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［要旨］ 

感動のある人生は幸せであり、またビジネスにおいてもコモディティ化からの脱却、 

イノベーションによる成長が求められる中で、差別化要素として企業経営の中に感動を

科学的かつ体系的にデザインすることが必要となっている。これまで筆者らは、感動の

構成要素である STAR(Sense、Think、Act、Relate)フレームワークを用い、感動する製品

やサービス設計の研究を行ってきた。一方で、個々の組織構成員レベルにて感動を発掘

し共有することが、イノベーションや高パフォーマンスを促進する組織開発に有効であ

ることの検証は行っていなかった。このため、筆者らは、感動ストーリーの発掘・共有

ワークショップを開発した。本研究では、冷静な記述の場合と、感動ストーリーの共

有・発掘ワークショップを用いた場合との評価比較を行い、本ワークショップがアイデ

ア発想に有効であること、成果物における感動度が高くなること、そして組織開発に対

して有効であることを明らかにした。 

 

［Abstract］ 

Life with emotive experience is full of happiness, and from a business perspective, it is essential to 

scientifically and structurally design emotive experiences in order to bring competitive advantage 

and growth, due to the increasing importance of innovation, as well as the movement to break 

away from price competition. In previous papers, we researched how to design emotive products 

and services by using STAR framework. However, until now, we had not researched how each 

individual in a business organization can promote innovation and high performance by deep 

diving and sharing each other’s emotive experience. Therefore, we developed an emotive story 

experience workshop. In this research, we compared output from those who experienced a 

workshop without an emotive story and those who experienced the workshop with an emotive 
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story. We found that the workshop with an emotive story is valid to innovate ideas, to uplift 

emotive experience, and develop the organization. 
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1. はじめに 

人生の様々な場面において人々は、感動に触れると幸せな気持ちになると考えられる。筆者[1]によ

る過去の研究からは、短期的幸福と長期的幸福にも相関関係があり、感動は幸せに影響すると考えら

れる。感動は、ディズニーのテーマパークやジブリスタジオの映画、結婚式や卒業式といったハレの

場面のみならず、 日常のふとした瞬間においても感じられるものである。東京ディズニーランドを運

営するオリエンタルランド[2]の企業使命は、「自由でみずみずしい発想を原動力に すばらしい夢と感

動 ひととしての喜び そしてやすらぎを提供します」であり、劇団四季[3]はその事業目的を「「人生の

感動」「生きる喜び」を届けたい」としている。日本国政府としても、例えば文部科学省は「新しい時

代における教養教育の在り方（答申案）[4]」において、「カリキュラム改革や指導方法の改善を通じて

「感動を与える授業」を生み出す」としており、日常の教育における感動の推進を推奨している。感

動が必要とされる場は、芸術や文化、エンターテイメントといった一部の分野に限られたもののよう

に認識されることが多かったが、昨今では感動が身近で手の届きやすいものと認識され始めていると

考えられる。このようなエンターテイメント事業以外の他のビジネス分野でも、カスタマージャーニ

ーを考慮した上でのサービスデザインやプロダクトデザインといった、人の感性を重視する手法を用

いて差別化を図る企業が増加している。例えば、製造業のソニー[5]は自社の存在意義を「クリエイテ

ィビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」としており、ホンダ [6]は「「夢」を原動力と

し、この価値観をベースにすべての企業活動を通じて、世界中のお客様や社会と喜びと感動を分かち

あう」としている。小売サービス業のイオン[7]は、「イオンピープルは、お客さまの期待を感動に高め

るため、常に自らを磨きます」とし、日常的に感動レベルのサービス提供を目指している。また、

TSUTAYA[8]は「AI があなたの感動をみつける映画サービス」として、人工知能を活用してそれぞれ

の消費者の感動の琴線を見出し、個々のニーズに合った映画を推薦することで、感動をマッチングさ

せるサービスを始めている。 

このため、筆者ら[9][10]は、これまで、感動の 4 要素である Sense(美・快)、Think(理解・期待・発

見・圧倒)、Act(努力・上達・達成・成長・特別感・進歩・稀有・遭遇・幸運)、Relate(つながり・一体

感・親近感・優しさ・愛・愛着・尊敬・感謝・承認)がいかに感動喚起につながるかについての研究を

行ってきた。感動要素をフレームワークにより構造化する研究である。感動する対象とそうではない

対象を比較し、Sense、Think、Act、Relate の各要素の出現数と感動度の相関を分析した。その結果、

感動する対象には Sense、Think、Act、Relate の各要素が多く配置されているという分析結果を得た。

また、 筆者[11]は、感動創造の手法を取り組む企業における、組織マネジメント・企業経営の在り方



についても研究を深めてきた。具体的には、日本の 1.5 万人の幸福度と比較して、従業員 320 名が属

する組織において、どのような組織制度が実施されているのかを分析した。その結果として、欧州標

準機構(CEN)が CEN TS 16880 にて策定したサービスエクセレンスモデル[12]の構成要素、例えば「優

れた顧客体験の設計と更新」、「学習・文化・構造化されたプロセス」、「KPI による監理」といった項

目それぞれに該当する施策を実施していることが判明した。 

このように筆者はビジネスにおける感動の重要性を認識し研究を進めてきた一方で、個々の組織構

成員レベルにて感動を発掘し共有すること自体が組織開発に有効であること、すなわち感動ストーリ

ーを共有し合うと、相手との信頼関係や帰属意識が高まり、チームワークが高まることで協働が促進

されることの検証は行っていなかった。先行研究においても、感動ストーリーを組織として創出し従

業員や顧客に共有することの意義は述べられているものの、組織開発において個人が活用できる方法

論として、感動ストーリーを発掘し共有するような手法を提案し検証するような試みは行われていな

かった。 

 このため本研究では、感動ストーリーの発掘・共有ワークショップを提案する。また、提案した感

動ストーリーの発掘・共有ワークショップは、感動表現を伴わない記述である冷静な記述の場合より

も、①アイデア発想において有効性が高い、②感動度の高い成果物を出せる、③組織開発に有効であ

ることを検証することを研究目的とする。第 2 章では、感動発掘・共有に関する先行研究を示す。第

3 章では、本研究における手法の概要と検証・評価方法を説明する。第 4 章では検証結果と考察を述

べ、第 5 章でまとめを述べる。 

 

