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巻頭言  

 

『教育のための TOC 研究と事例』創刊にあたって  

 

Starting our journal TOC for Education -- Research and Case Studies -- 

 

高須昌子 （Masako Takasu）  

東京薬科大学生命科学部  教授     takasu@toyaku.ac.jp 

 

この度は、『教育のための TOC 研究と事例』の創刊号を発行することができました。

原稿を書いてくださった著者の方々、査読をいただいた方々、編集をしてくださった

方々、そして、この雑誌を応援して下さる方々に、編集長として深くお礼申し上げます。  

 

１． この雑誌の目的  

 学術雑誌『教育のための TOC 研究と事例』を刊行する目的は３つある。  

 第１の目的は、TOCfE（教育のための TOC, Theory of Constraints for Education）

1)2)の理論や実践に関して、情報交換を促進することである。年に１度開催される

TOCfE のシンポジウムで素晴らしい事例が紹介されているが、時間が限られていて、詳

細まで踏み込めないこともある。この雑誌では、シンポジウムの事例をより詳しく、背

景や理論も含めて説明する記事を掲載することができる。  

また、シンポジウムでは講演件数が限られている。採用されなかった事例の中にも、

他の人にとって参考になる内容があるだろう。そのような記事も雑誌に掲載できる。  

 これまでのシンポジウムにおける事例発表は、その大部分が動画で保存されていて視

聴できる。しかし動画を見るには時間がかかる。文字情報ならさっと全体を見ることが

できるので、時間が足りない人、文字情報が得意な人にとってジャーナルが役立つと期

待できる。  

 この雑誌の第２の目的は、学校教育の仕事に携わる人に TOCfE をより広めることで

ある。TOCfE はアメリカの教育者によって始められている。日本では企業に勤務する人

が多い。もちろん、教育は学校に限らず、あらゆる場所で行われる。人生ずっと学ぶプ

ロセスである。しかし子供の頃の学校教育は大きなインパクトがあり、ぜひ学校教育の

関係者に現在よりも、もっと広めたいところである。認定プログラムの運営の会議でも

「日本ではなぜ学校関係者の参加者が少ないのか」という声が聞こえる。特に校長、教

頭、教育委員会など指導的立場にある学校教員は、文書を読むことが得意であり、論文

を書くことが業績になるので、学術雑誌に興味を持つことが多い。そういう方々が

TOCfE のよさをもっと知るようになってほしい。知人で都立の高校教員をしている人に

よると、研修リストの中から所定の単位を選ぶ仕組みがあるらしい。その研修リストに

TOCfE も含まれるようになると嬉しい。  

 第３の目的は、TOCfE を研究分野として確立することである。TOCfE の３つのツー

ルを使って、仕事や学業や人生をよくする人は大勢いるだろう。使っているうちに、ツ
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ールをカスタマイズし、改良したいと思う人もいるかもしれない。さらに学問分野とし

て体系化する人も出てくるだろう。  

 TOCfE が研究分野として確立されたら、さらに、どこかの大学に TOCfE 講座（研究

室）あるいは TOCfE センターか研究所が誕生するかもしれない。そんなことも楽しみ

にしている。  

 私が大学３年生のときに、自分の分野の学会誌を初めて手にとり、どきどきしたのを

覚えている。そんな、わくわくするような雑誌になると嬉しい。  

 

２． 雑誌の刊行の経緯  

 2015 年に、TOCfE 関係の会合で若林靖永先生（教育のための TOC 日本支部理事長、

京都大学）とお話をしていたときに、「TOCfE の学術雑誌があるといいですね」と申し

上げたことがある。当時、私は TOCfE の夏の認定プログラムの講師としてブランチを

教えることになり、TOCfE の活動についても考えていた。  

私は 2014 年から 2016 年にかけて、日本物理学会誌と高分子学会誌の編集委員を担当

していた。2015 年は、学術誌編集の様子が少しわかってきた頃であった。  

 その会話の際に、若林先生から「それはいいですね」とご賛同いただいたことを覚え

ている。2016 年 1 月に若林先生から「学術誌を刊行することが理事会で決まりました」

とメールをいただいた。意見を取り上げてくださって、ありがたい。最初に提案したと

き、私は編集委員を担当することは想定していたのだが、若林先生から編集長を仰せつ

かった。ややびっくりしたが、言い出した責任もあるので、お引き受けすることになっ

た。  

 

３． 編集の仕事  

 この学術誌の編集の仕事は、これまで経験した学会誌の編集委員の仕事と比べて、違

う点もある。私が担当した学会誌では、専任の事務局の方がいらして、てきぱきと進め

てくださる。仕事が遅いと、笑顔で催促してくださる。TOCfE 日本支部はまだ小さい団

体なので、専任の事務局はなく、自分たちで本業の傍ら進めていく必要がある。創刊号

発行に当たっては、委員の皆さんが忙しい中がんばって下さった。  

 

４． 今後の計画  

 編集委員会では、今後の記事案もいくつか出ている。テーマを決めて数本の記事を集

める企画シリーズも誕生する予定である。これからも皆様に、著者として、査読者とし

て、読者としてご協力いただければ幸いである。  

たまたま初代編集長を担当することができて光栄である。この学術誌が、TOCfE 日本

支部の発展の一助となることを期待している。  

 

参考  

1) 教育のための TOC 日本支部  http://tocforeducation.org/  

2) TOC for Education, Inc.  http://www.tocforeducation.com/Home.html  
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創刊号によせて  

TOCfE 会長 キャシー・スエルケン  

            

“Knowledge should be  pursued,  I  bel ieve,  to  make our world better —to make l i fe  more  

ful f i l l ing .  “   Dr.  E l iyahu M. Goldratt ,   Introduct ion to  THE GOAL  

「世界をより良くするため、そして、人生をより豊かなものにするために知識は探求され

るべきである  と私は信じている。」  

――  エリヤフ・ゴールドラット  『ザ・ゴール』序文  

 

As  an educator,  I  feel  a  k inship with Japan that  l ike ly  began in a  c lassroom when 

teaching wo rld cultures  to  11 -14 year  o lds  in  the 1990’s .  Having s igni f icant ly  studied 

your culture to  share i t  with my students,   I  would te l l   them that  I  had read that   in  

Japan the people are considered to  be i ts  most  important  resource and therefore there 

is   a  strong emphasis  on educat ing  youth.   

1990 年代に、教師として 11 歳から 14 歳の子供たちに世界史の授業を教えていた時か

ら、私は日本に親しみを持っていました。日本の文化をよく勉強して、「日本では人が最

も重要な財産だとみなされているので、若者の教育に重点が置かれているんですよ」と生

徒に話していたものです。  

 

These percept ions were conf irmed   when I  met  Yuj i  K ish ira  in  2010 who,  having  

experienced   extraordinary  results  us ing Theory  of  Constraints  ( TOC)  to  create win-

win so lut ions in business  and government ,    was determined to   help  un leash the 

potent ia l  of  Japan’s  grea test  resource through TOC for  Educat ion (TOCfE) .  

この理解が正しいと確認できたのは 2010 年のことでした。ビジネスや行政の分野で TOC

（制約理論）を活用し、ウィン -ウィンのソリューションで目覚ましい成果を出していた

岸良裕司氏に出会ったのです。彼は教育のための TOC（TOCfE）を通じて、日本の最も素

晴らしい財産である人の可能性を解き放つため、一肌脱ごうと決心しました。  
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Yuj i   had noted the extraor dinary  results  TOCfE  was achiev ing  worldwide  in  

educat ion through a ppl icat ions to  student  behavior,  curr icu lum del ivery  a nd school  

management .    Moreover,    we were breaking new ground through innovat ive 

appl icat ions in pr isons,  sports ,  dys lex ia,   aut ism and many other  specia l i zed areas 

because TOCfE  provides   s imple,  concrete  thinking and communicat ion tools   that  

educate  people of  ages and sk i l l  levels  to  remove the obstacles  that   l imit  their  

potent ia l .   TOCfE training mater ia ls  and methodologies  meet  universal ly  held Academic 

Standards and Be nchmarks and work   to  enhance other  ‘best  pract ices . ’    

岸良氏は、学生の生活指導、カリキュラムの展開、学校の運営といった教育現場に TOCfE

のアプリケーションが適用され、世界中で目覚ましい成果を出していることに着目しまし

た。さらに、刑務所、スポーツ、失読症、自閉症やその他の特殊な分野へ、画期的な適用

がされていきました。なぜなら、TOCfE は様々な年齢やスキルレベルの人たちを教育する

ために、シンプルで理解しやすい考え方とコミュニケーションのツールによって、人の可

能性を妨げている障害を取り除くからです。そして、そのトレーニング方法は  一般的な

教育水準やベンチマークを満たし、他のベストプラクティスを強化できるのです。  

 

In  2011,  I   had the honor to  introduce TOCfE in Japan  to  a  large  ec le ct ic  audience 

represent ing not  only  educat ion and business  profess ionals  but  a lso  parents  and 

chi ldren.   During that  tra ining -  and s ince-  I  have witnessed f i rst -  hand the Japanese 

commitment  to  educat ion   of  which I  spoke  so  long ago  to  my middle  school  students .    

You br ing that  commitment to  l i fe  through the  pass ionate,  inspi r ing ef forts  you put  to  

the task.   These efforts  represent   ‘ the pursuit  of  knowledge’   fo r   a  purpose as  our  

founder envis ioned and i t  is  a  purpose jo int ly   shared by your TOCfE world wide family  

located in more than 20 countr ies  on s ix  cont inents .    Thus,  we very  much value the 

shar ing of   your  vast  body of  case studies  and ins ight s   in  many areas of  experience as  

exempli f ied in this  journal .   They jo in those  shared by your  internat ional  TOCfE fa mily   

for  the purpose of   prepar ing people to ach ieve a meaningful ,  ful f i l l ing l i fe  where they 

reach their  ful lest  potent ial .  

