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Abstract: 

When entrepreneurs create new business, effectuation logic and serial innovator’s logic have been 

proposed as action logic to increase the probability of success of new business. 

In addition, a hierarchical decision making model has been proposed for selecting and applying behavior 

logic suitable for the situation among from behavior logics including causation logic based on conventional 

marketing theory. 

The behavioral logic of such entrepreneurs is focused on mind set and heuristics on the way how to behave 

in a process in which a skilled entrepreneur creates a new business. 

  In this paper, we propose an action principle for entrepreneurs which integrates the entrepreneurs' 

willingness to create new businesses, the way to increase partners and customers involving them, reflection 

and transformation way of BEING which accepts   not only their own way of thinking but also the opinions 

of others, and enlarges their mental model, based on the methodology for realizing and transforming dreams. 

 Furthermore, we propose a multilayered visualization model called MVMUK for the internal aspects of 

human beings in order to precisely visualize entrepreneur's decision making process and reflection process. 
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起業家が新しい事業を創造する際に、新規事業の成功確率を高める行動論理としてエフェク

チュエーション論理やシリアルイノベータの論理が提案されている。さらに従来のマーケティ

ング理論に基づくコーゼーション論理も含め、状況に適した行動論理を選択し適用するための

階層型の意思決定モデルが提案されている。このような起業家の行動論理は、熟達した起業家

が新規事業を創出していく過程におけるマインドセットややり方(HOW)に関するヒューリスティ

ックスに焦点をあてている。本論文では、夢の実現と変容のための方法論に基づき、起業家が

新しい事業、顧客、市場を創造していく時の志、パートナや顧客を巻き込んで賛同者を増やし

ていくためのあり方、自分の考え方だけでなく他者の声も受け入れ、自ら人としての器を大き

くしていく変容と内省する力などを統合した起業家の行動原理を提案する。さらに起業家の意

思決定過程や内省の過程を緻密に可視化するため、人の内面に対する多層的な可視化モデルを

提案する。 
 
 

１． はじめに 

起業家が新しい事業を創造する際に、新規

事業の成功確率を高める行動論理としてエフ

ェクチュエーション論理[1],[2]が提案されて

いる。エフェクチュエーション論理において

は、熟達した起業家は手段からスタートし、

「これらの手段を使って何ができるだろう

か？」という問いを自分に投げかける。すな

わち手段から目的をデザインする。 

一方、古典的なマーケティング理論に基づ

く経営においては、新製品や新サービスの機

会は発見されるものであり、新市場は満たさ

れていない潜在的なニーズを探索し、目的と

するセグメントを選択する立場をとっている。

このアプローチはコーゼーション論理[3]と呼

ばれる。 

 またグリフィンらは、企業において複数の

イノベーションを何回も連続して産み出せる

人をシリアルイノベータと名付け、シリアル

イノベータの行動論理として砂時計モデルを

提案している[4]。 

 一方、複雑で時間的に変化の激しい新規事

業創造においては、熟達した起業家はこのよ

うな単一の行動論理のみを利用するだけでな

く、状況に適した行動論理を選択し適用して

いると考えられる。このような熟達した起業

家や経営者の意思決定過程のモデルとして、

状況に適した行動論理を選択するためのメタ

戦略と、選択された具体的な行動論理からな

る階層型の意思決定モデルが提案されている

[5]。 

また、個人、チーム、組織が抱く夢の実現や

変容、内省などの方法論として、Ｕ理論

[6],[7],[8]、行動探求[11]、成人の発達理論

[11],[26],[39]などが提案されている。さらに

これらの方法論やモデルの相互関係を統合的に

俯瞰するための参照モデルが提案されている

[28]。 

その中でもオットー・シャーマーが提唱して

いるＵ理論は、世界トップクラスのリーダー

130 人の実体験をもとに体系化された方法論で

あり、過去の延長線上にない変容やイノベーシ

ョンを個人、チーム、組織やコミュニティ、社

会で起こすための原理と実践手法である

[6],[7]。 

新しい事業を産み出し、社会変革を行ってい

く起業家の行動の源泉は、起業家の志そのもの

である。この志はＵ理論における源に相当する

ものと考えられる。また、起業家が新しい事業

を発想し、周囲の人を巻き込み、事業や顧客を

開拓し、新しい市場を切り拓いていく過程は、

Ｕ理論で提唱されているＵプロセスそのものと

みなすことが出来る。 

人や起業家の意識の内面をモデル化し可視化

して表現する観点[5],[8],[28]から考察すると、

エフェクチュエーションに代表される企業家の

行動論理は新規事業を創出していく起業家のマ

インドセットやノウハウ（ヒューリスティック

ス）、すなわちやり方(HOW)の領域に焦点をあ

てた原則と考えられる。したがって、単なる事

業成功のための HOW の領域のみならず、起業家

として必要な態度や内面のあり方、スキルセッ



トなどを統合的に表現した行動原理を考察す

ることは意義深いと考えられる。 

そこで、本論文においては、起業家が新し

い事業、顧客、市場を創造していく時の志、

パートナや顧客を巻き込んで賛同者を増やし

ていくためのあり方、自分の考え方だけでな

く他者の声も受け入れ自ら人としての器を大

きくしていく変容[40]と内省する力などを統

合した起業家の行動原理を提案する。 

さらに、起業家の意思決定過程や行動プロ

セスを緻密に可視化するため、このモデルで

使われている各階層の視点に基づく人の内面

に対する多層的な可視化モデル MVMUK を提案

する。 

最後に実際の事例として、現在、自己組織

化の原理を用いて自己組織化コミュニティの

つくりかた[45]、自己組織化する学校[46]、

などの活動を精力的に推進している田原真人

氏らの取り組み [43],[44],[47]に関し、提案

した可視化モデル MVMUK を利用し、統合的な

起業家の行動原理の視点から活動の過程を解

釈する。 
 

２．起業家の行動論理 

 サラスバシーは、新しい事業を創り出す

起業家が実践している行動を発話プロトコ

ル分析という手法を用いて分析し、産業、

地域、時代によらず、優れた起業家が問題

解決のために使っている 5つの基本原則（エ

フェクチュエーション論理）を抽出した[1]。 

この 5つの原則は以下のものである。 

【エフェクチュエーション論理】 

 [E1]「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則 

 [E2]「許容可能な損失」(Affordable Loss)

の原則 

 [E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の

原則 

 [E4]「レモネード」(Lemonade)の原則 

 [E5]「飛行機のパイロット」（ Pilot-in-

the-plane）の原則 

 これに対し伝統的なマーケティング理論では、

STP 理 論 （ Segmentation-Targeting-

Positioning）[2]に基づいて経営を行う。リ

ードらはこのアプローチをとる経営者の行動

原理をコーゼ－ション論理[2],[3]と名付けた。

さらにグリフィンらは、企業において複数の

イノベーションを何回も連続して産み出せる

人をシリアルイノベータと名付け、シリアル

イノベータの行動論理として砂時計モデル[4]

を提案している。 

さてエフェクチュエーション論理、コーゼ

ーション論理やシリアルイノベータの行動論

理は排他的なものでなく、同じ人物が状況に

応じて、複数の行動論理を選択し実践してい

る。実際、熟達した起業家はこのようなメタ

的な能力を備えている[1]。 

 このような熟達した起業家や経営者の意思決

定過程のモデルとして、①現状の認識、②当面

の目的の設定、③当面の目的を達成するための

手段の生成、④手段の実行、⑤新たな目的また

は新たな手段の獲得、からなる基本的意思決定

過程と、現在の状況に適した行動論理を選択す

るためのメタ戦略過程から構成される意思決定

過程を導入することにより、コーゼ―ション論

理、エフェクチュエーション論理、シリアルイ

ノベータの行動論理を状況に応じて適切に使い

分ける階層型の意思決定モデルが提案されてい

る[5]。 

 