2. 先行研究 

2.1. 個人としての経験発掘・共有 

個人、組織としての感動発掘・共有に関する先行研究の成果について確認を行った。アイデア発想

に有効であり、感動の高い成果物を出せる手法、そして組織開発にもつながる手法が、先行研究にみ

られるかを確認した。まず、自分自身に内在する経験をもとに感動ストーリーを発掘し、共有するこ

とに関連する先行研究には、教育・心理・社会学の分野での研究がある。佐々木ら[13]は大学生・大

学院生を対象に感動経験の内容を記述してもらい、「自伝的記憶」として想起する内容の分類を行うこ

とで、「自己を対象とする感動体験では達成という内容が大変を占めているのに対し、対人関係を主体

とする場合は達成の比率がやや下がり、感謝や共感といった内容の比重が増」すことを確認している。

加藤ら[14]は「感動体験を想起・記述すると人生全体の満足感が高まる」ことを、感動体験の自由記

述を通して確認している。 ただしこれらの研究では、感動発掘のやり方は回答者の自由記述に依存し

ており、発掘段階において特定の手法を用いているわけではなかった。また感動を共有することによ

り得られる便益は研究対象に含まれていなかった。 

 個々に内在する経験を共有する手法としては、田坂[15]がストーリーテリングカフェという手法を

提案している。ストーリーを話す側と聞く側に分かれ、ストーリーテリングの後に「言葉のお返し」

という共感を伴う対話を通して内容を深めていく手法である。その過程で、話す側のみならず、聞く

側における行動変容に注目している点に独自性がある。またストーリー構成においては、シド[16]の

三幕構成を参考にしながら、ストーリーの構成をガイドするやり方を提示している。この研究では、 

ストーリー発掘を時間軸で構成し活用しやすくしているものの、感動経験に注力したものではないた

め、感動要素をストーリーに埋め込むといった感動の発掘手法の構造化は行われていなかった。 

 



2.2.組織文脈での経験発掘・共有 

 組織内においては、コーチングでの対話を通したストーリー発掘が、主に人材育成やキャリア支援

の観点から行われている。また、個人を超えた広い対象に向けた組織マネジメントとして、リーダー

シップとストーリーテリングという観点から、高橋[17]は「これまでの組織論やマネジメント論にお

いては、あまりにも行動にとらわれすぎていたのであり、対話や語りという言語によるコミュニケー

ション、つまり発話には注意が払われていなかった」としている。具体的なストーリー形成・共有の

手法を、ビジネス組織マネジメントの文脈の中で提起している。また、組織マネジメントにおけるス

トーリー共有という観点から、星[18]は「組織メンバー間で意味づけやコンテクストを共有・創出す

る“interactive”、 “collective”なストーリーテリング」により「他者とのつながりや一体感、さ

らには社会的信頼関係を確立することができる」としている。宇田川[19]も同様に、 組織マネジメン

トにおいてストーリー共有が有効であることを示している。これらは、感動ストーリーを組織として

創出し従業員や顧客に共有することの意義を述べているものの、感動経験に特化された研究ではない。

このため、各人が活用することによって組織開発につなげるという視点では研究が行われていなかっ

た。 

 さらに鷲田[20]によると「近年ではワークショップを多用するディスカッション手法がイノベーシ

ョン戦略立案の実務などで頻繁にみられ」、西川[21]は組織開発にてアクションとリフレクションの

循環型学習が重要であるとしている。具体的には、香取ら[22]によると「できるだけ多くの関係者が

集まって自分たちの課題や目指したい未来などについて話し合う大規模な会話の手法」であるホール

システム・アプローチが組織開発に関連するワークショップとされる。さらに香取[23]によれば、ホ

ールシステム・アプローチは、利害関係者によるポジティブ思考による会話による成立を前提とし、

参加者の自主性を最大限生かそうとする未来創造型のアプローチであり、本ワークショップが目指す

ものに近い。金井[24]は、組織開発におけるホールシステム・アプローチの理論的基礎を研究し、さ

らにホールシステム・アプローチの具体的なワークショップの手法について、Holmanら[25]が紹介す

る61の手法が有用である。その中でConversation Caféワークショップ手法とPlayback Theatreワ

ークショップ手法の 2 つは、個人の身近な会話を題材として組織開発を目指している。ただし、

Conversation Cafe はカフェでの会話を通した市民コミュニティの強化に活用され、また Playback 

Theatre は演劇を通した組織内ヒエラルキーの低減を主目的としていた。そのため、個々の感動経験

を、気軽に発掘・共有する手法ではなかった。また、Holmanが包括的にまとめた組織開発における61

のワークショップ手法については、今泉ら[26]が指摘するように「無意識のうちに常識にとらわれ、

思考の枠に納まったアイデアに留まる場合がある」としており、新しいワークショップ手法の開発が

求められてきた。 

 

3. 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの概要と検証・評価方法 

3.1. 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの概要 

 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップは、ストーリーを話す人が自分の転機となった経験に

おける感動要素を、対話を通して発掘することにより、その人ならではの感動ストーリーを明確化す

るワークショップである。冷静な記述の後に、感動ストーリー発掘・共有のプロセスを経ることで、

その変化の効果を体験してもらっている。冷静な記述で記載した項目を題材として、感動ストーリー

発掘・共有ワークショップ全体を通して、より高い成果となるかを検証した。本ワークショップは、

話し手の感動ストーリーの共有に対して聞き手がフィードバックをすることが、話し手と聞き手の関



係を深める効果を持つため、組織開発につながる効果があると考えられる。感動ストーリーを発掘す

るためには、感動を生み出す要素が必要である。筆者ら[10]による感動のフレームワーク研究では、

感動がSense(美・快)、Think(理解・期待・発見・圧倒)、Act(努力・上達・達成・成長・特別感・進

歩・稀有・遭遇・幸運)、Relate(つながり・一体感・親近感・優しさ・愛・愛着・尊敬・感謝・承認)