2011 年に私は光栄にも日本に招かれ、教育やビジネス分野だけでなく、親や子供の立場

として来た人たちを含め、大勢の参加者に TOCfE を教えることができました。その時か

ら、昔私が中学校の生徒たちに話していたような、日本の人々が教育にコミットしている

様子を目の当たりにしてきました。皆さんは情熱的で素晴らしい努力を教育の取組みに注
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がれています。その努力は、この団体の創始者の目的を達成するための「知識への探求」

を表しているのでしょう。それは６つの  大陸と２０か国以上という世界中の TOCfE ファ

ミリーと共有されている目的でもあります。日本の皆さんの様々な分野における事例や知

見がこのジャーナルで多く取り上げられ、公表されることは本当に価値のあることだと思

っています。人が最大の可能性を引き出し、より充実した豊かな人生にするために、ここ

に載せられた記事は、世界中の TOCfE ファミリーが蓄積してきた事例や知見の新たな一

つに加わることでしょう。  

 

 

Kathy Suerken  

President,  TOCfE  

Nicevi l le ,  F lor ida ,  USA  

January  2019 

  

キャシー・スエルケン  

TOCfE 会長  

ナイスビル、フロリダ  

2019 年 1 月  

 

（翻訳：濱野繭子）  
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論文 

 ブランチの活用をめぐる２つのアプローチ —原因志向と解決志向— 

 

Two approaches in utilizing the BRANCH – Cause based vs. Solution based – 

 

若林 靖永 

京都大学経営管理大学院教授 

waka@econ.kyoto-u.ac.jp 

 

要約 

教育のためのTOCのブランチは因果関係を図解化するものであり、それは原因志向であること

を確認する。その上で原因志向の意義と制約について検討することを通じて、それとは正反対

の「解決志向」を提示し、ブランチを活用する上で２つのアプローチがあることを提案する。 

 

The branch of TOC for education is an illustration of the causal relationship and confirms 

that it is “Cause-based”. Furthermore, by considering the significance and constraints 

of “Cause-based”, we propose "Solution-based" opposite to that, and suggest that there 

are two approaches to utilizing the branch. 

１ 問題の設定 

 

 教育のためのTOCのブランチはきわめて強力な思考ツールである。その強力さは驚くべきであ

って、ありとあらゆる領域の知識について、世界中のさまざまな年齢や個性を持つ人々にとっ

て有用な知識を生み出す思考を促進支援する。このようなブランチの強力さは因果関係に注目

している点に起因する。この因果関係を軸に思考を発展させていくブランチは、それゆえにそ

の活用の難しさ、制約があるのではないかという論点について考察をすることが本稿の目的で

ある。 

 

２ 原因志向のブランチ 

（１）ブランチの要点 

 

 教育のためのTOCのブランチは、ものごとを論理的、科学的、批判的に理解する（それぞれ厳

密には異なることに留意）上で基本となる、原因と結果の関係を明示的にしようとする図解ツ

ールである。 

 国際認定プログラム公式テキスト『TOCによる学習のつながり』（2017年）の指摘にそってブ

ランチの要点をまとめてみる。 

 

 「ロジック・ブランチ」は、出来事、概念、主張間の原因とその結果を調べるための、１つ

の分析法です。（12ページ） 
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 ブランチは因果関係を図解化する。 

 

 断片的な情報の間に関係が見えるのであれば、それは、その内容をロジック・ブランチを使

って教えることができることを意味します。（15ページ） 

 

 ばらばらな情報の間に因果関係が見いだせる場合、それはブランチで図解化して示すことが

できるし、そうすることで、つながりが目に見えるようになる。 

 

 情報に含まれている重要な出来事を構造化し、順序立て、議論するための図解ツールとして

のロジック・ブランチを活用することで、さらなる分析のフレームワークともなります。（19

ページ） 

 

 ブランチを使ってつくられた因果関係のつながりの図が、さらにものごとを考える出発点に

なりうる。 

 

 最初のステップとして、ロジック・ブランチのプロセスでは、図のアプローチを作って記述

されている情報を整理し、つなげ、これをその後の分析に活用していきます。プロセスの次の

ステップでは、「なぜですか？」というシンプルな質問をします。この質問により、生徒が一

つの文が次の文になぜつながると思うのかを論理的に見つけ、表現する能力を育てます。これ

らの過程は推論です。推論とは、「もし…ならば」と「結果として」のつながりの間に暗示さ

れる論理的な説明のことです。（27ページ） 

 

 ブランチを使ってつくられた因果関係のつながりの図に注目することで、「推論」をすすめ

ることができる。 

 

 ロジック・ブランチを通して文章を分析すると、生徒は、授業で意図されたメインの主張、

一般的な概念、その他の結論を自らの力で導き出し、発見できるようなやり方で情報をつなげ

（結びつけ）、土台をつくることができます。こうすることで、生徒は孤立した事実を記憶し

なくてはならない代わりに、このつながりを介して学習目標を覚えていることができます。（56

ページ） 

 

 ブランチを使うことで、ばらばらの情報をひたすらに暗記するのではなく、つながりをもっ

た情報として理解することができる。 

 

 ロジック・ブランチは生徒が既存の情報や主張をつなげて説明するための「ちゃんと考える」

ツールであり、また、生徒の創造的思考スキルを引き出し、発展させるためにも使われます。

これまでと同じ因果関係による分析を、今までとは違った結末、成果、パターンを作り上げる

ために活用することができます。（59ページ） 
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 既存の知識を学ぶためにブランチが使われるだけではなく、その図解された内容のなにを変

えたら結果（未来）が変わるのか、創造的思考を導くことができる（ネガティブ・ブランチ）。 

 

 ロジック・ブランチのプロセスによって、生徒は自分の行動が引き起こした結果を深く考え、

ネガティブな結果を引き起こさないように自らの変化を主導し、ポジティブな結果と、これま

でとは違った行動パターンを生み出します。（62ページ） 

 

 なにが原因でどういう結果が生じるかということが生徒本人によって明らかにされ、納得す

れば、自らどうすべきか、自ら考えて行動を変えることになる。 

 

 発展途上のスキルも既存知識も、大きく異なる二人の生徒は、協力し、集中して、それぞれ

の発達段階に見合ったやり方で学習目標を達成することができました。そこでは図解ツールの

視覚的な特徴と口頭的な特徴の両方を使いました。（66ページ） 

 

 ブランチは生徒それぞれの理解の程度や仕方を見える化するので、理解が不足している部分

を明示的に補うことを通じて、多様な知識水準や理解の生徒でも共同して学習することができ

る。 

 以上をまとめると、①ブランチは因果関係を図解化する、②因果関係を図解化することでブ

ランチは推論をすすめる、③ブランチは実生活との関連、創造的思考、責任ある意思決定、多

様な状況に関連して、教育を改善する、と言うことができる。 

 

（２）現状ツリー（CRT） 

 

 教育のためのTOCの国際認定テキストは、教育関係者が子どもを対象に授業や生活指導を行う

などを想定して、それに役立つツールを学ぶように作成されている。したがって、ブランチは

まず、授業時に活用されて、学習内容を理解し、学習目標を達成することにつながることが示

されている。すなわち、学習する内容においてとりあげられている情報がばらばらではなく、

因果関係のつながりをもって理解できるようになり、それをふまえて推論を通じて新たな知識

を生み出して理解を深めるようになる。 

 このようにブランチは出来事などを因果関係でつながりのあるものとして理解する、分析す

るということを助けるものである。そこで、ある問題のある状況に対して、それを生み出すこ

とになっている原因を明らかにすることもできる。このようなブランチをTOC思考プロセスでは

「現状ツリー（Current Reality Tree: CRT）と呼ぶ1。 

 現状ツリーの特徴は、問題であると考える現象をつなげて、それぞれの問題をばらばらに考

えるのではなく、深刻な問題を引き起こしている原因を探っていき、「現状の問題の構造」を

明らかにする点にある。現状ツリーをつくることによって、表面的な問題現象に注目するので

はなく、その背後にある原因を探求することになる。現状ツリーをつくることによって、複数
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の問題現象をばらばらにとらえるのではなく、それらをつなぐ関係を見いだして、これらの問

題現象全体に影響を与える根本的な原因を探求することになる。 

 

（３）未来現実ツリー（FRT） 

 

 上記の現状ツリーを作成することで問題の構造が明らかになり、問題現象を引き起こしてい

る原因が明確になる。明らかになった原因を取り除く、変える対策をとることで、結果として

問題現象が消える。代わりに「望ましい現象」が広がっていく。このようにして原因への対応

策を起点にして結果として「望ましい現象」が展開されていくというブランチのことを「未来

現実ツリー（Future Reality Tree: FRT）と言う2。 

 未来現実ツリーの特徴は、個々の表面的な問題現象に対応するのではなく、それらを引き起

こしている原因に注目して、多くの問題現象をまとめて解決するという点にある。これは現状

ツリーをつくるから可能になる。 

 しかしながら、作成された未来現実ツリーの因果関係の図を一つひとつ見ていく中で、原因

への対応として取り組んだ新たな行動が新たな問題現象を生み出していることが見いだされる

かもしれない。これをネガティブブランチと呼ぶ。ネガティブな結果が引き起こされる可能性

が確認されたのであれば、それを生み出す原因、仮定について推論し、それを取り除く対応策

を追加すれば、ネガティブな結果を消すことが可能となる。このようにして問題現象が起こら

ないような手当を施してより洗練された未来現実ツリーに改善することができる。 

 

（４）「ミステリー分析」 

 

 ブランチの応用として、失敗を学びに変える方法論である「ミステリー分析」も開発提案さ

れている3。これはつぎの７ステップで構成されている。 

 

ステップ１ 問題は何かを確認する 

ステップ２ もともとの思惑を確認する 

ステップ３ 何をやったのかを確認する 

ステップ４ 実際に起きてしまったことを確認する 

ステップ５ 思ったようにいかなかった原因を考える 

ステップ６ 原因の解消策を考える 

ステップ７ 解消策で状況がどう変わるか考える 

 

 これらのステップは、起こるだろうと思ったことが起こらない、うまくいくだろうと思った

ことがうまくいかない、これはミステリー（ナゾ）だということで、その理由と対策を考えよ

うという方法論である。ステップ１はまず、ここにミステリーがあることを確認している。ス

テップ２はそもそもなにが起こると期待していたのか、目的・予想を明確にする。ステップ３

は、ステップ２の目的・予想が起こるだろうと思って、やったことを明確にする。ステップ４

は、ところがステップ２の目的・予想とはずれてしまった、実際の結果を明確にする。いよい
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よここでブランチを使った推論である。ステップ５で、なぜその行動がステップ２で確認した