３. 夢の実現と変容のための方法論 

 個人、チーム、組織が抱く夢の実現や変容、内

省などのモデルとして、Ｕ理論 [6],[7],[8]、唯識

[9],[10] 、行動探求 [11] 、ク リーンランゲージ

[12],[13]、価値デザインの方法論[14],[15]、デザイ

ン思考[16]、イノベーティブ思考[17]、システムズエ

ンジニアリング[18]などの様々なイノベーション創出

方法論 [19], [20], [21], [22], [23]が提案されている

[28]。 

  また、人の集団であるチームや組織が自らありた

い姿を描き、その実現に向かって進んでいくための

方法論として、学習する組織[24],[25]などの組織開

発の手法が提案されている。また、成人発達理論

における変容者型の行動論理、自己変容型知性に

基づく発達指向型組織[26],[27]や、生物的、有機

的な生体システムを模擬した新しい組織の形態で

あるティ―ル組織[29]などが提案され実践されてい

る。 

 

４. 人の内面の構造化モデル 

Ｕ理論では、対象システムや人を認識する心

のあり方として、①保留する、②相手の視座に

立つ、③手放す（腹をくくる）、④出現する未

来をひたすら待つ の段階を経て、自分自身の

世界観の変容、新しい気づき、新しいアイデア

の着想に至る。具体的には①ダウンローディン

グ、②シーイング、③センシングの段階を経て、



④プレゼンシングでの自分自身の価値観や世

界観の変容、新しい気づき、新しいアイデア

の創造に至る。これが、Ｕプロセスの左側の

谷を降りる部分である。 

④プレゼンシングで得られた自分自身の価

値観や世界観の変容、新しい気づき、新しく

着想されたアイデアは、Ｕプロセスの右側の

⑤クリスタライジング、⑥プロトタイピング、

⑦パーフォーミングの山を登り、段階を経て

実現されていく。 

 このＵ理論で中核となっているのが、源

（ソース）という概念である。源は、「私は何

者であるか？」、「私が自分の人生でなすべき

ことは何か？」というその人が生きている意

味を示す概念である。源は、それぞれの人が、

自分の内面を深く探求することによって自分

自身で明らかにしていくものであり、ひとり

ひとりが持つ個人としての個性の根源といえ

る。 

 この源を起点とした人の内面の構造化モデ

ルを図１に示す。源(WHO)(私は何者であるか）

を起点に、何をするか(WHAT)⇒どのようにや

るか(HOW)⇒結果(RESULT)の領域に構造化さ

れている。 

 
図１ Ｕ理論における人の内面のモデル 

このような人の内面の構造化モデルに関し

ては、唯識（ゆいしき）[9],[10]、意識のス

ペクトル[30],[31],[32],[33]、氷山モデル

[34],[35]、４つの体験領域[11]などがある。 

唯識とは、個人と個人にとってのあらゆる

諸存在が、唯（ただ）八種類の識によって成

り立っているという大乗仏教の考え方である。

ここで、八種類の識とは、五感（五種の感

覚：視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）、意識、

無意識である末那識（深層に働く自我執着心）

と阿頼耶識（一切を生じる可能力を有した根

本心）を指す。 

これら八種の識は総体として、ある個人の広

範な表象、認識行為を内含し、あらゆる意識状

態やそれらと相互に影響を与え合うその個人の

無意識の領域をも内含する[9],[10]。 

ケン・ウィルバーが提唱した意識のスペクト

ルモデルでは、人間の意識は、複数の階層によ

り構成されており、人間の成長はこれらの階層

を段階的に通過することを通じて実現される。

この成長段階を①プリパーソナル、②前期パー

ソナル、③後期パーソナル、④トランスパーソ

ナルの 4 段階に分類している[30],[31],[32]。

また、より詳細な意識の基本構造として、①感

覚物質的、②空間的・情動的、③表象的心、④

規則/役割的心、⑤形式的・反省的、⑥ビジョ

ン・ロジック、⑦心霊的、⑧微細、⑨元因の 9

段階に分類している[33]。 

 

５. 夢の実現と変容のための方法論に基づく

起業家の行動原理 

 人や起業家の意識の内面をモデル化し、可視

化して表現する観点[5],[8],[28]から考察する

と、エフェクチュエーションに代表される企業

家の行動論理は、新規事業を創出していく起業

家のマインドセットやノウハウ（ヒューリステ

ィックス）、すなわちやり方(HOW)の領域に焦

点をあてた原則と考えられる。 

したがって、起業家として社会に受け入れら

れるような事業を実現するためには、単なる事

業成功のための HOW の領域のみならず、起業家

として必要な内面のありようやあり方、スキル

セットなどを統合的に表現したモデルを考察す

ることは意義深いと考えられる。 

 ３章で考察した夢の実現と変容のための方

法論と４章で考察した人の内面の構造化モデ

ルをもとに、図２で示される８層構造の起業

家の行動原理を提案する。また、図３は図２

の各レイヤを具体的に説明したものである。 

最下層（第１層）はＵ理論で中核となってい

る源（ソース）である。源は、「私は何者であ

るか？」、「私が自分の人生でなすべきことは何

か？」というその人が生きている意味を示す概

念である。 

 第２層は、あり方(BEING)[36]である。他者

に寄り添う自分の存在や人の存在そのものに価

値があるという考え方であり、自分や他者に対

する愛情、利他の心[37]、エルダーシップ[38]、

慈悲の心、仁、真正なる自己（ AUTHENTIC 

SELF）[6]、<いのち>の与贈と共存在原理[41]



などで表現される態度である。 

 
 図２ 夢の実現と変容のための方法論に 

基づく起業家の行動原理 

 

 
 図３ 夢の実現と変容のための方法論に 

     基づく起業家の行動原理（詳細） 

 第３層は信念体系（ビリーフシステム）と

価値感である。信念体系とは、その人にとっ

て重要な価値や事物を中心として意味づけら

れた観念，確信の体系である。このモデルに

おいては、具体的には、成人発達理論

[11],[26],[39]における発達段階の類型に相

当する。たとえばキーガン[26]は、これを大

人の知性と呼び、発達段階に沿って①環境順

応型知性、②自己主導型知性、③自己変容型

知性の類型を提唱している。 

 価値観とは、何に価値があると認めるかに

関する規範で、真・善・美に対する意識[42]

などがある。 

  第４層と第５層は、イノベーションや人の

変容を促すＵプロセスを実践するためのレイ

ヤである。Ｕプロセスの実践においては、①

保留する力、②視座を転換する力、③手放し

が重要であり、これを第５層とする。第４層

は、この保留、視座の転換、手放しを実践す

るための基本的な能力として、傾聴する力、

対話する力、内省する力である。 

 第６層は意思決定のためのメタ戦略[5]であ

り、第７層の起業家の行動論理であるコーゼ

―ション論理、エフェクチュエーション論理、

シリアルイノベータの行動論理を状況に応じて

適切に使い分ける階層型の意思決定過程である。 

 第８層は、第７層以下のレイヤでの活動結果

に基づいて実際にその人が実施する行動である。 

 提案した夢の実現と変容のための方法論に     

基づく起業家の行動原理は、基本的にはＵプロ

セスをベースとしたアーキテクチャを取ってい

る。すなわち起業家の志（源）を源泉とし、Ｕ

プロセス状態の変遷過程と並行して、起業家の

行動論理を選択、適用し、起業家としての活動

を実践する構造になっている。 

 この起業家の行動原理を意識して活用するこ

とにより、起業家の行動論理を実際に適用し実

践する状況において、並行して適切なＵプロセ

スを意識して実践することが可能となり、活動

の成果を高めることが期待できる。 

 またＵ理論においてはチームや集団として新

たな変革やイノベーションを産み出す際に、①

共始動、②共感知、③共プレゼンシング、④共

創造、⑤共進化の５つのプロセスと２５個の実

践原則（Ｕプロセス実践原則）が提案されてい

る[6]。 

 たとえば、エフェクチュエーション論理に

おける [E3]「クレイジ―キルト」（ Crazy-

Quilt）の原則（精緻な競合分析を行うことな

しに、コミットする意思を持つすべての関与

者と交渉し、パートナーシップを築く）を実

践する際には、意識して同時にＵプロセスの

共感知プロセスを実践することにより活動の

成果を高めることが期待できる。 

共感知プロセス（最も可能性のある場所へ

行き、頭と心を大きく開いて耳を傾ける）に

おけるＵプロセス実践規則には、例えば以下

のようなものがある[6]。 

・プロトタイピングに強くコミットしている

コアチームを編成し、本質的な問いを明確

にする。 

・最も可能性のある場所へ深く潜る旅 

 パートナとともにこのような具体的なＵプ

ロセス実践規則を実行することにより、新し

い事業テーマのアイデアや課題解決に関する

深い洞察を得ることが期待できる。 

 