から成ることを示した。また筆者[9]は、感動のSTARフレームワークを用いて感動要素を時系列で設

計するための分析手法の研究を行ってきた。具体的には、感動する事象の時間軸上の流れの中で、Sense

は最初に多く、Think は最後に少なく、Act は最初に少なく、Relate は徐々に多くなるという傾向を

持っていることを示した。本研究においてはS、T、A、Rの要素の視点から各人の感動ストーリーの構

成を支援することにより、感動ストーリーの発掘・共有を行う。すなわち、本研究では、感動創造に

関する先行研究を基に、「感動のSTAR分析のための感動分類表(図1)」「感動ストーリー発掘のための

質問表(図 2)」「感動ストーリー共有のための三幕構成表(図3)」の 3つのツールを活用したワークシ

ョップを提案するものである。  

 

 

図 1：「感動のSTAR分析のための感動分類表」 

 

図 1にある通り、五感で感じて感動するS、頭で考えて「知見の拡大」に感動するT、動きや変化に

よる「体験の拡大」への感動である A、人や物へのつながりに基づく「関係性の拡大」への感動であ

るRを、一枚の紙の上に記載できる形式とした。話し手は、自分の話をした後に、ペアとなった相手

から、どのあたりに感動したかを詳細に対話を通して聞き出し、その結果を記載する。この結果、4つ

の要素のうち、どれが不足しているかが一目瞭然となる。不足点を考慮することはストーリーに厚み

を持たせる効果があると考えられる。 

 



 

図 2：「感動ストーリー発掘のための質問表」 

 

 
図 3：「感動ストーリー共有のための三幕構成表」 

 

 なお、図4に示した通り、限られた時間でのストーリー作りを可能とするために、三幕構成のフォ

ーマットにストーリー作りのための質問を記載することで、効率的な対話ができるフォーマットも用

意した。具体的には、①から⑩にわたる状況設定・葛藤・解決の質問、および Sense、Think、Act、

Relateそれぞれの要素に関する質問を記載している。 

 



 

図 4：感動ストーリー共有のための三幕構成表に基づく質問表 

 

また、本ワークショップでは、以下の理由により、対話形式で内容を深めていくことが重要と考え

ている。石川[27]は、「調査者の認識の深まりは調査協力者の語りを促し、それがさらなる認識の深化

につながっていく」と述べており、鶴田ら[28]は、相互行為として成立させるためには、被調査者の

行動の背景を確認する作業が必要としている。対話を行うことにより、感動ストーリーが発掘されて

いくのみならず、話し手自体の理解・咀嚼行為が行われると考えられる。大石[29]はオートクライン

効果と呼ぶ現象が存在する可能性を示唆している。「脳は、自分の発信する情報を自分で受信する構

造」を持つため、対話を通して話し手側自身が情報整理を行っているという考え方である。これらに

基づき、本研究では、対話形式による感動ストーリーづくりを提案する。具体的な、感動ストーリー

の発掘・共有ワークショップを用いた感動創造手法の手順を図5に示す。 

 

 

図 5：感動の発掘・共有ワークショップの手順 

 



 なお、ステップ3の感動共有では「ポジティブな噂話」形式での実施を行う。図6に示したように、

ポジティブな噂話形式は、話し手が聞き手に背を向ける形で着座し、話し手が聞こえる範囲にて、聞

き手の他の人たちが感動ストーリーの感想を、意見交換する形式で実施する。心理学ではリフレクテ

ィング・プロセスの一環として知られている手法であり、糟谷[30]は、「リフレクティング ･ プロセ

スは、語り手の内的会話を促して自己に関する洞察を深める効果がある」としている。また三澤ら[31]

は、「チームとクライエントが直接的にコミュニケーションをとれる自由検討形式と比較して、同じト

ピックを話したとしても、リフレクティング・プロセス形式の話し合いの方が、多様な視点を獲得し

やすい」と述べている。このことからも、ポジティブな噂話形式は、組織開発のために有効と考えら

れる。 

 

図 6：ポジティブな噂話の設定イメージ 

 

ワークショップでは、まずペアとなり冷静な記述のエクササイズをしてもらった後に、感動ストーリ

ー発掘・共有手法についての説明を行った。その後、実際に参加者には感動ストーリーの発掘・共有

手法を実践してもらった。具体的なアジェンダを図 7 に示す。 

 

 