目的・予想を生み出さなかったのか、なぜその行動がステップ４で確認した結果を生み出した

のか、その理由・原因を探求する。ステップ５で原因が特定できれば、あるいは原因について

の仮説が立てられれば、それにもとづいてステップ６で原因の解消策、原因を取り除く方法に

ついて検討する。最後に、ステップ６で考えた原因の解消策を実行することで、どのような結

果が起こるかを検討する。ステップ２での目的・予想を本当に実現するだろうか、ステップ２

での目的・予想を実現する以外に新たな状況をもたらさないか、などについて検討する。 

 これらの７ステップをすすめれば、失敗すればするほど私たちは多くを学び、私たちの目的

を達成できるように学習・成長することになる。 

 

３ 原因志向の意義と制約 

 

 現状ツリーも未来現実ツリーも、その基礎にあるものは現象の背後にある原因を認識するこ

とである。原因という本質を認識することで、私たちはいまどうなっているかという現状につ

いての深い理解を獲得する。そして、原因を認識することができれば、原因を操作することを

通じて原因がもたらす結果を変える、望ましくない結果を予防し、望ましい結果を実現するこ

とができるようになる。因果関係でものごとをとらえるということは、私たちの可能性を広げ

るということなのであり、私たちの未来を変えることである。 

 このように決定的な意義のある原因志向であるが、だからといって容易なアプローチである

のではなくさまざまな困難や懸念がそこには存在する。網羅的かつ重要なもののすべてを挙げ

るわけではないが、いくつか代表的であると思われる課題を挙げてみよう。 

 第１に、原因や結果ととらえている、それぞれの内容の特定が難しい。これは教育のための

TOCの「ちゃんと考えるための４つの問い・チェック項目」のうちの前半２つ、明瞭性の懸念と

存在の懸念に関連する。因果関係のつながりをつくっていく、検討分析していく以前の問題と

して、それぞれの内容をどのようにとらえるか、が異なることで、異なる因果関係モデルにな

ってしまうのである。厳密に言えば、これは原因志向だけにとどまる困難性ではなく、ものご

とを認識する際の一般的な困難性・恣意性と言ってもよい。 

 第２に、原因と結果の間に、多くの関連するつながりがあったり、長い時間がたった後の結

果であったりすると、原因と結果の間の「直接性」が明瞭でなくなり、そのため、本当に原因

なのかがはっきり言うことが難しくなるという困難性がある。水道の蛇口をひねったら水が出

る、などの因果関係を通じて乳幼児は世界を認識する。このように原因と結果が直接的で、か

つ、時間的にも連続している場合は、因果関係があるという認識は容易である。しかし、地球

全体の環境システムや気象現象のような、巨大かつ多数の要因が関係する因果関係モデルを構

築することは容易ではない。また、長期の喫煙、間接喫煙がどのような害をもたらすか、など

の長期的影響を検証することも容易ではない。疫学的な大規模な長期間調査や、高度な計量経

済学的手法4など、こうしたケースについても、過度の単純化を戒めて因果関係の精密に検証す

る手続きの開発・研究がすすめられている。 

 第３に、人間を対象とした際、ある現象をもたらす原因はなにかということについての困難

性がある。たとえば、「ママが怒った」という結果を引き起こした原因について、しばしば「子
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どもがお皿を落として割ってしまった」というようなことが言われる。すなわち、子どもがお

皿を落として割ってしまったので、結果としてママが怒った、というものである。より厳密に

言うならば、「子どもがお皿をわってしまう」という現象を「観察」した結果として、「怒る」

という「反応」を行ったという因果関係のモデルである。 

 しかし、これについて、たとえばＮＶＣ（非暴力的コミュニケーション）のモデルである「Ｏ

-Ｆ-Ｎ-Ｒ」で捉え直すならば、次のようになる。 

① ママは、子どもがお皿を落としてわってしまったことを見る（観察） 

② ママは、それを認識して、悲しみ、失望、そして怒りの感情を抱く（感情） 

③ ママは、子どもに立派であってほしい、立派な子どもを持つ母親でありたい、などの要

望を持つ（ニーズ） 

④ ママは、子どもに怒ることで、子どもが立派になるよう要求する（要求） 

 別の例を挙げて考察してみよう。自分が人前に出ると話せなくなるという問題現象に悩んで

いる場合、たとえば、そうした問題行動を引き起こす理由・原因は、子どものころ、人前で何

かをやってみたとき大失敗をして周りの人たちに馬鹿にされて大いに傷ついたという過去の事

実・経験にあると考える場合がある。精神分析のアプローチとしては、人が抱える深刻な悩み

は過去のトラウマ（過去の衝撃的な出来事によって、それに囚われ続けているという心的外傷

のこと）に原因を求めるというものがある。 

 これに対して、アドラーは、人の行動が引き起こされるのは何らかの意図・目的があるから

であるという目的論を主張している。このモデルでは、自分が人前で話せないという行動は、

そうしたい、そうしようという意図・目的があるからであるということになる。たとえば、人

前に出て話せないという態度・行動をとれば、恥をかかない、人から評価されない、これ以上

人から要求もされない、人からかわいそうに思ってもらえる、と期待・要望しているのではな

いか。つまり、恥をかかない、人から評価されない、これ以上人から要求もされない、人から

かわいそうに思ってもらえるために、人前で話せないという行動を選択していると考えるので

ある。 

 このように人の行動という結果について、何らかの他の現象が原因であるという見方と、本

人の意図・目的が原因であると見方がありうる。教育のためのTOCの公式テキストではいずれも

認めていてどちらが正しい、望ましいなどということは特に指定はしていない5。どちらの因果

関係の理解をすることも可能であるが、どちらの解釈を採用するかで、何が問題か、だからど

のような対策を考えるべきかという考察は大きく異なることになる。これは重大な違いなので

ある。 

 第４に、第３の困難性と関連して、つまるところ、人の問題は原因の特定が難しいという困

難性がある。たとえば、「いつも朝寝坊して遅刻する」という問題現象の原因は何だろうか。 

 人間は生物学的存在であると同時に社会的存在である。「寝坊」の原因は夜更かしして睡眠

不足であるからかもしれない。もしかしたら睡眠時無呼吸症候群等の病気が原因で慢性的睡眠

不足に陥っているかもしれない。うつ病などが原因かもしれない。目覚ましが壊れて、あるい

はセットし忘れてアラームが鳴らなかったからかもしれない。自分に甘くて規律が守れないと
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いう自分の性格が原因かもしれない。朝会社に行くのが面倒でいやだからかもしれない。他に

もいろいろな原因がありうる。これらのうちのどれかが原因かもしれない。また複数の原因が

組み合わさっているのかもしれない。このように、人の慢性的な、日常的な習慣や問題現象に

ついては、何が問題かを明確にすることはとても難しいことなのである。 

 

４ 解決志向 

 

 そこで、今回、紹介したいアプローチが SFBT（solution based brief therapy: 解決志向ブ

リーフセラピー）である。このアプローチはスティーブ・ディ・シェイザーとインスー・キム・

バーグらによって 1980 年代半ばにブリーフセラピー（短期療法：比較的短期間で効果的に問題

の解決をみる心理療法の総称）の一手法・一流派として生まれた6。 

 代表的な例をいくつか挙げよう。第 1の例として、ある夫婦が毎晩夫が仕事から帰宅した直

後に口論になるというケースを取り上げる。ここでなぜ毎晩口論になるかは掘り下げない。い

つも問題が起こるときに自分が繰り返すパターンはなにかを問いかける。くりかえすパターン

が分かれば、それを自分にできることで、変えてみる。たとえば、帰宅した直後にすぐに妻が

夫に話しかけるというパターンがわかったとしたら、「帰宅した直後」を変えてみるというの

を試してみる。たとえば、夫がシャワーを浴びて楽な服に着替えてから話しかけるというよう

に変えてみる。そうしたら口論は起こらなくなるかもしれない。このように、いつもの失敗パ

ターンから抜けだすために、いつもの問題との「関わり方」を変えてみるのである7。 

 第 2の例として、いつも夫婦げんかをしているケースを取り上げる。なぜ夫婦げんかがいつ

も起こるのかという原因は掘り下げない。そうではなくて、いつもの夫婦げんかが起きそうだ

ったのに、なぜかそうならなかったときはないかと考える。なぜかそうならなかったときに「な

ぜそうならなかったのか」ではなく、「なにをしたか」に注目して、それを実行する。たとえ

ば、「コーヒーとお菓子をいっしょにいただく」という行動をしたら、夫婦げんかを避けられ

たときがあると気がついたなら、とにかく、次はそれをやってみるのである。このように、成

功するパターンというものを見つけるというのが１つのやり方である8。 

 第 3の例として、さらにユニークな不思議なやり方を紹介しよう。深刻な課題を抱えて出口

がなくどうしようもないと完全に諦めているようなケースの場合、どこから手をつけたらいい

か、なかなかわからない。そこで使われる手法が「ミラクル・クエスチョン」である。「ミラ

クル・クエスチョン」は、たとえば、次のようなものである。 

 「これから変わった質問をします。今晩あなたが眠り、家中が寝静まっている間に奇跡が起

こるとします。それはあなたがここへいらっしゃることになった問題が解決するという奇跡で

す。でもあなたは眠っているので奇跡が起こったことを知りません。明日の朝、あなたが目覚

めるときにどんな違いから、奇跡が起こり、問題が解決したとわかるでしょうか9。」 

 驚くべき問いかけである。この問いかけでクライアント、訪ねられた人は、いま自分にとり

ついている苦悩をいったん忘れて、思考を飛躍させる。問題が解決すると生活がどう変わるか

を想像する。これは容易ではないかもしれないが、こうした思考の転換により、自分がめざす

目的地が見えてくる。このように問題が解決したときの具体的で明確なイメージ、すなわち、
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「ウェルコンフォームド・ゴール」がつくり出されれば、本人の行動が大きく改善されていく

ことになる10。 

 このほかにもさまざまな具体的な手法、面接技法等があるが、このような解決志向アプロー

チの特徴は、けっして問題行動の原因を追求しようとはしないということである。本人に原因

探しをさせないし、尋ねる側・支援者もけっして原因追求にフォーカスしない。原因探しは本

人をさらに苦しめることになりかねない。そうではなくて、実際的に問題を解決できればよい

と考えるのである。そのために解決志向は次の３原則で行動を見直す11。 

 