６. 人の内面の多層的な可視化モデル 

５章で提案した夢の実現と変容のための方法

論に基づく起業家の行動原理の視点で、企業家

の意思決定過程を可視化するモデルを提案する。



片山らはＵプロセスとイノベーティブ思考を

融合し、創造活動を実施している際の思考過

程 を 詳 細 に モ デ ル 化 す る 手 法

VMUK(Visualization Model for Thinking and 

Introspection Process by Theory U and 

Domain Knowledge)を提案している[8]。 

この VMUKのアーキテクチャを拡張し、人の

内面を多層的に可視化するモデル MVMUK 

(Multilayerd Visualization Model for 

Thinking and Introspection Process by 

Theory U and Domain Knowledge) を提案する。 

MVMUK では、時系列的に連続するシーン毎に、

①想い、感情、思考、発想や意思決定過程など

人の内面の状態をシナリオで記述する上位モデ

ルと、②その時点での思考対象、目的手段体系、

Ｕプロセス状態、内省過程、信念体系などをド

メイン知識モデルで表現した下位モデルの組

み合わせで表現する。 

MVMUK の一つのシーンのモデル構造を図４に、

一つのシーンの記述例を図５に、MVMUKの全体

アーキテクチャを図６に示す。 

 

 
図４ 人の内面の多層的な 

可視化モデル MVMUK 

 

 
図５ MVMUK の記述例 

 

 
図６ MVMUKの全体アーキテクチャ 

 

７．適用事例 

実際の事例として、現在、自己組織化の原理

を用いて自己組織化コミュニティのつくりかた

[45]、自己組織化する学校[46]などの活動を精

力的に推進している田原真人氏らの取り組み 

[43],[44],[47]を対象に、MVMUK の表現形式で

登場人物の内面の変化の過程を記述する。この

描写に基づき統合的な起業家の行動原理の視点

からこの活動過程を解釈する。 

 田原氏はオンラインの反転授業での対話を通

じて学んだ自己組織化の仕組みが、集合知→価

値創造→価値提供の循環を生み出せることを発

見する。その体験を分かち合うために自己組織

化ファシリテータとしての活動を始めた[43]。 

 この自己組織化コミュニティの活動は大きな反

響を呼び、活動も個人でできなくなる状況の中で、

志を共有できるメンバーとともに与贈工房という

チームを創発的に編成し、プロジェクトを推進す

ることになった[44]。この過程で収益化のための

具体的なプランを決定する際に、メンバーの中西

さんのプランAとてっちさんのプランBのどちらを

選択するかという状況における田原氏の葛藤のシ

ーンをとりあげる。与贈工房物語[44]から、対応

する部分の記述と、それに対応した内容をMVMUKで

記述した例を以下に示す。 

【シーン４】中西さんとの葛藤(t=4)】 

「そんなとき、飛行機で7時間移動する機会があ

りました。機内でプロセスワークに出てくる身体

症状と対話するというワークをやりました。右腕

のしびれが何を自分に語りかけているのかに耳を

澄ますと、右腕に蛇が巻き付いているイメージが

浮かんできて、その蛇の顔が中西さんになりまし

た。」 



 

図７【シーン４】中西さんとの葛藤(t=4) 

シーン４を記述した図７において、上位モデル

（シナリオビュー）として、状況が文章で記述され

ている。図７の下位モデルとして、①その瞬間に主

人公（田原氏）が実践している起業家の行動論理

（エフェクチュエーションの行動論理[E3]「クレイジ

ーキルト」の原則）、②内省（２次ループの内省）、

③シーン４における目的と手段を表現する拡張

ValueGraph[5]、④Ｕプロセスコンテキスト[8]、およ

び⑤その時の主人公（田原氏）が感じている右腕に

蛇が巻き付いているイメージを示す図を用いて、主

人公の内面の状態を記述している。 

同様に、それに続く【シーン５】のMVMUK記述を図

８に示す。 

【シーン５】本当の自分と繋がる(t=5)】 

「その中西さんの顔と6時間、対話を続けました。は

じめの2時間は、中西さんを切り捨てなくてはいけな

い理由を並べ立てて、中西さんを説得しようとして

いました。4時間くらい説得を続けた後、ふっと、自

分の言葉が、しらじらしく聞こえはじめました。自

分がやりたくないことを、自分自身に納得させるた

めの言葉だったんだと気づきました。論理的に考え

れば、中西さんを切り捨てるのが正解かもしれない

けど、自分の魂はそれをやりたくないと言っている

ことに気づきました。自分がやりたい組織は、合理

性と魂と、どちらを優先する組織なんだろうかと考

えたら、答が出ました。」 

シーン５では、６時間の内省の中で田原氏が

本当に自分が大切にしたいことに気づく変容の

瞬間について表現されている。この時、あり方

に関する３次ループの内省を実践しているとと

もに、Ｕプロセス状態がセンシングからプレセ

ンシングに移行する瞬間、目的と手段体系では、

新たに上位目的として「魂を大切にする」が生

成されている。また、信念体系にも、この「魂

を大切にする」が加えられ、更新されている。 

この一連の過程において、この MVNUK による

内面の動的な記述により、主人公が適用してい

る起業家の行動論理だけでなく、２人のパート

ナとの関係性における葛藤、自分のあり方や基

本理念などに関する内省と気づき、気づきによ

る信念体系の更新、Ｕプロセス状態の変遷の体

験などが統合的に描写されている。 

 
図８【シーン５】本当の自分と繋がる(t=5) 

 

８．起業家の行動原理の効果と活用方法 

本論文で提案した起業家の行動原理を活用す

ることにより、以下のような効果が期待できる。 

(1) 小手先のノウハウや技術でない、全人格で

の深い内省に基づく自分自身の変容と、そ

れを土台にした起業家としての意思決定お

よび行動実践が期待できる。 

(2) 起業家の行動原理を意識した実践を通じて、

新しく得られた知見や気づき、ノウハウ、

方法論を、自らの行動原理として絶えず更

新することにより、新たな知恵の体系を不

断に行動原理に統合、洗練させていくこと

ができる。 

(3) 提案した MVMUK を用いて変容の過程を丁寧

に記述することにより、個人やチームでの

振り返り、内的な成長、変容の過程の共有

などに活用することができる。これにより

人材育成や、コーチング、ファシリテーシ

ョン、ビジョン構築、組織開発など人と組

織にかかわる問題定義や課題解決の実践手

段として活用することが可能となる。 

 