図7：ワークショップのアジェンダ全体像（2020年 3月 20日 shiawase2020 シンポジウム） 



3.2.検証・評価方法 

 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの妥当性を検証するために、参加者には、比較対象と

して、本ワークショップを使わない冷静な記述も行ってもらった。冷静な記述の場合には、 仕事にお

ける前向きな転機の話を頭に思い浮かべた上で、その転機の中で起きた事柄を箇条書きに時系列で記

載し、相手に説明してもらうこととした。その時の事実、事柄だけを冷静に箇条書きし、何を考えた

か、感じたかは書かないことで、感動表現を伴わない冷静な記述になると考えた。ワークショップの

序盤で冷静な記述を行ってもらうことで、同じ題材でも感動ストーリー発掘・共有手法によって変化

があるか、冷静な記述時との成果との比較を行うことで検証した。 

本論文での検証目的毎の検証方法を以下に示す。まず、①感動ストーリーの発掘・共有ワークショ

ップが冷静な記述の場合よりもアイデア発想において有効性が高いことの検証として、高橋[32]、今

泉ら[26]の研究で有効性検証の評価基準としている「流暢性」、「柔軟性」、「独自性」、「新規性」を用

い、 話し手がどう感じたかを主観評価した。詳細を付録に図で示す。  

次に②本ワークショップが感動度の高い成果物を出せることの検証は、西尾ら[33]が発想法評価に

て用いている「共感性」、「感動性」を活用した。共感性は、「発想者が感動主体の気持ちを理解できて

いるか」を問う項目であり、感動性は、「それぞれのアイデアは感動的ですか」を問う項目である。感

動性についてはさらに、話し手が主観評価を行うのみならず、聞き手としてどう感じたかも測定する

ために客観評価も行った。  

最後に③本ワークショップが組織開発に有効であることの検証は、本ワークショップの特徴として

感動ストーリーを発掘し共有する話し手側としての効果、誰かの感動ストーリーを共有される聞き手

側としての効果の両方の場面において、自己への効果、他者への効果が存在していると考えた。これ

らに基づき、話し手としての立場・聞き手としての立場、自己への効果・他者への効果の2×2で構造

化を行った。その帰結として、e)帰属意識の高まり、協働意識の高まり、仕事へのモチベーションと

いう組織開発全般への意味合いがあるのではないかと考えた。③における全体の構造を図8に示す。 

 

 
図 8：組織開発における立場と変化の対象による効果の構造 

 

この構造は具体的には、話し手としてのa)自己への効果 (例えば「仕事のどのあたりに自分のモチ

ベーションがあるかを認識できた」)と b)他者への効果 (例えば「同僚/チームメンバーに働きかける

ことや、リーダーシップを取りやすくなった」)、聞き手としてのc) 自己への効果(例えば「自分が



感動するポイントを理解でき、他の人の仕事への興味が高まった」)と d) 他者への効果(例えば「同

僚/チームメンバーに興味を持ち、理解を深めることができた」)である。なお、縄田ら[34]は、1400

名の企業従業員からなる 161 チームを分析し、「コミュニケーションが目標への協働を促進するとい

うチーム・プロセスを高めた結果、高いチーム・パフォーマンスが生み出される」ことを示した。ま

た、遠藤[35]は過去12年にわたる日本の上場企業へのアンケート調査結果から、イノベーションを促

進する組織の特質として、「部門間の連携を一層推し進め、各部門に蓄積された技術や情報を積極的に

結び付けていくこと」としており、これらの先行研究では帰属意識の高まり、相互での協働意向の高

まり、仕事へのモチベーションの高まりといった組織力向上がイノベーションにつながることを示し

ている。  

本研究での調査はすべて匿名のアンケートを用い5件法 (1 全くそう思わない、2 ややそう思わな

い、3 どちらともいえない、4 ややそう思う、5 とてもそう思う) により実施した。冷静な記述の場

合と感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの両方を体験した後に質問に回答を求めた。仮説を

検証するため、計 3 回合計 48 名の対象者向けにワークショップを行った。うち 1 回は対面のワーク

ショップを開催し、残り2回はビデオ会議システムを使ったワークショップを開催して実施した。な

お、実際のアンケート質問は付録に表で示す。 

 

4. 検証結果と考察 

4.1. 冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップによるナラティブ表現の比較 

まず、冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの 2 つを通して実際に述べられた A

さんからEさんまでの5名のストーリーの例を以下に対比しながら示す。なお、ワークショップを確

認する限りでは事例と同様のレベルでの発想が行えていたが、作られたナラティブ表現は、終了後に

任意で出して頂いたため、その方々のナラティブ表現を例示として示す。 

 

 



 

図 9：冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの比較例Aさん

 

 
図 10：冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの比較例Bさん 



 

 
図 11：冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの比較例Cさん 

 

 



 

図 12：冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの比較例Dさん 

 

 

 

図 13：冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有ワークショップの比較例Eさん 

 



 上記の通り、複数の被験者の本提案手法のナラティブ表現を比較すると、冷静な記述と比較して感

動ストーリー発掘・共有ワークショップによるものは、量の面において上回っており、質の面におい

ても感情表現豊かに記載されている。場面を想起しやすいため感情移入をしやすくなり、ストーリー

展開の流れに沿って内容が記述されていると考えられる。 

 

4.2. アイデア発想における有効性の比較分析結果と考察 

最初に、①感動ストーリーの発掘・共有ワークショップが、冷静な記述の場合よりもアイデア発想

において有効性が高いことを検証するために t 検定を実施した。合計 48 名の参加者からのアンケー

ト結果をデータの対象とし、平均、分散、t値の分析を行った。なお、有意水準(p)を 0.01 と設定し

た。詳細を表1に示す。 

 

表 1：有効性における主観評価の比較 

 

 

表 1にあるように、「流暢性」について、冷静な記述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意

か確かめるために、有意水準1%で両側検定の対応のあるt検定を行ったところ、t(47) = 3.55, p<.01

であり、2つの平均点の差は有意であることが分かった。また同様に、「柔軟性」についてはt(47) = 

3.88, p<.01、「独自性」についてはt(47) = 3.08, p<.01、「新規性」についてはt(47) = 4.33, p<.01

となり、それぞれ有意であることが分かった。流暢性は、アイデアの発想のしやすさを評価している。

三幕構成にしていることにより、ゼロから自分で型をつくる負担もない状況で、ナラティブ表現を出

すことができたと考えられる。柔軟性は多視点でアイデアの発想ができたことを示しており、「感動ス

トーリー発掘のための質問表」を活用することで網羅的にSense、Think、 Act、Relateの各視点を盛

り込むことができたと考えられる。同様に、独自性においても、冷静な記述の場合は一人でアイデア

を出すことが求められるのに対して、感動ストーリーの発掘・共有ワークショップでは対話形式で掘

り下げていくこと、また、重複しないナラティブ表現の発想が「感動の STAR 分析のための感動分類

表」により可能となることにより、冷静な記述の場合と比較して有意であったと考えられる。新規性

流暢性 柔軟性

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.23 3.83 平均 3.00 3.73

分散 1.24 0.70 分散 1.23 0.75

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 3.54629 t 値 3.88481

 P(T<=t) 両側 0.0009  P(T<=t) 両側 0.0003

有意差あり 有意差あり

独自性 新規性

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 2.96 3.50 平均 2.96 3.77

分散 0.89 0.64 分散 1.06 0.86

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 3.07689 t 値 4.33333

 P(T<=t) 両側 0.0035  P(T<=t) 両側 0.0001

有意差あり 有意差あり



においては、これまで思いつかなかった本提案手法によるナラティブ表現を発想できたかが評価され

ており、感動という情緒的なものを STAR 分析により分析したことによって新規性を感じられたと考

えられる。 

 