・いまやっていることに効果がなければ、なにか別のことをする。 

・行動を変えたあとの結果に注目する。 

・うまくいったらその行動をつづけ、うまくいかなかったら、またつぎの新しいことにトライ

する。 

 

 現在、この SFBT（解決志向）は、DV加害者への支援、問題行動をとる子どもや青年への支援、

学校、企業でのマネジメント12など幅広く活用されるようになっている。 

 最後に、やや無理があると思われる方もいるかもしれないが、解決志向もまたブランチ（広

義の因果関係）であると主張したい。ブランチは因果関係でものごとのつながりをとらえてい

くものであるから、まず、それは問題現象を生み出す原因はなにか、原因志向という特徴を持

っていた。しかし、同時に、ブランチは、ある行動が結果としてどのような状況、望ましい状

況を生み出すかという因果関係を通じて未来を構想するものであり、これはまさに解決志向で

ある。本論文では、ブランチを活用する２つのアプローチとして、原因志向だけでなく解決志

向もあるのではないか、という問題提起を行ったものである。教育のための TOC を学び活用す

るすべての人にこの提案がみなさんの生活の改善につながれば幸いである。 
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ページ、から引用。 

10 『解決のための面接技法 ソリューション・フォーカストアプローチの手引き 第 4 版』「第

5 章 クライアントの願望の増幅 ミラクル・クエスチョン」を参照。 

11 『考え方と生き方を変える１０の法則 原因分析より解決志向が成功を呼ぶ』249 ページ。 

12 企業での解決志向の活用については、青木安輝『解決志向の実践マネジメント』河出書房新

社、2006 年、などを参照。 
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論文 

４つのなぜ 

  

竹中 正 

TOC/TOCfE 関西分科会 

tadashitakenaka@msn.com 

 

要約 

本論は、人の行動に「なぜ」と問うとき、答えは「目的、障害、経験、仮説」の４区分

あり、これらをサイクルとみなせば人の思考を整理しやすいという試案である。 

整理の軸は上下に「意見と事実」を、左右に「過去と未来」を配置し、４区分とする。

サイクルとは目的から障害を想定し、障害を考慮して計画、行動した結果は経験となり、

経験から仮説を引き出し、さらに仮説から新たな目的を設定し次のサイクルへと繋がる

ことをいう（表 1）。 

サイクルを回すにはエンジンが必要である。一つの区分から次の区分を生み出す思考力

や行動力をサイクルのエンジン・原動力に見立て、「なぜ」を考える全体のプロセスをス

トーリーとして考察した。 

 

表 1．理由の 4 区分 

 過去 未来 

意見 ④ 仮説 ① 目的 

事実 ③ 経験 ② 障害 

 

 

１． 問題意識および本論の目的と研究課題 

１.1 なぜという問いに対する答え方は一通りだろうか 

「なぜ」という問いは漠然としており、答え方はさまざまである。例えば「なぜ山に登るのか？」

と聞かれれば、「そこに山があるからだ。」と答えるのが定番だろう。しかし山登りの目的は爽快感や

達成感を得るためではなかったか。この違いは何だろう。 

トヨタ自動車のものづくりに由来する「なぜなぜ 5 回」は有名だが、同じ質問を 5 回繰り返して真

の原因に至るにはその分野での熟練や直観が必要だろう。 

因果関係の整理法は世の中に数多くある。しかし、それらは複雑すぎるか、視点の網羅性や関連性

の説明に乏しいチェック表であり、「なぜ」という問いにどうすればシンプルかつ体系的に答えられる

かという答えは見つけられなかった。 

 

１.2 TOCfEとの出会い 

2011 年 8 月、日本で初めて広く「TOCfE|教育のための TOC」を紹介するセミナーが TOCfE 会長

Kathy Suerken 氏を招き 4 日間の日程で開かれた。ここで私は TOC 思考プロセスの 3 つのツール（ブ

ランチ、クラウド、アンビシャスターゲットツリー）に出会い、因果関係の構造について考える機会
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を得た。ツールの内容は省略する1。 

 

冒頭の登山の例についてアンビシャスターゲットツリーにならうと、爽快感は目的であり、山は障

害である。障害が大きいほど達成感は大きい。クラウドの演習では、行動の対立が要望の違いで起き

ること、そして要望の違いは人の思い込みや経験の違いなどで起きていることが分かった。思い込み

や経験の違いは目的や障害とは別の種類の理由である。 

 

１.3 本論文の目的と研究課題 

本論は、人によりさまざまな理由づけがあっても議論がかみ合うような共通の枠組みを示すこと、

または個々の行動からライフプランまで個人がちゃんと考える際のガイドラインを提案することを目

的とする。このため、分かりやすい軸で理由を区分し、区分間の関係性を体系的に明らかにすること

を課題とする。 

なお、心理学や生理学の領域は重要な隣接分野であるが知見不足により部分的に参照するにとどめ

た。 

 

 

２． 理由を区分する基本的な考え方 

本論では様々な理由を、事実と意見ならびに時間軸により区分した。 

人は世界を観察して事実として認識し、事実から推論し自分の価値観に従い判断して意見を形成し

行動に移す2。 

この一連のプロセスは何度も繰り返される。人は学習し現実に合わせて思考と行動を修正し成長す

る。このサイクルから理由を考える部分のサイクルを取り出せば、人は「なぜ」その行動をとるのか

の答えが、体系的に説明できると考えた。 

経験や学習は過去の振り返りであり、目的や障害は未来に向けた想定と区分した。人の意識や思考

は現在進行形であるが、ここでいう過去とは今思い出せる経験および経験に学んだ教訓や知恵を言い、

未来とは将来を見通して抱く夢または心配事を言う。 

 

以上により次の４つに区分し代表的な名称を与えた。 

① 目的：未来に対する意見に属すること 

② 障害：未来に遭遇するだろう事実に属すること 

③ 経験：過去に遭遇した事実に属すること 

④ 仮説：過去（遭遇した事実）に対する意見に属すること 

 

なお、心理学的考察は本論の範囲ではないが、４区分の配置は絵画療法の臨床研究成果を参考にし

た。絵画療法ではクライアントの描く絵の内容や色使い筆圧などから心理分析を行うが、画かれた絵

の画用紙内での位置にも意味があるとされている。 

参考まで各配置とその意味するところを引用する3。 

① 右上：未来、行動、理想 

② 右下：現実、身体、家庭、スキンシップ 
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③ 左下：過去、記憶、心の傷 

④ 左上：精神、思想、哲学 

 

３． ４つのなぜ 

３.1 各区分の説明 

3.1.1 （第 1 区分 目的） 

自分の未来に関する望ましい意見である。これには目的、目標、期待、要望、実現したい価値やヴ

ィジョン、使命などが入る。未来には望ましくない意見もあるが、それは自分が描く未来像から外れ

るという問題意識である。この区分には自分が描く未来像を入れる。 

 

3.1.2 （第 2 区分 障害） 

自分の未来に関して将来望ましくない結果を引き起こすだろうと予想される事実である。これには

目的達成を妨げる障害、不確実性、リスク、不知、不条理などが入る。未来に関する望ましい事実は

受容すればよいのでこの区分で取り上げない。 

ここでいうリスクとは、既に存在するか確実に起きると予測可能な障害ではなく、確実に予想でき

ない障害をいう。不安や葛藤も障害である。第 2 区分にはその引き金となりうる事象を入れる。 

なお、ヒトモノカネなどの最終的な制約、あるいは自然現象のような管理不能な事象は、「不足だ。」

ではなくその不足や不在が目的達成過程のどこにどう影響するのか（逆に言うと資源をどう使えば目

的が達成できるのか）を記述する。 

 

3.1.3 （第 3 区分 経験） 

観察・認識された事実である。これには経験、記憶、知識、無意識の記憶が入る。この区分は厳密

には自分の過去に関する第 4区分の補集合だから記憶になくとも自分の行動の結果起きたすべての事

象が含まれる。それは現在のサイクルに反映されていないが間接的にあるいは将来本サイクルに影響

するだろう不確実性をはらんでいるからである。 

 

3.1.4 （第 4 区分 仮説） 

経験や知識から自分なりに学んだ意見である。これには教訓、道徳、倫理、モットー、方法論、戦

略戦術論、行動規範、行動原理、人生哲学、世界観などが入る。思い込みやバイアスがかかる領域で

あり、世の中に正解はなく、自分で本サイクルをまわして検証するものという意味で仮説と呼ぶ。 

 

３.2 具体例 

3.2.1 目的：（コロンブスが西回り航路を発見したのはなぜか） 

① 目的 

欧州では中近東を経るインドとの交易路をオスマントルコに奪われたため、他の経路の発見が

求められていた。 

② 障害： 

嵐や海賊などに遭遇するリスク、船や水夫の調達なども想定されるがこれらは船乗りコロンブ

スにとって大きな障害ではなく、スペイン政府との資金交渉が最大懸案事項だったろう。あきら
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めて国を出かけた彼のもとに女王の許可が届く話は有名である。 

そもそも発見まで何日かかるか分からないこと（不知）も障害である。ただし当時代替可能性

のあった喜望峰回りより短期間で往復できることが一つの撤退基準だったと想像される。これは

決め事である。 

③ 経験 

彼には船乗りとしての経験と弟の地図情報があった。 

④ 仮説 

当時、地球球体説は知られていたが仮説であり地球を一周した人はいなかった。コロンブスは

地球の大きさを従来の説よりかなり小さく見積もっていた。 

 

3.2.2（冬の公園で遊ぶ子供に親がコートを着せるのはなぜか） 

① 目的： 

家族の健康のため。快適な生活のため。 

② 障害： 

子供が風邪を引くリスク。親が看病に自分の時間を取られる機会損失。後者は価値観の違いで

障害ではない場合がある。愛する者への自己犠牲や奉仕などの行動規範を持つ人なら時間云々は

障害とはみなさないだろう。 

③ 経験： 

親は子供を寒い所で遊ばせて風邪を引かせたことが

ある。 

④ 仮説： 

体を冷やすと免疫機能が低下し病気になりやすい。

運動して汗をかくと逆効果だが。 

 

 

４． なぜのサイクルを回すエンジン 

４つの理由区分をサイクルとみなしたので、サイクルを

回すエンジン（思考力や行動力を原動力とみなして）につ

いて検討する（図 1）。 

 