９．おわりに 

夢の実現と変容のための方法論をベースとし

た起業家の行動原理を提案した。また起業家の

意思決定過程や行動プロセスを緻密に可視化す

るための多層的な人の内面の可視化モデル

MVMUKを提案した。 



提案した起業家の行動原理のベースとなっ

ている夢の実現と変容の理論は、適用する分

野（ドメイン）を問わない普遍的な方法論で

ある。したがって、起業家の行動論理のヒュ

ーリスティックスを特定の分野のヒューリス

ティックスに置き換えれば、そのままその分

野における行動原理の雛型として活用するこ

とが期待できる。たとえばキーガンが提唱し

ている発達指向型組織を仲間と一緒に作り上

げていきたい場合に、ドメインの行動論理と

して発達指向型組織のコンセプトである①エ

ッジ（限界に挑むことへの強い欲求）、②グ

ルーブ（発達のための慣行とツール）、③ホ

ーム（弱さを引き出し、それを支える発達指

向のコミュニティ）[26]を採用することによ

り、発達指向型組織を実現、実践するための

行動原則のプロトタイプを構築することがで

きる。 
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Ⅰ. はじめに



１．研究の目的

4

1. 新規事業の成功確率を高める行動論理としてエフェクチュエーション論理やシリアル
イノベータの行動論理が提案されている。

2. 熟達した起業家は、状況に応じて従来のマーケティング理論に基づくコーゼーション
論理と、エフェクチュエーション論理/シリアルイノベータの論理を使い分けている。

3. このように状況に応じて適用すべき行動論理を選択するメタ戦略を含む階層型の意思
決定モデルが提案されている。

4. このような起業家の行動論理は、新規事業を創出するためのHOW（やり方）の
フォーカスされており、起業家の志、あり方、内面の変容などについては明確に扱わ
れていない。

5. そこで、U理論や行動探求などの方法論に基づき、起業家の志、あり方、変容と内省
する力などと従来の起業家の行動論理を統合した「夢の実現と変容の方法論に基づく
起業家の行動原理」を提案する。

6. 起業家の意思決定過程や行動プロセスを緻密に可視化するため、このモデルで使われ
ている各階層の視点に基づく人の内面に対する多層的な可視化モデルMVMUKを提
案する。

7. 自己組織化コミュニティを推進されている田原真人氏らの取り組みに対し、提案した
MVMUKを適用し、統合的な起業家の行動原理の視点から活動を解釈する。



Ⅱ. 起業家の行動論理



１．起業家の行動論理

起業家の行動論理

6

コーゼーション論理
W.B.Gartner: “A Conceptual framework for 
describing the phenomenon of new venture 
creation” The Academy of management Review, 
10(4),696-706, 1985.

エフェクチュエー
ション論理

シリアルイノベータの
行動論理

[4][1],[2]

[3],[2]



２．コーゼーション論理とエフェクチュエーション論理

行動論理 コーゼーション論理 エフェクチュエーション論理

世界観
未来を予測できる範囲において、

我々は未来を制御できる。
未来を制御できる範囲において、
我々は予測をする必要がない。

アプローチ
あらかじめ選択した目的を所与とし、その効果を実
現するために、最適な（最も速い・安い・効率的な、
etc.）手段を探索し実行する。

所与の手段からスタートし、相互作用する人々
の相違と願望から、新しい目的を創り出そうと
する。

理論 戦略オプションの探索と選択を伴う経営理論の論拠
新規ベンチャーのプロが用いるヒューリス
ティックス

歴史での事例 チンギス・ハーンによる世界征服 新大陸を発見するコロンブス

イメージ
Given
Goal

Given Means

M１

M4

M3

M5

M2
Given Means

M１

M4

M3

M5

M2

Created Goals

[1],[2],[52]



３．コーゼーション論理

8

【コーゼーション論理】
[C1]市場の定義

新しい製品、企業、市場の機会を特定
[C2]競争分析の実施
[C3]マーケットリサーチの実施
[C4]事業計画の策定
[C5]適切な資源と利害関係者を獲得
[C6]時間とともに変化する環境に適応

[1],[2],[3]



４．エフェクチュエーション論理

9

【エフェクチュエーション論理】
[E1]「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則

「目的主導」ではなく「手段主導」の行為の原則。既存の手段で何か新しい目的を生成する。(既存の3つの手段：Who
I am／What I know／Whom I know)

[E2]「許容可能な損失」(Affordable Loss)の原則
期待利益を計算して投資をするのではなく、どこまで損失（マイナス面）が許容可能かに基づいてコミットする。

[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを築く。

[E4]「レモネード」(Lemonade)の原則
予期せぬ事態を避け、克服したり、適応しようとするのではなくむしろ偶然をテコとして活用すること。

[E5]「飛行機のパイロット」（Pilot-in-the-plane）の原則
コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい成果を帰結させる。

[1],[2]



５．シリアルイノベータの行動論理
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【シリアルイノベータの行動論理】（砂時計型モデル）
[S1] 「適切な課題の発見」
[S2] 「課題の把握」
[S3] 「技術開発と評価」
[S4] 「遂行」
[S5] 「市場での普及促進」

シリアルイノベータ：複数のイノベーションを何回も連続して生み出せる人

【シリアルイノベータの行動論理】
（砂時計型モデル）

[4]



２．メタ戦略プロセス
M１ 現在の状況を認識する
M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を用いて意思決定する

６．メタ戦略プロセスを持つ階層的な意思決定モデル

11

１．基本意思決定プロセス
① 目的を決定する
② 目的を達成するための手段をデザインする
③ 目的を達成するために行動する（手段を実行する）
④ 手段を拡大する
⑤ 目的を拡大する
⑥ 内省し変容する（行動して得られた経験に基づき、自分の規範を変更する）

④ 手段を拡大する

① 目的を決定する

② 手段をデザインする

③ 目的を達成するために
行動する

⑤ 目的を拡大する ⑥ 内省し変容する

意思決定プロセスの構造

M1 現在の状況を認識する M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を
用いて意思決定する

[５]



Ⅲ. 夢の実現と変容のための方法論



１．夢の実現と変容のための方法論

13

人・チーム・組織の夢の実現に向けて
・夢を描く方法論
・変容のための方法論
・具体的な解決手段と実施過程をデザインするための方法論
を用いて統合的にデザインし、支援する。

夢・アーキテクティング工房

人・チーム・組織が、夢の実現にむけて、自立的に
しくみ(アーキテクチャ）をデザインし、実行するこ
とを支援する。

夢・アーキテクティング工房とは
・自分、自分たちの夢をイキイキと描くこと
・夢の実現にむけて、変容のプロセスをデザインし

実践していくこと
を体系的に支援する工房（職人）であること
を意味している。

自らの夢をデザインし、
夢の実現に向けて
一歩一歩進んでいける人、
チーム、組織を
支援する。

コンセプト３

ストーリー意味

言葉

コンセプト２

【夢を描く】
本当の自分の夢を
描き、紡ぎ出す

【変容】
自分の夢に向けて

一歩踏みだす
【夢を実現するためのデザイン】

イノベーティブ思考で
実現方法をデザイン

ビジョン

デザイン

コンセプト１

夢・アーキテクティング工房

七色の虹で夢と変容、その実現
の過程を表現する。

https://www.facebook.com/dreamam0.net/



２．「夢を描く」ための方法論
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個人や組織が自分たちの夢を描く

目的

方法論

①個人、組織がありたい姿を描くこと

クリーンランゲージ[12],[13]

②ありたい姿の価値をデザインすること

匠Method[14]
Value Proposition Design[15]



３．「変容する」ための方法論
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個人、チーム、組織が変容していく

目的

方法論

自己受容
Creative Confidence[16]

エフェクチュエーション[1],[2]

U理論[6],[7],[8],唯識[9] ,[10]
行動探求[11],成人の発達理論[11],[26],[39]
合意創発(Vision Integration Approach)[48]

①マインドセット

②世界観

③方法論



４．「夢を実現するための方法をデザインする」ための方法論
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夢やビジョンを実現するための具体的な方法をデザインする