4.3.感動度における比較分析結果と考察 

 次に、②感動ストーリーの発掘・共有ワークショップが、冷静な記述の場合よりも、感動度の高い

ナラティブ表現を出せることを検証するべく、主観評価結果と客観評価結果をt検定した。その結果

を表2に示す。 

 

表 2：共感性、 感動性における主観評価・客観評価の比較 

 

 

表 2にあるように、「共感性」について、冷静な記述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意

か確かめるために、有意水準1%で両側検定の対応のあるt検定を行ったところ、t(47) = 3.52, p<.01

であり、2つの平均点の差は有意であることが分かった。また同様に、「感動性」についてはt(47) = 

3.73, p<.01、「感動性（客観）」についてはt(47) = 6.12, p<.01となり、それぞれ有意であることが

分かった。共感性は、「発想者が感動主体の気持ちを理解できているかを問う項目」であり、感動性は、

「それぞれのアイデアは感動的であるかを問う項目」である。背景には、話し手本人の納得度が高か

ったことや、感動主体となる聞き手の立場を踏まえてストーリーが作成されていたことがあると考え

られる。また感動性の客観評価においては、冷静な記述の場合と感動ストーリーの発掘・共有ワーク

ショップの場合の両方の成果物を同一の人が客観的に評価しており、Sense、Think、Act、Relate の

感動要素が盛り込まれることや三幕構成にてストーリーが確立されたと考えられる。これらより、本

ワークショップが感動度の高い成果物を出せることを確認することができた。 

 

共感性 感動性

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.44 4.06 平均 3.35 3.98

分散 1.19 0.87 分散 1.47 0.96

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 3.51688 t 値 3.73267

 P(T<=t) 両側 0.0010  P(T<=t) 両側 0.0005

有意差あり 有意差あり

感動性（客観）

冷静な記述 感動WS

平均 3.67 4.52

分散 0.74 0.51

観測数 48 48

自由度 47

t 値 6.11771

 P(T<=t) 両側 0.0000

有意差あり



4.4.組織開発における比較分析結果と考察 

 最後に、③感動ストーリーの発掘・共有ワークショップが、冷静な記述の場合よりも、組織開発に

有効であることを検証するために、話し手としての立場・聞き手としての立場、自己への効果・他者

への効果の 2×2 の合計 4 つの観点からどのような効果があったのかを主観評価した。質問を通して

具体的に確認をした項目は下記の通りであり、冷静な記述と感動発掘・共有ワークショップのt検定

の結果を表3に示す。 

 

表 3：組織開発における話し手・聞き手の立場での主観評価の比較 

 

 

 

a) 話し手としての自己への効果

モチベーション所在への認識の高まり 仕事/キャリアにおける重要事項への認識の高まり

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.48 4.17 平均 3.50 4.13

分散 0.85 0.52 分散 0.85 0.58

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 4.13671 t 値 3.56730

 P(T<=t) 両側 0.0001  P(T<=t) 両側 0.0008

有意差あり 有意差あり

自分への自信の高まり

冷静な記述 感動WS

平均 3.63 4.10

分散 0.75 0.61

観測数 48 48

自由度 47

t 値 3.35641

 P(T<=t) 両側 0.0016

有意差あり

b) 話し手としての他者への効果

リーダーシップの高まり 情報共有・協力働きかけ意向の高まり

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.33 3.77 平均 3.23 3.96

分散 0.70 0.61 分散 0.86 0.47

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 2.78152 t 値 4.82704

 P(T<=t) 両側 0.0078  P(T<=t) 両側 0.0000

有意差あり 有意差あり

寛容・感謝の気持ちの高まり

冷静な記述 感動WS

平均 3.69 4.19

分散 0.90 0.54

観測数 48 48

自由度 47

t 値 3.01609

 P(T<=t) 両側 0.0041

有意差あり



 

 

 

 