４.1 （第 1区分の目的から第 2区分の障害へ） 

目的を実現しようとすると大なり小なり障害や抵抗が現れるのが常である。人は「出来ない理由」

を学習する生物だと言い換えてもよい。逆にある事象を障害と呼ぶのは目的があるからである。価値

観が違えば障害は異なる（3.2.2②参照）。 

アンビシャスターゲットツリーでは目的から直接に障害を想像し次に中間目標を想定する。障害は

上述のように良く学習されているので出しやすい。ところで、人がいくら学習を積んでいるとはいえ

目的から何の脈絡もなく障害を思いつくとは考えにくい。学習を積んでいるからこそ、無意識に目的

をブレイクダウンして中間的な目標を（口には出さないが）ある程度想像しながら障害を列挙できる

のだろう。 

図 1 なぜのサイクル 
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目的から障害を想定するステップのエンジンは、障害想定力とは言わず、その裏方で働いていると

ころの知識経験に裏打ちされた状況分析能力や事業企画力などの構想力がエンジンに相当すると考え

る。 

逆に正攻法でブレイクダウンした場合には目的が大きいほど思い浮かぶ障害も大きくなり、脳は本

来出せるアイデアを無意識に自主規制するという研究がある4。 

この自主規制をさせないためにも、先に出しやすい障害から出させるというプロセスは効果的だと

考える。 

 

４.2 （第 2区分の障害から第 3区分の経験へ） 

障害を想定できれば障害を乗り越える中間目標を組み立て、具体的な成果物と成功基準を設定し実

行する。こうして実行した結果としての経験が第 3 区分となる。 

本サイクルは外部の PDS サイクルに繋がっている。PDS は実行部隊の管理や戦術などの「いかに

して」に比重がおかれるが、本サイクルはそもそもの目的や戦略面の「なぜ」を扱っている。本サイ

クルの第 2 区分から一旦 PDS サイクルに出て、実行の結果また本サイクルの第 3 区分に戻る形とな

る。 

次の区分へのエンジンは計画力と実行力である。 

 

４.3 （第 3区分の経験から第 4区分の仮説へ） 

人は経験から何かを学びとる。例えばアリとキリギリスの寓話を若い人に紹介すると馴染みがない

らしく、教科書的な「勤勉」以外の教訓を引き出す方もいらっしゃる。例えば、季節変動などの知識

情報はサバイバルに必須だとか、備えあれば憂いなしだとか、さらにはアリを反面教師に見立てて慈

悲の大切さを学び取った人もいる。学び取った何かとは原理の発見であるかもしれないし、単なる思

い込みかもしれない。 

第 4 区分を「仮説」と呼ぶ理由は次のとおりです。本論の目的は、人が理由をちゃんと考えて行動

するのに役立つ枠組みを提案するところにあるので、知識や経験から一旦仮説をつくり、仮説に基づ

き行動しその経験を評価することで仮説を検証し必要なら修正するというパターンが望ましいと考え

るからである。経験を評価したのちに成功体験に奢ることなく、また失敗体験に委縮することなく、

経験からの学びをその時点での「仮の意見」であると謙虚にとらえるためです。 

経験から仮説へのエンジンは学習と教育である。この説明は不要と思う。 

 

４.4 （第 4区分の仮説から新たな第 1区分の目的へ） 

経験に学んだことから次はこうしようと新たな目的、目標を設定するステップである。本サイクル

で想定している姿は、自らの人生観やアイデンティティを確認し、進みたい道や人生のヴィジョンを

設定することである。 

次の区分へのエンジンは名付けにくいが仮に「欲求」とする。アンビシャスでもよいが野心と訳さ

れることが多いのでより一般的な言葉を選んだ。マズローのいう自己実現欲求を参照した5。 

コロンブスに定説を疑わせ大胆な仮説から大西洋に船出させた源泉は、船乗りとしての矜持や功名

心、あるいは所有欲や富への執念だったろうかと想像される。 
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５． まとめ 

人の行動理由を４つに区分し、区分間の関係を明らかにすることで、個々の目的や障害、経験、仮

説という理由をストーリーとして捉えることが出来た。これにより個別に考える場合に比べて個々の

意味するところがより明確になり、理由の説明力が増すと考える。 

思考と行動の関係や、意見と事実の関係、あるいは PDS や戦略論などは個別で語られることが多

いと思うが本論のように全体をサイクルとして捉えた点に意義があると考える。 

残された課題は、サイクルを回すエンジン・能力のエネルギー源となるだろう心理面の考察、およ

び本サイクルの隘路の見つけ方の二つと考える。 

 

--- 

補足 

（暗黙知） 

野中郁次郎、竹内弘高共著 The Knowledge Creating Company「知識創造企業」は新しい知の創造

を課題として SECI モデルを提唱している。これは組織内の暗黙知の形成と利用のサイクルを示して

いる。本論によく似た区分を行っているので参照する。 

・共同化：個人、小グループで共有された暗黙知から新たな暗黙知を創造すること 

・表出化：個人、小グループが有する暗黙知を形式知として外に示すこと 

・結合化：表出された形式知から新たな知識を創造すること 

・内面化：新たに創造された知識を組織に広め新たな暗黙知として共有、習得すること 

 

本論と比較すると、個人、小グループの暗黙知の領域は本論サイクルの上段（意見）に対応し、集

団組織の形式知は下段（事実）に対応すると考える。 
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事例報告  

 

プロフェッショナル・サービスの生産性改善のためのチーム組織行動の見直しについて 

-教育のための TOC を活用して- 

 

Review of team organization behavior to improve productivity of professional services 

- Utilizing TOC for education- 

 

沼尾 明弘（Akihiro Numo） 

沼尾デンタルクリニック院長 akihiro.numao@gmail.com 

 

若林 靖永（Yasunaga Wakabayashi） 

京都大学経営管理大学院 教授 waka@econ.kyoto-u.ac.jp 

 

 

要約 

 本論文は、歯科医事業というプロフェッショナル・サービスにおける生産性改善のために、TOC（制

約理論）を活用して実施した事例研究である。スタッフ全員が TOC（Theory of Constraint）研修を受

け、業務フローとブランチによる分析を行って、ボトルネック（制約）は歯科医自身であることを明ら

かにした。その制約を活用するように、チーム組織行動を見直した。スタッフ全員で改善に取り組んだ

成果としては、患者待ち時間の解消、スタッフの定時帰社、医院の増益などへとつながった。本論文で

は、そのプロフェッショナル・サービスの生産性改善のためのプロセスを明らかにし、その教訓と課題

を示している。 

 This paper is a case study conducted using TOC (Theory of Constraint) to improve productivity in 

professional services called dental business. All of the staff received the TOC training, analyzed by 

the work flow and the branch, revealed that the bottleneck (constraint) is the dentist himself. We 

reviewed team organization behavior to take advantage of that constraint. Results that all staffs 

worked on to improve, such as lengthening patient waiting time, staff's scheduled return, and 

increasing clinics' profit. In this paper, we clarify the process for improving the productivity of the 

professional service, and show lessons and challenges. 

 

１ はじめに 

本事例は、歯科医事業におけるマネジメント改善の取り組みである。最初、歯科医の沼尾が TOC（制

約理論）を学んだことを活用して、「駐車場が満車で停められない」とのクレームが多いことに取り組

み、駐車場をボトルネックと仮定し、DBR（ドラム・バッファー・ロープ）という TOC の手法を用い

て予約の仕方(投入の仕方)を変えた 5)。その結果、「駐車場が満車で停められない」とのクレームを激減

させ改善することができた。その後、更なる改善を目的として、スタッフ全員で TOC 研修を受けて、

業務フローとブランチによる分析を行い、スタッフ全員で改善に取り組んだ結果、患者待ち時間の解消、

スタッフの定時帰社、医院の増益などへとつながった 6)。本論文は、この後半の事例についての研究報
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告である。 

本改善事例は、プロフェッショナル（専門職）によるサービスの生産性を改善するために、それを支

援するチーム全体の行動、オペレーションをどのように見直していくかというものであり、サービス業

の生産性を高める上での有用な示唆に富むものとして報告する。 

 

 

２ プロフェッショナル・サービスの生産性改善の課題 

 経済のサービス化が進行し、私たちの生活の多くの部分がサービスで供給され、私たちの多くがサー

ビス産業に従事し、かつ、企業・組織・行政等向けのサービスもビジネス・プロセス・アウトソーシン

グ等の展開もあって大きく普及しつつある。サービス産業を広義にみると、ＧＤＰの 7割を越えている。

このようにサービスはきわめて重要な領域になっているにもかかわらず、生産性が低いという大きな課

題を抱えている。サービス産業は、製造業と比べても「産業内での生産性『水準』の企業間格差は非常

に大きく、生産性分布の 90 パーセントタイルの企業は 10 パーセントタイルの企業に比べて２倍以上の

生産性となっている。サービス産業の中にも平均的な製造業に比べて生産性の高い企業が多数存在する。

低生産性企業の『底上げ』によって産業全体の生産性は大きく向上する余地があり、この潜在的効果は

特に小売業や（狭義）サービス業で大きい。」と言われる 1)。 

 また、製造業と比較して、サービスの生産性の測定、すなわち、インプットの定義と測定尺度、アウ

トプットの定義と測定尺度それぞれの開発・運用は困難であり、立ち後れている。製造業では生産性を

高める改善やイノベーションが推進されているが、サービス分野でのそれはまだまだ不十分であると言

わざるをえないのである。 

 このような背景から、2007 年には「サービス生産性協議会」が設立され、サービスの生産性を抜本

的に向上させるための取り組みをすすめている。 

 厳しい競争にさらされているため、サービス組織は生産性の改善につねに努めているけれども、一般

にそれはコストを厳しく管理する、ムダを減らす、人件費すなわちスタッフを減らす、などによる。し

かしながら、このようなやり方ではサービスの生産性は若干改善されるだけで、大幅な改善にはサービ

ス・プロセス全体の再設計が必要となる。そして、生産性の向上を追求することによって、その改善が

結果として、顧客にとってのサービス品質に影響を与えることがあることに留意しなければならない。

直接顧客との接点のないバック・ステージのサービス・プロセスの変更がフロント・ステージに影響を

与えることもあるし、直接顧客と接点のあるフロント・ステージのサービス・プロセスを変更すること

に顧客が強く抵抗することもありうる 2)。 

 このようにサービスの生産性改善のためにはサービス・プロセスの見直しを適切にすすめていくこと

が求められる。しかし、しばしばサービス・プロセスが明確に設計されず、現場レベルでの対応、属人

的対応、慣習的対応というように暗黙知のように取り扱われている場合も少なくない。サービス・プロ

セスの設計そのものが生産性改善のためには重要な課題である。サービス・プロセスを設計し、監視し、

評価するという一連のマネジメントを導入する必要がある。そして、プロセスを基礎から見直し、抜本

的に設計し直す「プロセスの再設計」のための手順として、「６Ｒ」、すなわち、認識（Realization）、

要求事項の特定（Requirements）、再検討（Rethink）、再設計（Redesign）、再編成（Retool）、再評価

（Re-evaluate）が提示されている 3)。 

 サービス生産性革新は、このように作業の効率化と顧客満足の向上を同時に操作してすすめる必要が
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あり、そのための方法論として内藤耕・北島宗雄は SA（societal attractor theory）を挙げる 4)。この