目的

方法論

①デザイン思考[16],システム思考[17],[24],イノベーティブ思考[17]

②システムズエンジニアリング[18],サービス工学[19],要求工学[49]

③JOB理論[20],[0],Functional Method[51]

④イノベーションのためのツールキット、手法集[21],[22],[23]



Ⅳ. 人の内面の構造化モデル



１．U理論

18

[6],[7],[8]オットー・シャーマー

１．方法論：U理論
２．提唱者：オットー・シャーマー
３．U理論とは：

過去の延長線上にない変容やイノベーションを個人、ペア、チーム、組織やコミュニティ、そして社会で起こすための
原理と実践手法を明示した理論

４．U理論の特徴
優れたリーダーの「やり方」に着目するのではなく、ブラックボックスになっている彼らの「内面のあり方」、すなわ
ち高度なパフォーマンスや変革か起こる際の「意識の変容」に着目している。

５．Uプロセス（7段階モデル）
①ダウンローディング：過去の経験によって培われた枠組みを再現する
②観る（シーイング）：判断を保留し、現実を新鮮な眼で観る。
③感じ取る（センシング）：場から感じ取る。
④プレゼンシング：源（ソース）につながる。１歩下がって、内省する。内なる「知」が現れるに任せる。
⑤結晶化（クリスタライジング）：ビジョンや意図を明確にする。
⑥プロトタイピング：実行、実験によって未来を探索する。
⑦実践（パーフォーミング）：新しいやり方、仕組み、習慣として実体化する。



１．リーダの内面。

２．第３者が知ることのできないＷＨＯの領域が行動の「源（Source) 」。

３．「源（Source)」とパフォーマンスには大きな相関がある。

４．夢は一人一人固有のもの。源は一人一人の個性を産み出しているもの。

２．結果に影響を与える「目に見えない」領域

源
ＷＨＯ

どのようにやるか
ＨＯＷ

結果
RESULT

私は何者か

どんな絵を
描くか

描かれた絵

画家が絵を描く行為

19

目に見えない領域

何をするか
ＷＨＡＴ

どのように
書くか

[6],[7],[8]



３．唯識（大乗仏教）

20https://www.slideshare.net/youichiromiyake/ss-80208052?qid=5814eaac-5b19-4d84-a368-a155f64526f1&v=&b=&from_search=95



４．四つの象限（ケン・ウィルバー）
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私

私たち それら

それ

左上象限 右上象限

左下象限 右下象限

内面的・個的

主観的

外面的・個的

客観的

内面的・集団的

社会的
外面的・集団的

文化的

個 集団

内
面

外
面

[30],[31],[32],[33]



５．意識の基本構造（ケン・ウィルバー）

22

感覚物質的

空間的・情動的

表象的心

規則／役割的心

形式的・反省的

ビジョン・ロジック

心霊的

微細

元因

[30],[31],[32],[33]



６．氷山モデル

23http://yusuke-mori.com/archives/74798158.html



７．夢の実現と変容のための統合的な参照モデル
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視点

ステークホルダ

関心事

源（ソース）

感情 欲求 在り方（BEING)信念体系（価値観）

態度
（注意の向け方）

価値

ダウンローディング
シーイング
センシング
プレゼンシング
クリスタライジング
プロトタイピング
パーフォーミング

現実（対象システム・自己） 夢（対象システム・自己のありたい姿）

問 題 要 求

（解決）手段（ソリューション）

プロトタイプ

評 価

活 動

内省（振り返り）

環境順応型知性
自己主導型知性
自己変容型知性

内省（三次ループ）

内省（一次ループ）内省（一次ループ）

内省（二次ループ）

内省
（二次ループ）

内省（三次ループ）

個人（内面）

環境

[28]



Ⅴ. 夢の実現と変容のための方法論に基づく
起業家の行動原理



１．新しい氷山モデル

26

行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

行動のための実務的なヒューリスティックス

ニーズ、願いを実現するために
何をどのような順で実施するか？

誰（自分、他者、社会）のために
何がおきればいいか？

信じている大切なこと、規範

私は何者か？
何をするために生まれてきたのか？

起業家の行動論理



２．起業家の行動原理
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行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

起業家の行動論理

ニーズ、願いを実現するために
何をどのような順で実施するか？

誰（自分、他者、社会）のために
何がおきればいいか？

信じている大切なこと、規範

私は何者か？
何をするために生まれてきたのか？

起業家の行動原理



３．起業家の行動原理（詳細１）
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行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

起業家の行動論理（エフェクチュエーション論理/
コーゼーション論理/シリアルイノベータの論理）、

プレゼンシングの原則

意思決定のためのメタ戦略

保留、視座の転換、手放し

傾聴する力、対話する力、内省する力

信念体系・価値観

あり方

源

起業家の行動原理（詳細１）



３．起業家の行動原理（詳細２）
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実際にする行動

起業家の行動論理（エフェクチュエーション論理/
コーゼーション論理/シリアルイノベータの論理）、

プレゼンシングの原則

今、何をするべきかを決める戦略

共始動、共感知、共プレゼンシング、
共創造、共進化（Uプロセス）

傾聴する力、対話する力、内省する力

環境順応型知性、自己主導型知性、自己変容型知性
真・善・美に関する意識

利他の心、エルダーシップ、慈悲、仁、
真正なる自己、<いのち＞の与贈と共存在原理

私は何者か？
何をするために生まれてきたのか？

実際にする行動

起業家の行動論理（エフェクチュエーション論理/
コーゼーション論理/シリアルイノベータの論理）

意思決定のためのメタ戦略

保留、視座の転換、手放し

傾聴する力、対話する力、内省する力

信念体系・価値観

あり方

源

起業家の行動原理（詳細１） 起業家の行動原理（詳細２）



１．リーダの内面。

２．第３者が知ることのできないＷＨＯの領域が行動の「源（Source) 」。

３．「源（Source)」とパフォーマンスには大きな相関がある。

４．夢は一人一人固有のもの。源は一人一人の個性を産み出しているもの。

4．源

源
ＷＨＯ

どのようにやるか
ＨＯＷ

結果
RESULT

私は何者か

どんな絵を
描くか

描かれた絵

画家が絵を描く行為

30

目に見えない領域

何をするか
ＷＨＡＴ

どのように
書くか

[6],[7],[8]



５．あり方（１）

31

• 利他の心：他人の利益を重んじ、他人が利益を得られるようにと振舞おうとする心
（[37]稲盛和夫）。

• エルダーシップ：すべてを自分ごととして共感できるあり方。長老のように、長い人生
のうちに様々な立場や思いを体験し、どんな人のどんな思いにも「自分にもそんな時が
あった」と自分ごととして共感し、対立がある場合にはその双方をともに慈しむことが
できる意識状態（[38]プロセスワーク）。

• 慈悲：「抜苦与楽」のこと。「慈悲」は、「慈」の心と、「悲」の心に分けられる。
「慈」には、「苦しみを抜いてやりたい」という「抜苦（ばっく）」の意味がある

（仏教）。

• 仁：中国思想における徳の一つ。主に「他人に対する親愛の情、優しさ」を意味してお
り、儒教における最重要な「五常の徳」のひとつ。仁愛。儒家によって強調されており、
孔子がその中心にすえた倫理規定、人間関係の基本。（孔子）

あり方：自分がどうありたいのか。自分の存在の仕方。[36]

他者に寄り添う自分の存在や人の存在そのものに価値があるという考え方であり、
自分や他者に対する愛情、利他の心、エルダーシップ、慈悲の心、仁、真正なる自
己、<いのち>の与贈循環と共存在原理などで表現される態度である。