表 3 a)話し手としての自己への効果にあるように、「モチベーション所在への認識の高まり」につい

て、冷静な記述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意か確かめるために、有意水準1%で両

側検定の対応のあるt検定を行ったところ、t(47) = 4.14, p<.01であり、2つの平均点の差は有意

であることが分かった。また同様に、「仕事/キャリアにおける重要事項への認識の高まり」について

はt(47) = 3.57, p<.01、「自分への自信の高まり」についてはt(47) = 3.36, p<.01となり、それ

ぞれ有意であることが分かった。 

表3 b)話し手としての他者への効果にあるように、「リーダーシップの高まり」について、冷静な記

述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意か確かめるために、有意水準1%で両側検定の対応

のあるt検定を行ったところ、t(47) = 2.78, p<.01であり、2つの平均点の差は有意であることが

分かった。また同様に、「情報共有・協力働きかけ意向の高まり」についてはt(47) = 4.83,p<.01、

「寛容・感謝の気持ちの高まり」についてはt(47) = 3.02, p<.01となり、それぞれ有意であること

が分かった。 

表3 c)聞き手としての自己への効果にあるように、「感動箇所への理解度の高まり」について、冷静

な記述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意か確かめるために、有意水準1%で両側検定の

対応のあるt検定を行ったところ、t(47) = 3.60, p<.01であり、2つの平均点の差は有意であるこ

とが分かった。また同様に、「相手を受け止める土壌・信頼関係の高まり」についてはt(47) = 

3.57, p<.01となり、それぞれ有意であることが分かった。 

表3 d)聞き手としての他者への効果にあるように、「周囲への興味・理解の高まり」について、冷静

な記述と感動WSスタイルの平均点の差が統計的に有意か確かめるために、有意水準1%で両側検定の

対応のあるt検定を行ったところ、t(47) = 4.60, p<.01であり、2つの平均点の差は有意であるこ

c) 聞き手としての自己への効果

感動箇所への理解度の高まり 相手を受け止める土壌・信頼関係の高まり

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.52 4.13 平均 3.50 4.04

分散 1.06 0.58 分散 0.98 0.64

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 3.60173 t 値 3.57066

 P(T<=t) 両側 0.0008  P(T<=t) 両側 0.0008

有意差あり 有意差あり

d) 聞き手としての他者への効果

周囲への興味・理解の高まり 周囲への協力意向の高まり

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.58 4.27 平均 3.71 4.25

分散 0.84 0.58 分散 0.68 0.53

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 4.60367 t 値 3.79679

 P(T<=t) 両側 0.0000  P(T<=t) 両側 0.0004

有意差あり 有意差あり



とが分かった。また同様に、「周囲への協力意向の高まり」についてはt(47) = 3.80, p<.01とな

り、それぞれ有意であることが分かった。 

「モチベーション所在への認識の高まり」は、ストーリーの発掘・共有ワークショップを通して、 

仕事における転機の話を回想することで明確化できたと考えられる。また、「仕事/キャリアにおける

重要事項への認識の高まり」は、自身の転機となった仕事の局面について発掘し共有することを通し

て、自分の中で大切にするものや内発的動機に気づくことができたと考えられる。「自分への自信の高

まり」は、自分のストーリーを発掘する過程で自分の過去に意味合いを深めることができ、共有する

ことで自分自身を開示しポジティブに受け入れられたために、自信が増したものと考えらえる。他人

と比較をするのではなく自分ならではの感動ストーリーが共感を呼んだことから、自分への自信を高

めたと考えられる。組織開発としての用途としては、主にキャリア開発の領域への利用が考えられる。 

自分の内的動機付けにより自ら自信をもって自分のキャリアを主導していくことを認識し、自分らし

いキャリアや社内での異動を先導していき、より自律的な人材となっていくことが可能となる。具体

的な組織開発の側面では、例えば採用におけるミスマッチの防止、あるいは配置計画における最適化、 

会社組織としての育成計画・キャリアパスや育成トレーニングの支援といった点において、本ワーク

ショップで行なったような自己の内面の掘り下げを有効活用できる可能性があると考えられる。 

「リーダーシップの高まり」では、 他人の前で自分のストーリーを発表することを通して他人を巻

き込んで何かを動かしていくリーダーシップ感覚が高まったと考えられる。少人数であれグループの

中心として活動する機会を得たことで、リーダーシップの高まりを感じたと考えられる。「情報共有・

協力働きかけ意向の高まり」は、本ワークショップにおいて質問を対話形式で行い周囲の協力を得る

ことで、 成果物の内容をより良くできることを体感したためであると考えられる。また、「寛容・感

謝の気持ちの高まり」は、発掘作業においては対話相手がストーリー作りに伴走してくれたこと、共

有作業においては自分の感動ストーリーを聞き、さらに前向きなフィードバックを与えてくれたこと

によると考えられる。組織開発としての用途としては、主に率先行動の誘発が考えられる。どの企業

においても自ら考え自ら行動する人材が求められているが、感謝しながら周りを巻き込みリーダーシ

ップを発揮して仕事を進めていく人材の開発につながることとなれば、組織横断的に能力開発の手段

として活用できる可能性がある。また、自分だけで課題を抱えこむのではなく、周囲に早い段階で共

有をし、協力を乞う姿勢も持ち合わせれば、課題を早期に発見し皆で解決していくことができ、組織

開発として有効である。  

次に聞き手の側への効果について述べる。「感動箇所への理解度の高まり」は、相手の話を聞く中で

自分自身がどこに感動するのかを理解することができたと考えられる。「相手を受け止める土壌・信頼

関係の高まり」は、相手の話を聞くことで自分の中で相手への理解が深まり受け入れる土壌が自分の

中にでき、信頼関係を高めることになったと考えられる。組織開発としての用途としては、主にマネ

ジメント能力向上分野において活用できると考えられる。他者・チームメンバーを受け入れられる土

壌・懐の広さを培っていけば、多様なメンバーに対応しながら柔軟なチームマネジメント能力を身に

付けることにつながると考えられる。相手の話を聞く前に否定や批判をするのではなく、相手を受け

止めることができれば、幅広い知恵を拾い出すこともできるため、組織開発につながる。 

「周囲への興味・理解の高まり」は、これまで感動ストーリーを知らなかった者が本ワークショッ

プを行えば相手の本質的な部分に近寄ることができるため、周囲への興味・理解が高まったと考えら

れる。コメントでは、「その日初めて会った方々から聞いたストーリーが興味深かったので、同僚/チ

ームメンバーの感動体験も知りたいと思うようになった」とある。「周囲への協力意向の高まり」は、



本ワークショップにおいて自分が質問表を活用してストーリー作りを支援し、聞き終わった後にもフ

ィードバックを行うことが相手に有効であることを認識したことで、協力意向が高まったと考えられ

る。組織開発としての用途としては、主に組織コミュニケーションの観点において活用できると考え

られる。例えば、コーチングによるメンバー育成、周囲への協力度合いに応じた人事評価・非金銭的

インセンティブ制度の設計、組織の風通しのよさを梃子としたナレッジ共有につながる可能性がある。

いわゆる組織の壁を低くする・なくすための手段の一つとして、色々な部門の人たちが混合した形で

本ワークショップを経験することが有効と考えられる。 

その上で、話し手としての立場・聞き手としての立場、自己への効果・他者への効果の2×2にて、 

結果として組織開発へどのような意味合いがあったのかを、帰属意識の高まり、相互での協働意向の

高まり、仕事へのモチベーションの高まりの3つの観点から主観評価した。 t検定の結果を表4に示

す。 

 

表 4：組織開発における主観評価の比較 

 

 