方法論では、顧客が集まる場であるサービス現場は、①顧客や企業が抱える物理的制約、②顧客がもつ

内的動機、③サービスの内容、の３要素によってモデル化でき、これらを操作することで作業の効率化

を図ることができるが、他方、顧客満足の低下を招くことにもなりかねず、制御可能な要素を操作しな

がら、３要素のミスマッチを解消していくことが求められる。そして、制約も動機も変動するので、３

要素の間のミスマッチを解消する改善活動は継続し続ける必要があると指摘する。 

 以上をふまえれば、サービスの生産性向上のためには、サービス・プロセスを再検討すること、制約

を特定すること、顧客の関わりや評価に対応すること、をすすめていく必要がある。 

 特にプロフェッショナル・サービスにおいては、専門家がサービスの主要な部分を担当し、専門家の

サービス品質が顧客のサービスの知覚品質に決定的な影響を与える一方で、専門家のリソースは希少か

つ高コストであり、専門家の処理能力も有限であるために、まさに専門家そのものがサービス生産性向

上の最大の制約となってしまう。ここに焦点を当てたサービスの生産性改善アプローチが求められる。 

 

 

３ 事例研究 

（１） 事例ケースの概要 

組織名：沼尾デンタルクリニック 

2000 年 7 月新規開業 地域へ一般歯科治療を提供 

診療日：週 5 日(月火水金土) 

診療時間：平日 9:00～12:30、14:30～18:30  土曜 9:00～

13:00、14:00～17:30 

スタッフ：歯科衛生士(常勤)3 名、受付(常勤)1 名、歯科衛生

士(パートタイム)2 名 

     歯科医師(院長)1 名 

治療台：4 台 

駐車場：6 台 

日光市人口：86,166 人(平成 25 年・日光市役所より) 

人口 10 万人対歯科医師数：日光市 54.5 人、宇都宮市 84.0 人、栃木県 65.1 人、京都市 78.7 人(厚生省

より) 

 

（２）業務フローの分析 

2014 年 1 月、TOC 研修にて DBR の基礎と業務フローの作成方法を当院のスタッフ全員（院長を含

め 7 名）で学んだ。研修後、全員で業務フローを作成した(Fig.1)。フロー図は患者が来院してから治療

を受けて会計を済ませクリニックを退出するまでの流れを、左から右に流れるように付箋を用いてフロ

ー図を作成することにした。このとき、青の付箋が歯科医師の業務、黄色の付箋が歯科衛生士の業務、

赤の付箋が受付の業務と、それぞれの業務が視覚的に明確になるようなルールとした。(Fig.2)を元に全

員でディスカッションを繰り返したところ、最もフローが悪くなるところが歯科医師の業務(青の付箋)

のところであるとの全員一致の意見となった。 

フロー図のディスカッションでは、最初に各色が集中しているところに注意がいった。黄色の歯科衛

Fig.1 スタッフ全員で業務フロー

について検討中 
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生士業務については、歯科衛生士は常に 3～4 人常在しているため問題とはならなかった。赤の受付業

務は 1 人で行っているが一つ一つの業務に長時間を要しないためにあまり滞ることがない事、時々受付

業務が滞る場合は手の空いている歯科衛生士も受付業務を代行することができるため、明らかなボトル

ネックとはならなかった。青の歯科医師業務は 1 人で行っているうえに歯科医師業務の中の治療行為は

他のスタッフが代行することができない専門職の業務のため、最初のディスカッションでは歯科医師業

務にボトルネックがあるのではないかと打診がついた。 

引き続きディスカッションを繰り返し、打診のついた歯科医師業務をさらに検討をしていくことにし

た。その中にある「再診」とは継続的に通院治療に来院することで、その再診の処置内容のところにあ

る歯科医師業務の青の付箋部分が集中してしまうと、歯科医師は一人しかいないために集中した歯科医

師業務を同時にこなすことができず、それらの業務の停滞を招くことになってしまう。特に、A 治療が

同じ時間に重なってしまうとより業務の停滞をしてしまうことが、この業務フローを作成することによ

って視覚化され、スタッフ全員で認識をすることができた。実際に現場にいる歯科衛生士からも日常の

業務中では歯の神経治療と抜歯が重なってしまい、予定時間内に治療が終わらないことがよく発生して

いるとの意見が出てきた。 

具体的には歯科医師が業務(治療)をしているときに、ほかの治療台に歯科医師の治療を待っている患

者がいるため、その治療台の稼働が止まっている状態になっていた。治療台が稼働していない状態では

歯科衛生士も待ち状態になり、業務が停滞することになり、あらかじめ確保しておいた歯科医師または

歯科衛生士の治療時間が無駄に消費され、予定していた時間内に治療が終わらなくなってしまう 11)。そ

してそのあとに予約時間通りに来院した患者さんがみえても、予定していた予約時間に治療を開始する

Fig.2 業務フロー分析 
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ことができず待合室で待つことになってしまう。たった一度だけでも消費された時間はすでに取り戻す

ことができないため、時間が遅れた連鎖は診療時間が終了するまで遅れの影響を及ぼし、その後すべて

の患者が待つようなこともあった。このような連鎖が起こるため、The 5 Focusing Steps（注：TOC の

継続的改善のための５つのステップのことで、①制約を特定する、②制約を徹底活用する、③制約以外

を制約に従わせる、④制約を強化する、⑤惰性に注意しながら最初から繰り返す、の５つである。）の

Step1（①制約を特定する）として歯科医師の業務をボトルネックと仮定した。 

 

（３）「ブランチ」によるボトルネックの発見 

この現象についてブランチ（注：ブランチとは TOC の思考ツールの１つである。ものごとを分析す

るにあたって、原因—結果の関係で考察をすすめるための図解ツールである 9) 10)。）を使って検証をして

みた(Fig.3)。 

 

「ドクター(歯科医師)が治療中である」かつ「他の治療台でドクター(歯科医師)の治療やチェックが

必要な患者さんがいる」であるならば「治療台に座っている患者さんの待ち時間が発生する」 

「治療台に座っている患者さんの待ち時間が発生する」かつ「次の時間帯の患者さんが来院する」

かつ「他の治療台が空いていない」であるならば「待合室で予約時間を過ぎても患者さんが待つ」 

歯科医師の治療(業務)が重なりマルチタスク状態となり、かつ次の治療時間に予定があると、その

あとのすべての患者さんに待ち時間が生じ、すべての業務の遅れが発生してくる。 

Fig.3 患者の待ち時間等が発生する原因を考察したブランチ 
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業務の遅れを解消するためにこのブランチからロジックに基づき条件を一つ変えていかねばならな

い。例えば次の治療時間に予定が入っていなければ、業務の遅れを解消することができる。しかし、1

日に可能な業務の人数が大きく減ってしまうことになり効率的とは言い難い。また、歯科医師を増員す

れば歯科医師業務が停滞することを改善できる可能性が高いが、当院のコンセプトにあった歯科医師の

人材確保を早急にすることは困難であると判断した。また、治療台の空きが無くなるため改装をして治

療台を増やすという方法もあるが、ある程度の投資額と工期のための時間が必要になってくるため、今

回の改善の第一選択とはせず今後の検討課題の一つとした。そこで一人しかいない歯科医師業務のマル

チタスクを解消すれば業務の遅れを解消し、かつ効率も維持できるのではないかと考えた。 

 

（４）ボトルネックである歯科医師業務の問題点 

歯科医師が 1名しかいないのにもかかわらず歯科医師業務が同時刻に 2件以上あるとマルチタスク状

態になってしまいどちらかの業務に遅れを生じるため、歯科医師業務がボトルネックであることはスタ

ッフディスカッションとブランチですでに明確になった 8)。 

歯科医師業務のマルチタスク業務が問題点となるためその解消策として、まずひとつめとして考えら

れるのは、歯科医師業務の 1 日量を減ずれば解消はされるが、サービスの機会損失を招き売上減少とな

ってしまう。 

次に歯科医師を増員することにより歯科医師業務を分散させマルチタスクを解消させることが考え

られる。しかし、前出のように当院の治療コンセプトにあった歯科医師を早急に確保することも困難で

あることのほかにも、歯科医師増員に伴い治療を行う治療台の設備不足や、歯科医師業務を補助するス

タッフ不足も同時に、新たな問題点として発生することが予想された。そしてそれらの人件費や経費等

が増額することに対して、それを補うだけの売上を素早く確保していくことも大きな問題点であると考

えた。そのため大きな投資を先行させることはリスクがあると判断した。 

よって、マルチタスク状態の改善は現状の歯科医師一人による歯科医師業務を行いながら改善策を見

出していくこととした。 

 

（５）歯科医師業務の改善策 

The 5 Focusing Steps の

Step2（②制約を徹底活用する）

では歯科医師 1 名のままマルチ

タスク状態解消を目的として次

の方法を考案した。 

業務にはいくつかの治療の種

類があるが、その治療ごとに歯

科医師のタッチタイムとキュー

タイムの割合を出し、歯科医師

のタッチタイムが長い治療と短

い治療の二つに大別した。なお、

歯科医師のタッチタイムが短い
Fig.4 治療 A（歯科医のタッチタイムが長い治療）と治療 B

（歯科衛生士のタッチタイムが長い治療）の分析事例 

 