５．あり方（２）

32

あり方：自分がどうありたいのか。自分の存在の仕方。

他者に寄り添う自分の存在や人の存在そのものに価値があるという考え方であり、
自分や他者に対する愛情、利他の心、エルダーシップ、慈悲の心、仁、真正なる自
己、<いのち>の与贈循環と共存在原理などで表現される態度である。

• 真正なる自己(Authentic Self)：自我（エゴ）や習慣的な「自己」を捨て去り、 「私
は何者なのか？また、私の成すことは何か？」というより高い次元の「自己」のこと
（U理論）[6]。

• ＜いのち＞の与贈循環：生きものがそれぞれ自分自身の執着を捨てて自己の＜いのち＞
を居場所に与贈する。与贈された＜いのち＞が自己組織的に統合され、居場所の＜いの
ち＞が生れる。その居場所の＜いのち＞は公共のものとして生きものに共有される。す
ると居場所の＜いのち＞を通じて、生きものの＜いのち＞が互いにつながり、相互信頼
と相互受容が生れる仕組みのこと（清水博：＜いのち＞の自己組織化[41]）。

• 共存在原理：居場所における＜いのち＞の自己組織的にともなっておこる＜いのち＞の
予贈循環によって、居場所における生きものの＜いのち＞が互いにつながる状態が生れ
る。＜いのち＞の自己組織が止まれば、＜いのち＞の予贈循環も止まり、＜いのち＞の
つながりが切れて生きものは共存在出来なくなる原理。（清水博：＜いのち＞の自己組
織化[41]）。



６．信念体系
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信念体系とは、その人にとって重要な価値や事物を中心として意味づけられた観
念、確信の体系である。このモデルにおいては、具体的には、成人発達理論にお
ける発達段階の類型に相当する。たとえばキーガンは、これを大人の知性と呼び、
発達段階に沿って①環境順応型知性、②自己主導型知性、③自己変容型知性の類
型を提唱している。

[26]



７．価値感

34

価値観とは、価値観とは、何に価値があると認めるかに関する規範で、真・善・
美に対する意識などがある。

[53] [42]



８．Uプロセス
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https://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m000380.html



９．傾聴する力、対話する力、内省する力

36

傾聴する力 対話する力

内省する力



２．メタ戦略プロセス
M１ 現在の状況を認識する
M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を用いて意思決定する

１０．意思決定のためのメタ戦略（１）

37

１．基本意思決定プロセス
① 目的を決定する
② 目的を達成するための手段をデザインする
③ 目的を達成するために行動する（手段を実行する）
④ 手段を拡大する
⑤ 目的を拡大する
⑥ 内省し変容する（行動して得られた経験に基づき、自分の規範を変更する）

④ 手段を拡大する

① 目的を決定する

② 手段をデザインする

③ 目的を達成するために
行動する

⑤ 目的を拡大する ⑥ 内省し変容する

意思決定プロセスの構造

M1 現在の状況を認識する M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を
用いて意思決定する

[５]



１０．意思決定のためのメタ戦略（２）

「どのような状況のときに、どのようなヒューリスティックスを適用する
のが適切か？」

38

M2:適用できるヒューリスティックスを選択す
るためのメタヒューリスィックス

コーゼーション論理
エ
フ
ェ
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
理

シリアル
イノベータの

論理

[５2],[5]



１０．意思決定のためのメタ戦略（３）
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【メタヒューリスティックスの例】
1. 既存市場で既存製品・サービスを改良する場合

⇒コーゼーション論理
2. 全く新しい製品・サービスを創る場合

⇒エフェクチュエーション論理、シリアルイノベータの論理
3. 企業内で新しい製品・サービスを構想する場合

⇒エフェクチュエーション論理、シリアルイノベータの論理
4. 企業内で新規事業への参入を経営層に意思決定してもらう場合

⇒シリアルイノベータの論理、コーゼーション論理

[５2],[5]



１１．起業家の行動論理

起業家の行動論理

40

コーゼーション論理
W.B.Gartner: “A Conceptual framework for 
describing the phenomenon of new venture 
creation” The Academy of management Review, 
10(4),696-706, 1985.

エフェクチュエー
ション論理

シリアルイノベータの
行動論理

[4][1],[2]

[3],[2]



１２．集団におけるUプロセス
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１．共始動

２．共感知

３．共プレゼンシング

５．共進化

４．共創造



１３．プレゼンシングの実践原則
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１．共始動

２．共感知

５．共進化

４．共創造

[1]注意を向ける
[2]つながる
[3]共始動する

[4]チームを編成する
[5]深く潜る旅をする
[6]ひたすら観察する
[7]深い聞き方と対話を実践する
[8]集合的感覚器官を生み出す

[9]手放す
[10]迎い入れる
[11]意図的な静寂
[12]自分の旅をする
[13]プレゼンスのサークル

[14]意図の力
（ビジョンと意図の結晶化）

[15]コアグループを作る
[16]戦略的なマイクロコズム

（小宇宙）をプロトタイプする
[17]頭と心と手を統合する
[18]何度も繰り返す

[19]イノベーションの生態系を共進
化させる

[20]ピアコーチングのサークルを創
造する

[21]SPT（ソーシャルプレゼンシン
グシアター）で集合的な気づき
を進化させる

[22]意図の基盤 [23]関係性の基盤 [24]真正の基盤

社会的な場の三つの基盤

３．共プレゼンシング

[6]



Uプロセス

１４．行動論理とUプロセスの並列性

43

行動論理（エフェクチュエーション）のプロセス

手段を評価する
・自分は何者か
・何を知っているのか
・誰を知っているのか

何ができるか？
既知の／新たに
出会う人々との

相互作用

パートナーの
コミットメント

獲得

ス
タ
ー
ト

新たな手段

新たな目的

資源のサイクルを拡大

制約のサイクルを集約

新たな企業、新たな製品、新たな市場

自分が保有
する強みの
探求と発見

自分のミッ
ション、使
命の探求と

発見

パートナーと
の相互交流に

よる創発

パートナーのコ
ミットメント獲
得による新たな
関係性の構築

新たな手段の
発見、創発

新たな目的の
発見、創発



１５．行動原理とUプロセス実践規則の併用

44

[4]プロトタイピングに強くコミットしているコアチームを編成し、本質的な
問いを明確にする。

[5]最も可能性のある場所へ深く潜る旅

エフェクチュエーション論理
[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則（精緻な
競合分析を行うことなしに、コミットする意思を持つすべての
関与者と交渉し、パートナーシップを築く）

新しい事業テーマ
のアイデアや課題
解決に関する深い

洞察

２．共感知
[4]チームを編成する
[5]深く潜る旅をする
[6]ひたすら観察する
[7]深い聞き方と対話を実践する
[8]集合的感覚器官を生み出す



１６． 内省

45[11]

信念体系、価値観

目的、目標、戦略

活動（因果関係）



１７．変容は信念体系（価値観）の書き換え

46

視点

ステークホルダ

関心事

源（ソース）

感情 欲求 在り方（BEING)信念体系（価値観）

態度
（注意の向け方）

価値

ダウンローディング
シーイング
センシング
プレゼンシング
クリスタライジング
プロトタイピング
パーフォーミング

現実（対象システム・自己） 夢（対象システム・自己のありたい姿）

問 題 要 求

（解決）手段（ソリューション）

プロトタイプ

評 価

活 動

内省（振り返り）

自己変容型知性

内省（三次ループ）

内省（一次ループ）内省（一次ループ）

内省（二次ループ）

内省
（二次ループ）

内省（三次ループ）

個人（内面）

環境

自己主導型知性

[28]



Ⅵ. 人の内面の多層的な可視化モデル



１．人の内面の多層的な可視化モデル MVMUK
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【下位モデルのビュー】
・思考対象ビュー
・目的と手段体系ビュー
・Uプロセス状態ビュー
・起業家の行動論理ビュー
・内省過程ビュー
・信念体系ビュー
・その他のビュー（関心のある視点によるビュー）を任意に取捨選択

