間邦男が話した「組織変革の生成的アプローチ」の内容及び使用したスライドです。 

本資料の著作権は高間邦男および株式会社ヒューマンバリューに帰属します。無断で転載、複製などの利用をすることはできません。                       

  copyright © 2014 HUMAN VALUE Inc. All rights reserved.  
 

 
 

9 番目は、イベントよりもプロセスです。 
プラクティショナーの皆さんがよくおっしゃっていることですが、組織変革をイベントに終わらせてしまうとうまくいきません。その時は

盛り上がるのですが、2 週間ほどするとさめてしまいます。変革をサスティナブルにするためには、ジャーニーのように継続するプロ

セスにする必要があります。そして、なるべく多くの人にプロセスへ参加してもらうことが大切です。 
同じ餃子でも、スーパーで買ってきたものと、家族みんなで一緒に作ったものでは、意味がことなります。プロセスの共有から、よ

り深い価値や意味が生まれるのです。 
そして、そのプロセスでは当事者自身で推測による仮説を立て、実行してみて、検証を行うことが大切です。それを繰り返すよ

うな文化を獲得することこそが、組織変革のメタな目的といえるのではないかと思います。 
 

 
 

10 番目はコアビリーフを外すということです。 
コアビリーフというのは、信念や思い込み、メンタルモデルといわれるものです。正しいと思い込んでいるものが、必ずしも正しくな

いことがあります。そこで背景に潜んでいる思い込みや構造に気づくことが大切です。 
そして、自分たちの認知の仕方を変えることにフォーカスします。自分たちの考え方には、必ず誤謬があることを前提とします。 
これを可謬主義といいます。ロジカルシンキングの演繹法や帰納法だけでは新しいものは生まれないので、アブダクション、つま

り推論を取り入れることが大切です。 
 
原理としては、社会構成主義があげられます。社会構成主義は「言葉が世界を作る」といいまして、体験や対話が新しい観

念を生み出すという考え方です。思い込みを外して、対話を行い、仮説を生み出して、検証するというプロセスから、再構成が

起きます。そして新しいコアビリーフが立ち上がります。 
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11 番目は、ポジティブ・アプローチをとるということです。 
先ほどのセリグマンは、「ポジティブというのは、無力感の反対」だと言っています。自分たちでなんとかすることができるという自

己効力感を大切にします。それには、肯定的な世界観をもつこと、良い面を見て、それを育てていくこと、欠けているところにフ

ォーカスしないこと、あるべき基準を外側から与えないこと、ありたい姿や想いからスタートすることなどがポイントになります。 
いま取り組むべきことを問題として捉えるのではなく、チャレンジとして捉えるようにします。 
 

 
 

12 番目は未来に向けた共有ビジョンを生み出すことです。 
みんなの想いを融合して、未来のビジョンを描きます。そこでは、強制して合意をとることをしません。未来のありたい姿を描いた

ら、そこからバックキャストをかけて、今ここを生きるようにします。 
この手法には、ビジョニングやシナリオ・プランニングがあげられます。 
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13 番目は、今できるアクションプランを生み出すことです。 
コントロールができないビッグなプランを作らないようにします。それよりも、明日から自分ができる小さな一歩を踏み出すようにす

ることが効果的です。背景にある原理としては、部分が全体を表すということがあげられます。ちょっとした小さなアクションの存

在が、テコとなって組織全体に影響を与え、組織全体の習慣を変える力をもっています。 
 

 
 

14 番目は振り返りを行うということです。 
最初は小さな一歩であっても、振り返りによって、進化していきます。自分たちで秩序化していく自己組織化が起きてきます。

この振り返り、言い換えると検証がないと生成的な変革は成功しません。一つの失敗は失敗ではなく、仮説を検証する学び

のプロセスだと捉えます。それを繰り返して、雪だるまが大きくなるように、やがて大きな変化になっていくわけです。 
手法としてはポジティブ・リフレクションというものがあります。 
 
以上で 14 の原則を紹介させていただきました。 
この後の変革ストーリーをお聞きになって、この 14 の原則がどのように実行されているか、また、この原則以外に大切なことに

はどのようなことがあると思うか、そして、皆さまが実際に組織の変革を行う際に、どういった原則を軸として進めて行ったらよいと

思うのか、などを探求していただけたらと思います。 
 