 

 

0% 50% 100%

治療Ｂ

治療Ｂ

治療A
歯科医師の

タッチタイム

歯科衛生士

のタッチタイ

ム
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治療は、残りの時間は歯科衛生士のタッチタイムとなることがおおい。つまり、歯科医師タッチタイム

の短い治療は歯科衛生士のタッチタイムの長い治療となる。 

一般的にタッチタイムとは実処理時間とされており、実処理されずに待っている時間のことをキュー

タイムとされている。歯科医師のタッチタイムは、患者が歯科医師により実際に処置を受けている時間

である。そこで歯科医師のタッチタイムが長いものとは、治療予定時間のうち 80%以上において歯科医

師のタッチタイムがあるものを歯科医師のタッチタイムが長い治療とした。 

4 台ある治療台で治療を提供するのは歯科医師と歯科衛生士である。歯科医師のタッチタイムが長い

治療（歯科医師の 80%以上のタッチタイム）をＡ治療、歯科医師のタッチタイムが 80%未満のものをす

べてＢ治療とした。例えば歯を削ったり歯を抜いたりなどは歯科医師のタッチタイムが長いため A 治療

とし、歯を掃除したり口腔衛生指導などの歯科衛生士業務などが中心のものは歯科衛生士のタッチタイ

ムが長い治療であり B 治療とした。B 治療に相当する処置としては、歯科医師の短時間の処置を行った

あと歯科衛生士にその後の処置を任せることや、歯科衛生士の処置後に歯科医師のチェックを行うなど、

歯科医師のタッチタイムが短時間発生するものもある。(Fig.4) 

ここで A 治療が同時刻に重なると歯科医師業務が重なりマルチタスクになるため、次回治療の予約を

取る段階でそれを回避するようにした。A 治療に関しては時間が重ならないようにするため、予約表に

A 治療専用枠を設けてその枠以外に A 治療の予約は取らないようにルール決めをした。A 治療の予約が

埋まってしまっていても、A 治療専用枠が空いているところまで予約を先に延ばすようにした 7)。 

また、日常業務では歯科医師が A 治療をしているときに他の治療台で B 治療を歯科衛生士が行うこ

とになる。その時、その B 治療に歯科医師の短時間の処置やチェックを行うことなどが必要になった時

は、B 治療を担当している歯科衛生士から必要になったむねを歯科医師へ伝える。そして歯科医師は A

治療の手を止めて要求のあった B 治療を行っている患者へ向かい必要な処置を行って、歯科医師はまた

元の A 治療に戻る。それにより B 治療をしている歯科衛

生士の待ち時間を最小限にしてB治療もスムーズに処置

が行えるようにするというルール決めをした。可及的に

「流れること、停滞させないこと」を決め、歯科医師、

歯科衛生士、受付のスタッフ全員の共通認識としたので

ある。 

 

（６）改善策の具体化 

予約管理は当院オリジナルの A4 で作成した予約表を

そのまま使った(Fig.5)。横軸は 4 台ある治療台分の 4 列

までとし、同一時刻に 5 人以上の予約が入らないように

してある。縦軸は 15 分刻みで予約を取るようにしてある

が、これは駐車場がボトルネックで改善した時に行って

いたものを原則としそのまま引き継いでいる。 

 

－以前に行った TOC を用いた改善－ 

この駐車場がボトルネックで改善した事例について

Fig.5 新たに導入した「予約帳」（A4 用紙） 
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解説する。以前は 9 時・9 時 30 分・10 時・10 時 30 分と 30 分刻みで予約を取るようにしていた。こ

の時は 4 台の治療台の治療開始時間と治療終了時間が同時刻になることが多かった。つまり 4 台の治療

台にいる 4 名の患者さんがまだ院内にいるうちに、次の予約時間の患者さん 4 名が来院してくる。する

と合計 8 名分の駐車場スペースが必要になるが当院には 6 台しか駐車スペースがなかった。そのため、

「駐車場がいつも満車の時が多い」とのクレームが絶えなかった。そこで 15 分刻みで予約を取るよう

にし、4 台の治療台の治療終了時間と治療開始時間を可及的に重ならないようにして、治療開始時間を

ずらすように予約を取るようにした。例えば 9 時に 2 名、9 時 15 分に 2 名、9 時 30 分に 2 名、9 時 45

分に 2 名、10 時に 2 名といった具合に予約時間をずらすことにより同一時刻に 8 名の患者が集中する

ことが無くなり、「駐車場に車が停められない」とのクレームが激減した。 

 

－Step2 制約を徹底活用する－ 

この予約表の 1 列目を A 治療専用とし、2，3，4 列目は B 治療の予約を取るようにした。これによ

り歯科医師業務である A 治療のマルチタスク解消を具体化した。 

予約を取る業務は受付であるため、予約を取るための情報を受付へ伝える必要があった。A 治療また

は B 治療なのか？次回治療時間は何分なのか？という内容を伝達するために、治療終了後に歯科医師は

次回治療内容をカルテへ記載をして、そのカルテを受付へ渡すようにした。当院は電子カルテが院内

LAN でつながっており、歯科医師が治療終了後にカルテ入力をして保存をすると、受付の PC でカルテ

閲覧と会計処理ができるようになっている。この時受付では、次回予約を取る時はカルテに記載されて

いる次回治療内容を見ながら、患者の都合を聞いて次回予約を取るようにする。これにより治療終了か

ら会計と次回予約を取る業務もスムーズになった。 

 

－Step3 制約以外を制約に従わせる－ 

 ここまでルール決めをし、ほかの業務もこのルールに従うことによってスムーズに流れるようになっ

た。ここからは The 5 Focusing Steps の Step3（③制約以外を制約に従わせる）である。 

カルテに次回予約を取る情報を記載するときに、同時に次回治療の内容をより詳細に記載し、次回の

指示内容、患者の希望や意見なども記載しておくようにした。この記載をしておくことにより、次回来

院時に必要となる治療の準備や、歯科医師業務の前処置や、今後の治療内容の説明等が歯科医師の指示

がなくとも歯科衛生士が自分の判断でできるようになった。これは B 治療で発生する歯科医師のタッチ

タイムまでの待ち時間を大きく解消することになり、B 治療におけるフローもよくなった。 

この B 治療時の待ち時間の解消について詳しく述べよう。いままでは治療を行う当日に歯科医師が一

度患者を診察してから歯科衛生士に指示を出して歯科衛生士業務を行うようにしていた。これでは歯科

医師が患者を診察するまでの間に待ち時間が発生することが多く、それにより時間の消費をすることが

多かった。 

その改善策として、次回行う治療は患者との合意のもとに決まり、その治療内容で次回治療の予約を

取ることにしていたので、当日の治療が終了した時点で次回治療を行う際に必要な指示もおのずと決ま

っていた。その決まっている次回に必要な指示をカルテに記載しておくことによって、次回患者が来院

されたときには当日の歯科医師の診察を行わず、歯科衛生士は前回診療時のこの必要な指示内容を見て

歯科衛生士業務を行うことができる。これによって歯科医師が必要以上に診察することを省き、治療前

の待ち時間を解消することができた。 
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また、次回治療に必要な治療器具等の指示もカルテに記載しておけば、器具の準備なども歯科医師の

指示を待たずにその指示を見た歯科衛生士の判断でその日の診療に必要な器具を治療前に準備するこ

とができ、業務が滞ることなく円滑に行える。これは「段取りはプロジェクト成功の 8 割を握っている」

と言われている Full Kit いわゆる段取り八分の効果（実作業を行うためには、それに必要な情報や道具

等をすべて準備しておくことが必要である。これらがすべてそろっていない場合は、実作業が途中でス

トップし、不足しているものが充足されるまでロスタイムが発生する。したがって、スムーズに実作業

をすすめるためには、必要な情報や道具等をすべてそろえること、すなわち、Full Kit をまず完成し、

それを確認しなければならない。）も発生した。歯科医・歯科衛生士・受付スタッフの間での情報共有

の重要性と効果も得ることができた。 

 

－Step3 からスタッフに波及した効果－ 

 情報共有の重要性の効果はこれ以外にも発現することになった。当クリニックでは治療などの説明用

として 20 数種類のリーフレットを以前から用意してあった(Fig.6)。それを用いて 歯科医師自ら治療な

どの説明をしていたが、情報の共有化をすることによって、歯科医師の指示がその都度なくとも歯科衛

生士が空いている時間を見つけては自主的に治療や疾患の説明ができるようになった。 

例えば、各々の患者の臨床診断や治療方針などの歯科医師の判断をカルテに記載しておくことにより、

これらを見た歯科衛生士が今後患者へ必要な治療内

容やどのような疾患なのかということを、歯科医師の

指示を待たずに理解することができるようになった。

そのため歯科医師の診察や治療を待つ時間が発生し

た時には、そのような時間を利用して患者へ必要と思

われる説明を先にしておくことができるようになっ

た。今までは、歯科医師が疾患や治療の説明をすべて

行っていたが、ある程度のレベルまでは歯科衛生士が

疾患や治療の説明を行うことによって患者への説明

時間も確保し、患者の歯科医療に対する理解を深める

ことができるようになった。歯科医療に理解の深まっ

た患者に対して、歯科医師の患者への説明時間を大幅

に減ずることができた。これは歯科医師業務の負担軽

減に大きくつながることになり、マルチタスク解消の一助にもなった。まさに、情報共有によって、患

者満足、歯科衛生士ほかスタッフのサービスの充実、歯科医の負担減という「三方良し」の成果を生み

出したのである。 

歯科衛生士らによる患者への説明ではリーフレットが効果的であった。リーフレットを活用すること

で、同じ内容で視覚的に説明ができるようになっている。これは説明の仕方や内容、治療の詳細やこだ

わり、優位性やデメリットなどが、誰が説明を行っても同じレベルで患者へ伝えることができた。そし

て患者もそれらについて理解を深めることがつながっていると思われる。説明する人員が増加したため

に、患者への説明時間を十分に確保することができ、患者とのコミュニケーションが格段に良くなった。

これにより患者の治療へのモチベーションがアップして治療に積極的になる患者や、よく説明を聞けた

ことにより精密で付加価値の高い自費診療を希望する患者の増加などがあった。自費診療は粗利額の大

Fig.6 患者への説明用リーフレット 
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きい治療のため財務的にもプラスの面がある。 