これにより、人の内面の状態を、思考、感情、内省、感情、内省、信念体系、Ｕ
プロセス状態などの動的なプロセスをこれらの多層的な視点で可視化する。

【上位モデル】（シナリオビュー）
主人公の思考過程、内省過程、マルチステークホルダの対話をシナリオ（文章）で記
述する。

MVMUK
Multilayerd Visualization Model for Thinking and Introspection Process 

by Theory U and Domain Knowledge



２．MVMUKの記載例（一つのシーン）
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【シーン5】本当の自分と繋がる(i=5) 

その中西さんの顔と6時間、対話を続けました。はじめの2時間は、中西さんを切り捨てなくてはいけない理由を並
べ立てて、中西さんを説得しようとしていました。4時間くらい説得を続けた後、ふっと、自分の言葉が、しらじら
しく聞こえはじめました。自分がやりたくないことを、自分自身に納得させるための言葉だったんだと気づきました。
論理的に考えれば、中西さんを切り捨てるのが正解かもしれないけど、自分の魂はそれをやりたくないと言っている
ことに気づきました。自分がやりたい組織は、合理性と魂と、どちらを優先する組織なんだろうかと考えたら、答が
出ました。

[信念体系]
①生命的なパラダイムで自己組織化の流れを社会に

起こす
②一人からチームで進める
③合理的な進め方で成功させる
④成功する確率が最も高い合理的な進め方をとる
⑤仲間を切り捨てたくない
⑥魂を大切にする

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（5, UPS（田原真人,5)＝Presencing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[3次ループの内省]信念体系、あり方に関する内省

UPSC（田原真人, 5)

[目的と手段]



i=3

３． MVMUKの全体アーキテクチャ
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１．対象とする時間区間での思考・内省過程をＮ個のシーン（時間区間）に分割して記述する。
シーン番号:i,  シーン番号iに対応した時間区間Ｔi=[ti

s, ti
e],i=1,2,…,N

2. 各シーン番号に一対の（上位モデル、下位モデル）を割り当て、各シーンを以下のように記
述する。

（１）上位モデルで、思考・内省過程をシナリオで記述する。
（２）下位モデルで、そのシーンで必要な下位モデルのビューを以下から選択し、対応するモ

デルで表現する。

【下位モデルのビュー】
・思考対象ビュー ・目的と手段体系ビュー ・Uプロセス状態ビュー ・起業家の行動論理ビュー
・内省過程ビュー ・信念体系ビュー ・その他のビュー

３．上記２のモデルを利用し、シーン番号の順に、主人公（ステークホルダ）の思考・内省過程
を紙芝居のように再現する。

i=2

i=1

上位モデル 下位モデル



Ⅶ. 適用事例



１．田原真人さんのプロフィール
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早稲田大学理工学研究科博士課程で生命現象
の自己組織化について研究後、河合塾の物理講
師になり、2005年に物理ネット予備校（フィズヨビ）

を立ち上げる。反転授業との出会いをきっかけに、
ピラミッド型の社会システムや教育システムに疑
問を抱くようになる。自らの学び場を自分で創るた
めに「反転授業の研究」を立ち上げる。そこで対話
を通した自己組織化と出会ったことで、学生時代
に学んだことを生かせるようになった。オンライン
コミュニティに自己組織化が起こり、集合知→価値
創造→価値提供の循環を生み出せるようになった。

その体験を分かち合うために自己組織ファシリ
テーターとしての活動を始める。

田原真人さんのプロフィール
自己組織化ファシリテーター
オンライン教育プロデューサー
「反転授業の研究」代表
「フィズヨビ」代表

[43]



２. 与蔵工房物語

53

私（田原）は、個人と組織や社会との関係を理解したくて、大学院で
複雑系の物理を専攻し、粘菌の形態形成や自律性の起源を研究してい
ました。

細胞性粘菌は、単細胞アメーバと多細胞の移動体という２つの状態を
ライフサイクルの中で持つため、個人（単細胞アメーバ）と組織（多
細胞体）との関係を考える上でのプロトタイプとして、非常に参考に
なる存在です。

また、真性粘菌は、編み目のような構造を取り、各部分が受け取っ
た情報を統合しながら動き回り、あたかも知性を持っているかのよう
に振る舞います。

粘菌を通して宇宙の謎を解こうとした人物として、南方熊楠が有名で
すが、粘菌には、本当に「生きること」のエッセンスが凝縮されてい
ます。
※タマホコリカビ類 変形菌 ~Wikipediaより~

生命的な組織を頭で考えて設計するのではなく、細胞性粘菌が集合し
て移動体を作るように、いのちのはたらきによって自己組織化が起こ
り、真性粘菌のように情報を動的に統合するような組織が生まれるよ
うなプロセスを作れないか？

そのような問いを心に抱いて、組織の形態形成のプロセスがスタート
しました。

[44]



３．アメーバ型のチームが誕生(i=１)
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【シーン1】アメーバ型のチームが誕生(i=1) 
与蔵工房物語③
～産みの苦しみを経て、アメーバ型のチームが誕生～

それまで、関わりの薄かった6人が集まり、相互理解を深めながら、進むべき方向を
見つけるオンライン対話が始まりました。話は、まず、収益化モデルをどのように
して作るのかという方向に進んでいきました。中西さんのイメージとてっちさんの
イメージとが重ならず、相互に否定するエネルギーが回りました。

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

UPSC（田原真人, 1)

Ｕプロセスコンテキスト=
（1, UPS（田原真人,1)＝Sensing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[2次ループの内省]戦略、行動論理に関する内省

田原さん中西さん てっちさん
[44]



４．中西さんとてっちさんとの葛藤(i=2)
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【シーン2】中西さんとてっちさんとの葛藤(i=2) 

「田原真人」というブランドを使って収益を上げていくプランとして、中西さんの
プランAとてっちさんのプランBとがあり、それぞれのプランを実現しようとすると、
もう一つのプランをやろうとする相手に足を引っ張られるという感覚。

世界の分断を癒やすために始めたいと思って結成したチームに分断が起こっていく
という矛盾に心を痛めました。

葛藤

田原さん中西さん てっちさん

葛藤

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

UPSC（田原真人, 2)

Ｕプロセスコンテキスト=
（2, UPS（田原真人,2)＝Sensing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[2次ループの内省]戦略、行動論理に関する内省

[44]



５．中西さんとの葛藤(i=3)
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【シーン3】中西さんとの葛藤(i=3) 

前に進めないまま、時間ばかりが過ぎていき、実現可能性が高そうなてっちさんのプランBを選択して、中
西さんを切り捨てて前に進むしかないんじゃないかという気持ちが生まれてきましたが、私の中には割り切
れない想いもありました。ストレスで首と肩が凝り、右腕がしびれるようになってきました。

右腕の
しびれ

対立

葛藤

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（3, UPS（田原真人,3)＝Sensing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[2次ループの内省]戦略、行動論理に関する内省

UPSC（田原真人, 3)

[目的と手段]

[44]



６．中西さんとの葛藤(i=4)
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【シーン4】中西さんとの葛藤(i=4) 

そんなとき、飛行機で7時間移動する機会がありました。機内でプロセスワークに出てくる身体症状と対話
するというワークをやりました。右腕のしびれが何を自分に語りかけているのかに耳を澄ますと、右腕に蛇

が巻き付いているイメージが浮かんできて、その蛇の顔が中西さんになりました。

[信念体系]
①生命的なパラダイムで自己組織化の流れを社会に

起こす
②一人からチームで進める
③合理的な進め方で成功させる
④成功する確率が最も高い合理的な進め方をとる
⑤仲間を切り捨てたくない

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（4, UPS（田原真人,4)＝Sensing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[2次ループの内省]戦略、行動論理に関する内省