表 4 e)結果としての組織開発への意義にあるように、「帰属意識の高まり」について、冷静な記述

と感動 WS スタイルの平均点の差が統計的に有意か確かめるために、有意水準 1%で両側検定の対応の

あるt検定を行ったところ、t(47) = 3.64, p<.01であり、2つの平均点の差は有意であることが分

かった。また同様に、「相互での協働意向の高まり」についてはt(47) = 3.55, p<.01、「仕事へのモ

チベーションの高まり」についてはt(47) = 3.58, p<.01となり、それぞれ有意であることが分かっ

た。自分自身の感動ストーリーをチームとの対話を通して発掘し、相互に共有し、フィードバックを

お互いに提供することで、 職場への帰属意識が向上し、相互に協働する意向が高まったと考えられ

る。仕事へのモチベーションの高まりは、自分の感動ストーリーを振り返ることで仕事の本質的な価

値を再発掘することができたことのみならず、仕事が行われる職場や同僚メンバーといった仕事環境

e) 結果としての組織開発への意義

帰属意識の高まり 相互での協業意向の高まり

冷静な記述 感動WS 冷静な記述 感動WS

平均 3.40 4.04 平均 3.54 4.15

分散 0.93 0.72 分散 0.89 0.64

観測数 48 48 観測数 48 48

自由度 47 自由度 47

t 値 3.64103 t 値 3.54629

 P(T<=t) 両側 0.0007  P(T<=t) 両側 0.0009

有意差あり 有意差あり

仕事へのモチベーションの高まり

冷静な記述 感動WS

平均 3.50 4.06

分散 0.85 0.66

観測数 48 48

自由度 47

t 値 3.57624

 P(T<=t) 両側 0.0008

有意差あり



自体への信頼も高まったことで、仕事へのモチベーションが向上したと考えられる。具体的なコメン

トでは、「ポジティブな噂話手法を通じて、通常はなかなか聴く機会のない賛辞をもらうことができ、

また前向きに業務に取り組み成果を上げたいという気持ちが生まれた」とある。多くの企業が従業員

満足度の向上や社員モチベーション、あるいは協働意識・帰属意識を高めようと物理的な職場環境整

備への投資や社員同士の承認・感謝の見える化などに費用をかけることが主流である中で、本ワーク

ショップは多額の費用をかけずにこれらの目的を達成することができるアプローチとして有効である

可能性がある。  

日本能率協会[36]による、日本企業 480 社を対象とした組織・人材領域で重視する課題のトップ 3

は2017年、2018年、2019年の3年連続で「管理職層（ミドル）のマネジメント能力向上」、「次世代

経営層の発掘・育成」、「組織風土（カルチャー）改革、意識改革」となっている。 管理職層のマネジ

メント能力向上は、もちろん頭脳の聡明さ・課題解決能力が必要であることに加えて、チームマネジ

メント力やリーダーシップによる率先行動といった要素も不可欠であると考えられる。三幕構成をベ

ースにした質問を通してチームメンバーの意見を引き出し、コーチングを通して育成するマネジメン

ト能力の向上に役立つと考えられる。また、次世代経営層の発掘・育成では、まずそれぞれの社員が

どのような人物であるかを知る手段が必要である。表面的ではなく深層の箇所まで個々の内的動機を

理解することができれば、次世代経営者を発掘し、それぞれの動機にあった形で選抜・育成も可能で

あると考えられる。組織風土改革では、組織間の風通しのよさという言葉で表現される組織コミュニ

ケーションの課題が考えられるが、この領域においてもお互いに協力し合い情報をさらけ出しナレッ

ジ共有する風土や仕組みが推進されることで、改善に向かうと考えられる。その意味からも、制度設

計により一律に管理するのではなく、個々の従業員同士を契機とした感動の発掘・共有ワークショッ

プを通して組織開発を行うことも一つのやり方であると考えられる。  

今後の課題としては、本プログラムを企業のチームの文脈にて実施する余地が残されている。例え

ば新入社員の集合研修で実施する場合と経営層で実施する場合でどのような差があるのかといった階

層別での研究や、企画部門と運営部門での違い、あるいは、より長い時間軸でみた場合にどのような

効果が出るのかといった研究も行う余地がある。さらに今後の課題として、本ワークショップを通し

て誰しもが感動の提供者となれると考えられるものの、これを具体的なイノベーションの文脈で製品・

サービス・新規事業開発につなげるアプローチも不足している。また、ワークショップ自体の改善点

としては、リモートワークが加速する中で対面では伝わりきらない感情表現をいかに取り込めるかは

課題である。ワークショッププログラムの際には、個々の参加者間で考える時間や記述する際の時間

の長さが異なるため、時間配分を徹底できる管理方法も検討する余地がある。加えて、一般的には、

手法の有効性を検証するためには、冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有手法を一対比較すること

が望ましい。しかし、本研究は、冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有手法を順に行った場合の有

効性を示したに留まっている。冷静な記述と感動ストーリー発掘・共有手法をそれぞれ独立に行なっ

て一対比較し本手法の有効性をさらに明確化することは今後の課題である。なお、組織開発に関して

は様々なワークショップがあり、本ワークショップがそれらと比較して有効性が高いかの検証は行え

ていない。また、既存の他のワークショップと本ワークショップを組み合わせることで、有効性が高

くなるかの相乗効果の検証、および本発想手法の有効性における他者評価の分析も今後の課題である。 

 