UPSC（田原真人, 4)

対立

葛藤

[目的と手段]

[44]



７．本当の自分と繋がる(i=５)
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【シーン5】本当の自分と繋がる(i=5) 

その中西さんの顔と6時間、対話を続けました。はじめの2時間は、中西さんを切り捨てなくてはいけない理由を並
べ立てて、中西さんを説得しようとしていました。4時間くらい説得を続けた後、ふっと、自分の言葉が、しらじら
しく聞こえはじめました。自分がやりたくないことを、自分自身に納得させるための言葉だったんだと気づきました。
論理的に考えれば、中西さんを切り捨てるのが正解かもしれないけど、自分の魂はそれをやりたくないと言っている
ことに気づきました。自分がやりたい組織は、合理性と魂と、どちらを優先する組織なんだろうかと考えたら、答が
出ました。

[信念体系]
①生命的なパラダイムで自己組織化の流れを社会に

起こす
②一人からチームで進める
③合理的な進め方で成功させる
④成功する確率が最も高い合理的な進め方をとる
⑤仲間を切り捨てたくない
⑥魂を大切にする

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（5, UPS（田原真人,5)＝Presencing)[行動論理] [E3]

「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思
を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを
築く。

[3次ループの内省]信念体系、あり方に関する内省

UPSC（田原真人, 5)

[目的と手段]

[44]



８．チームでの対話(i=6)
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【シーン6】チームでの対話(i=6) 

プランを実現するために私たちがいるのではなく、私たちがともにやっていくためにプランがある。
チームでの対話で、自分が考えたことをすべて共有しました。それぞれが、正直な気持ちを表現し、ここに、この6
人が集まっている意味について考えました。多様な人たちが自分らしく存在できる世界を出現させるためには、多様
な個性がチーム内に揃っていて、その違いから学んでいくことが大事なんだという気づきが生まれました。ようやく
前に進む準備が整いました。

[信念体系]
①生命的なパラダイムで自己組織化の流れを社会に

起こす
②一人からチームで進める
③合理的な進め方で成功させる
④成功する確率が最も高い合理的な進め方をとる
⑤仲間を切り捨てたくない
⑥魂を大切にする
⑦プランを実現するために私たちがいるのではなく、

私たちがともにやっていくためにプランがある
⑧多様な人たちが自分らしく存在できる世界を出現

させるためには、多様な個性がチームにそろって
いて、その違いから学んでいくことが大事である

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（6, UPS（田原真人,6)＝Presencing)[行動論理]

[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
[E4]「レモネード」(Lemonade)の原則

予期せぬ事態を避け、克服したり、適応しようとする
のではなくむしろ偶然をテコとして活用すること。

[3次ループの内省]意図、ビジョンに関する内省

UPSC（田原真人, 6)
[目的と手段]

[44]



９．与贈工房の誕生(i=7)
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【シーン7】与贈工房の誕生(i=7) 

場の研究所の清水博さんの「いのちの与贈循環」という言葉から「与贈」という言葉をいただいて、与贈工房とい
う名前をチームにつけました。個人のいのちと組織のいのちとの二重生命状態から「活き」が生まれて、そのエネル
ギーによって個人も組織もいのちが躍動するような活動を、この場から作り出して、世界に広げていきたいという願
いを込めました。

[信念体系]
①生命的なパラダイムで自己組織化の流れを社会に

起こす
②一人からチームで進める
③合理的な進め方で成功させる
④成功する確率が最も高い合理的な進め方をとる
⑤仲間を切り捨てたくない
⑥魂を大切にする
⑦プランを実現するために私たちがいるのではなく、

私たちがともにやっていくためにプランがある
⑧多様な人たちが自分らしく存在できる世界を出現

させるためには、多様な個性がチームにそろって
いて、その違いから学んでいくことが大事である

Downloading

Seeing

Sensing

Presencing

Crystalizing

Prototyping

Performing

Ｕプロセスコンテキスト=
（7, UPS（田原真人,7)＝Crystalizing)[行動論理]

[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
[E4]「レモネード」(Lemonade)の原則

予期せぬ事態を避け、克服したり、適応しようとする
のではなくむしろ偶然をテコとして活用すること。

[3次ループの内省]意図、ビジョンに関する内省

UPSC（田原真人, 7)
[目的と手段]

[44]



Ⅷ. 起業家の行動原理の効果と活用方法



１．起業家の行動原理の効果と活用方法
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1. 小手先のノウハウや技術でない、全人格での深い内省に基づく自分自身の変容と、そ
れを土台にした起業家としての意思決定および行動実践が期待できる。

2. 起業家の行動原理を意識した実践を通じて、新しく得られた知見や気づき、ノウハウ、
方法論を、自らの行動原理として絶えず更新することにより、新たな知恵の体系を不
断に行動原理に統合、洗練させていくことができる。

3. 提案したMVMUKを用いて変容の過程を丁寧に記述することにより、個人やチーム
での振り返り、内的な成長、変容の過程の共有などに活用することができる。これに
より人材育成や、コーチング、ファシリテーション、ビジョン構築、組織開発など人
と組織にかかわる問題定義や課題解決の実践手段として活用することが可能となる。



Ⅸ. おわりに



１．おわりに
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1. 夢の実現と変容のための方法論をベースとした起業家の行動原理を提案した。また起
業家の意思決定過程や行動プロセスを緻密に可視化するための多層的な人の内面の可
視化モデルMVMUKを提案した。

2. 提案した起業家の行動原理のベースとなっている夢の実現と変容の理論は、適用する
分野（ドメイン）を問わない普遍的な方法論である。

3. したがって、起業家の行動論理のヒューリスティックスを特定の分野のヒューリス
ティックスに置き換えれば、そのままその分野における行動原理の雛型として活用す
ることが期待できる。

4. たとえばキーガンが提唱している発達指向型組織を仲間と一緒に作り上げていきたい
場合に、ドメインの行動論理として発達指向型組織のコンセプトである①エッジ（限
界に挑むことへの強い欲求）、②グルーブ（発達のための慣行とツール）、③ホーム
（弱さを引き出し、それを支える発達指向のコミュニティ）を採用することにより、
発達指向型組織を実現、実践するための行動原則のプロトタイプを構築することがで
きる。



２．発達指向型組織を創るための行動原理
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行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

①エッジ（限界に挑むことへの強い欲求）
②グルーブ（発達のための慣行とツール）
③ホーム（弱さを引き出し、それを支える

発達指向のコミュニティ）

意思決定のためのメタ戦略

保留、視座の転換、手放し

傾聴する力、対話する力、内省する力

信念体系・価値観

あり方

源

発達指向型組織を創るための行動原理 [26]発達指向型組織を創るための行動論理



３．ティ―ル組織（進化型組織）を創るための行動原理
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行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

①存在目的（組織がどうなりたいか？）
②全体性（人間性を仕事に呼び込む）
③自主経営（仲間との関係性で経営する）

意思決定のためのメタ戦略

保留、視座の転換、手放し

傾聴する力、対話する力、内省する力

信念体系・価値観

あり方

源

ティ―ル組織を創るための行動原理 [29]ティ―ル組織を創るための行動論理



４．＜いのち＞の自己組織化のための行動原理
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行動

行動論理

戦略

ニーズ、願い

信念体系

源（志）

ACTION

HOW

WHAT

TO WHOM

WHY

WHO

実際にする行動

①生きものによる＜いのち＞の生成
②居場所とその＜いのち＞の与贈循環
②救済原理としての共存在原理

意思決定のためのメタ戦略

保留、視座の転換、手放し

傾聴する力、対話する力、内省する力

信念体系・価値観

あり方

源

＜いのち＞の自己組織化のための行動原理 [41]＜いのち＞の自己組織化のための行動論理
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