4.5.総合考察 

 本研究では、まず、感動ストーリーの発掘・共有ワークショップが冷静な記述の場合よりも本提案



手法のナラティブ表現としてのアイデア発想において有効性が高いことを検証した。t 検定の結果、

流暢性、柔軟性、独自性、新規性のいずれにおいても感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの

方が有意に高かった。次に、本ワークショップが感動度の高い成果物を出せることを確認した。本ワ

ークショップの可能性として、人以外の事業や製品を対象とした創造手法への発展も考えられる。す

なわち、感動ストーリー起点の新規事業策定、マーケティング立案、製品やサービス開発イノベーシ

ョンも可能ではないかと考えられる。 事業や製品、サービスが有する感動ストーリーをSense、Think、

Act、Relate の観点から見直し、ディスカッションを通して発掘を行い、顧客や従業員に対して三幕

構成を通して価値を共有することができる可能性がある。例えば消費財メーカーにおいては、製品自

体の機能改善を追求するだけではなく、製品を手に取ってから購入し廃棄するまでのライフサイクル

に対し、三幕構成に基づいて感動要素を埋め込んでいくことも考えられる。その過程では感動ストー

リーを発掘する手助けを消費者が対話相手として行い、製品開発者と共にストーリーの発掘と共有作

業を共創していくことでイノベーションを生み出すアプローチが考えられる。最後に、本ワークショ

ップが組織開発に有効であることを確認した。仕事におけるモチベーション所在箇所の確認やキャリ

ア形成において大切にすることの発掘という個人の側面、およびチームビルディング、帰属意識の向

上といった組織の側面の両面から今後、より広範な組織課題解決に向けた検証を行い、体系化を行う

ことも課題である。 

 

5. おわりに 

本研究では、冷静な記述の場合と、感動ストーリーの共有・発掘ワークショップを用いた場合との

評価比較を行い、感動ストーリーの発掘・共有ワークショップの有効性を検証した。すなわち、本ワ

ークショップがアイデア発想に有効であること、創出されるストーリーの感動度が高くなること、そ

して組織開発に有効であることを確認した。今後は、より広範囲の産業に属する企業において本ワー

クショップを適用し、製品開発や事業イノベーション手法として応用していくことによって、感動創

造経営研究の進展に寄与していきたい。 
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付録資料 

 

アンケートのご協力お願い：チームワーク、アイデア発想、感動度の違いについて No

匿名で構いません （比較分析のために、個人情報が取れない範囲での付番をしております）

以下の質問それぞれにあてはまる番号をお書きください。

■ ご自身がストーリーを発掘し、共有した際のことをお聞かせください

冷静な記述 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップ手法

それぞれ1-5で回答してください（1 全くそう思わない、2 ややそう思わない、3 どちらともいえない、4 ややそう思う、5 とてもそう思う）

1 ストーリーのアイデアを発想しやすかったですか

2 多視点でのストーリーのアイデアが発想できましたか

3 重複しない（類似していない）ストーリーのアイデアが発想できましたか

4 新しいストーリーのアイデア（今まで思いつかなかったアイデア）が発想できましたか

5 ストーリーを体験する人の気持ちが理解できましたか

6 ストーリーは感動的でしたか

■ ペアになった相手のストーリーを聞いた際のことをお聞かせください

冷静な記述 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップ手法

（最初に2人のみで聞いた時の話） (4人になって聞いた時の、最初のペアの相手の方の話)

それぞれ1-5で回答してください（1 全くそう思わない、2 ややそう思わない、3 どちらともいえない、4 ややそう思う、5 とてもそう思う）

7 その方のストーリーは感動的でしたか

■ 各手法による効果をお聞かせください

冷静な記述 感動ストーリーの発掘・共有ワークショップ手法

（最初に2人のみで聞いた時の話） (4人になって聞いた時の、最初のペアの相手の方の話)

それぞれ1-5で回答してください（1 全くそう思わない、2 ややそう思わない、3 どちらともいえない、4 ややそう思う、5 とてもそう思う）

8 自分が仕事のどのあたりにモチベーションがあるかを認識できた

9 今後の仕事やキャリアで大切にしたいことが明確になった

10 自分への自信が高まった 

11 自分が感動するポイントを理解でき、他の人の仕事への興味が高まった

12 自分の中で相手を受け止める土壌が高まり、同僚/チームメンバーとの信頼関係が高まった

13 同僚/チームメンバーに働きかけることや、リーダーシップを取りやすくなった

14 同僚/チームメンバーに、情報を共有、相談や協力を求めやすくなった

15 同僚/チームメンバーに、寛容、感謝の気持ちを持てるようになった

16 同僚/チームメンバーに、興味を持ち、理解を深めることができた

17 同僚/チームメンバーの相談に乗る、協力をしたいと思うようになった

18 同僚(職場)/チームメンバーへの帰属意識が高まった 

19 同僚/チームメンバーと、より協力・協働しようと思った

20 仕事へのモチベーションが高まった

以上、貴重なお時間を大変ありがとうございました。



 

図：今泉ら[26]による発想法の有効性検証のための基準 

 
 

(2020 年 07 月 28 日受付) 

(2020 年 12 月 26 日採録) 

1. 流暢性：アイデアを発想しやすかったですか 

流暢性の評価は、アイデアの発想のしやすさを評価する。被験者が発想技法毎にアイデアの発想のしやすさを 5 段階で評

価し、その結果を評価値とする。なお、数字が高いほどアイデアが発想しやすいことを示す。 

2.  柔軟性：多視点でのアイデアが発想できましたか 

柔軟性の評価は、多視点でアイデアの発想ができたかを評価する。被験者が発想技法毎に多視点でアイデアの発想ができ

たかを 5 段階で評価し、その結果を評価値とする。なお、数字が高いほど多視点でアイデアの発想ができたことを示す。 

3.  独自性：重複しない（類似していない）アイデアが発想できましたか 

独自性の評価は、重複しない（類似しない）アイデアが発想できたかを評価する。被験者が発想技法毎に重複しないアイ

デアを発想できたかを 5 段階で評価し、その結果を評価値とする。なお、数字が高いほど重複しないアイデアの発想がで

きたことを示す。 

4.  新規性：新しいアイデア（今まで思いつかなかったアイデア）が発想できましたか 

新規性の評価は、今まで思いつかなかった新しいアイデアを発想できたかを評価する。被験者が発想技法毎に今まで思い

つかなかった新しいアイデアを発想できたかを 5 段階で評価し、その結果を評価値とする。なお、数字が高いほど新しい

アイデアの発想ができたことを示す。 