 

－スタッフへ波及した効果が、患者へ与えた影響－ 

 患者へ詳しく説明をする機会が増えたことにより、つぎのような患者からの感想があった。 

「歯周病という名前はきいたことはあったが、こんな大変な病気であることが初めて理解することがで

きた。」 

「ここまで詳しく検査をして、その結果を説明してくれた歯科医院はなかった。」 

「今まで銀歯が気になっていたけど、白い歯を紹介してくれてよかった。」 

「口の中の写真を見せてくれて、こんなにバイ菌がついているとは思わなかった。歯ブラシをがんばり

ます。」 

歯科衛生士が説明をした後にこのような言葉を、患者自身から話をしてくれることが多数でてくるよう

になった。このような患者の言葉は私たちの仕事へのモチベーションを大きくあげてくれる。 

 

－さらなる相乗効果－ 

 情報共有をするようになったことに加え、スタッフのモチベーションが上がったことにより、スタッ

フの行動も今までは指示待ちが多かったことが、自主的に行動を起こすようにと大きく変化してくるよ

うになった。例えば、 

「この後の患者さんがキャンセルになりました。今、治療が終わった○○さんにお伺いしたところ、こ

の後まだ時間があり、もう1本虫歯治療をしてもいいとおっしゃっていますが、院長どうしましょうか？」

と、自主的にこのような行動をするようになって、私に報告をしてくれるようになった。患者さんも来

院した時間を有効に使い、我々も空き時間となって消費される時間が治療という業務ができるという

win-win が患者や歯科衛生士主体で作れるようになった 13)。 

 本来、予約時間直前のキャンセルはそのまま消費される時間となり売上ゼロの時間が発生する。サー

ビスのビジネスでは「在庫できない」という特徴があり、これは経営業績を直接悪化させる要因となる。

代わりに空いた時間を十分に使って治療を行うことができるようになったことは、新たな売上を発生さ

せることができた。これは希望された患者の方にも 1 回分の通院が減らせるというメリットを出せる。

もちろん患者がそれまでの治療による疲労(口をあいているので顎が疲れたなど)や、その後予定があり

追加の治療していく時間がないなど、追加の治療を希望しなかった場合はこの限りではない。 

また受付業務でも午前中にキャンセルが出た時には「午前中にキャンセルが出ました。先ほどお電話

で午後に予約をお取りしましたが午前はいかがでしょうか？」と午後に予約の入っている患者へ電話連

絡を積極的にするようになった。空き時間は午前中より午後にあった方が対応する余裕・バッファが上

手に使えることを受付担当者が理解しているからである。 

その他にも自然と流れを滞らせることなく、空き時間をいかに有効に使っていこうかと常に考えるよ

うになった。時間のバッファは後にあった方がいいということは、TOC 研修で学び業務を通して実践

していくことによって自然とできるようになっていった。 

臨床の現場では常に対人間であるために、予定していた治療ではなくその予定を変更することがしば

しばある。例えば、前回患者が選択した治療方法を変更してきた場合や、治療予定をしていた歯とは別

の歯が痛みだしそちらを先に処置を行う必要性が出てくるなどということがある。その場合予定してい

た時間では足らないことも多く診療時間が延長しその後の患者の治療時間に影響を及ぼしてしまう。そ
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こで時間のバッファが後にあれば、そのような事態でもある程度遅れた時間を吸収してくれる。また、

この後に詳細を述べるが、バッファが後にあることによってさまざまな状況の変化に対応することがで

きる。 

 これらの効果によって歯科医師業務のマルチタスクを回避しようという行動がクリニックという組

織全体で意識し、実践されるようになった。これは今まで医院全体の管理(マネジメント)を院長である

歯科医師が行っていたが、歯科衛生士や受付が行うように推移していった。現場のマネジメントはスタ

ッフが行っている。それによって歯科医師は治療に集中することができるようになったため、歯科医療

というサービスの質の向上にも大きく影響している。 

 いままで歯科医師一人で請け負っていた「説明する」という業務を、複数の歯科衛生士へ分配できた

ことによって歯科医師業務に余裕(バッファ)ができた。これは A 治療の負担が軽減し、余裕が出きたこ

とになるため A 治療の 1 日当たりの限界数を増加させることができた。より多くの歯科医師業務ができ

るようになった。 

 

－Step4 制約を強化する－ 

 フローが良くなり、それに伴い

利益も増加してきた。そのためよ

りよい環境整備のため投資を行

うこととした。The 5 Focusing 

Steps の Step4（④制約を強化す

る）として予約システムを導入す

ることとした(Fig.7)。具体的には

受付スペースにデスクトップ

PC2 台にシステムのインストー

ルと 4 台の治療台のところにそ

れぞれ 1 台ずつ計 4 台のタブレ

ット PC を配置した。導入前は紙

媒体の予約帳を使っていたため

受付スペースに予約帳を置いて、

スタッフ全員そこのスペースま

で行って予約状況を確認してい

た。しかし、システム導入後は時々刻々変化していく予約状況を治療台にいたまま確認することができ

るようになった。 

 それによって今まで出来なかったことができるようになった。例えば、治療終了時に次回治療内容に

ついて説明をするが、その時に治療台にいたまま次回治療内容を説明しつつ、タブレット PC を患者と

歯科衛生士と二人で見ながらそのままその場で予約を取得することができる。これによって、患者のよ

り希望に沿った予約を取得することができるようになった。また、一人で行っている受付の業務も軽減

化にも一助している。 

 また、予約状況が治療台にいたまま確認ができれば治療内容をコントロールすることもできるように

なった。例えば、前出にもあった急なキャンセルになってもリアルタイムの予約状況が把握できていれ

Fig.7 新たに導入された予約システム 
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ば、キャンセルによって発生した空き時間を、現在治療中の患者さんへ追加の治療を即座に提案するこ

とができる。後にバッファがあればそれだけ自由度が増すことになる。そのためリアルタイムかつ全員

同時に院内どこでも現状把握ができるようになったため、状況判断のスピードがさらに加速することが

できた。院内どこでもだれしもが状況把握できるようになったために、業務に停滞が発生した場合いち

早く誰かが気が付くようになった。業務停滞に速く気が付くことによって、その対応も早くできるよう

になり、業務停滞の解消も早く行うことができるようになった。時間を浪費するリスクを低減させるこ

とができるようになった。 

 

（７）改善の成果 

今までの事により患者の待ち時間を大幅に解消することができた。貴重な時間の浪費を最小限にする

ことによって患者にも医院にもメリットをもたらすことができたことが、最初に挙げられる成果と思わ

れる。その根拠として来院総患者数が 2013 年と 2014 年の比較では５％アップ、2013 年と 2015 年の

比較では 19％アップしていた。１日の来院患者数も増加した。2013 年は 29.1 人/日だったものが 2014

年には 31.5 人/日、2015 年には 33.9 人/日と増加傾向にある。来院患者数の増加は患者の支持が得られ

ているのではないかとも考えている。 

歯科医師ではなく歯科衛生士が様々な説明を行うことによって、患者が十分理解するところまで時間

が作れるようになったため自分の意思のよる治療方法の選択ができ、また、コミュニケーションの時間

も増加したことから信頼関係の構築も良好になってきたと評価できる。 

このようなことが頻繁に起こるようになったために、スタッフのモチベーションが上がってきたこと

と、それに伴う個人と組織の成長を実感している。そして医院内ではフローを良くしようという動きが

共通認識で連動し、ボトルネックである歯科医師業務を全員でうまく流そうという雰囲気ができてきた。

その結果、歯科医師は現場マネジメントを考える心配が無くなり、思考の上でもマルチタスクが解消し、

治療行為に専念できる思考のシングルタスク化にも成功した。今のところ残業は全くなく、スタッフ全

員が定時前に職場をあとにできている。 

財務面でも大きな成果をもたらした。2014 年初頭からこの改善を行ってきたが、2013 年と 2014 年

の経常利益を比較すると 37%アップしていた。さらに 2013 年と 2015 年を比較すると経常利益が 56％

アップをしていた。来院総患者数や 1 日の来院患者数と同様に、経常利益も段階的に増加傾向にあった

12)。 

この要因として考えられることは来院総患者数が 2013 年と 2014 年の比較で５％アップ、2013 年と

2015 年の比較では 19％アップしていたことにより売上が増加していた。しかし、今回の改善では初期

投資は行わず改善を始めたために、初年度に利益の増加がみられた。そして改善効果によって生み出さ

れた利益の増加額によって、翌年に予約システムを導入する判断をした。予約システムを導入すること

により、さらにフローがよくなった。これにより経常利益の 2 年連続アップさせることができたと考え

ている。 

また、患者自身の意思で治療方法の選択ができるようになったため、より粗利額の高い治療を選択す

る機会が増えたこと、などが考えられる。その根拠として客単価（患者単価）は 2013 年に比べ 2014

年が 10％、2013 年に比べ 2015 年が 8.5％のアップをしていた。この要因としては歯科衛生士が患者へ

説明をする時間が増えることによりコミュニケーションが密になり、信頼関係の構築がなされてきたこ

とと、治療内容や歯科疾患に対する患者の理解度が増してきたことが考えられる。医療行為は患者にと
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って未知なる部分が非常に大きいと思われる。その未知への不安をコミュニケーションなどによって軽

減していくことは常に必要であることを再度認識させてくれた。 

 

 

４ 本事例が明らかにしたことと今後の課題 

 今回の改善事例を通して明らかになった成功のポイントは下記の通りにまとめられる。 

 

① TOC の The 5 Focusing Steps のステップに従って、一つひとつ段階的に検討・実践をすすめて

改善をすすめた。この進め方は、部分最適ではなく全体最適を追求することが大きな特徴であり、

それにより大きな改善をもたらしたと思われる。 

② 一人で改善改革をすすめようとするのではなく、スタッフ全員ですすめていった点である。スタ

ッフのうちの１人だけがリーダーとして推進していくというかたちの場合、スタッフ全員の共通

理解と協働はすすみくい。そうではなく、スタッフ全員で研修を受けることによって、TOC、ボ

トルネック、業務フローといった言葉が共通理解となり、全員が同じレベルでディスカッション

をすすめることができた。その結果、現場での問題点とその改善点がスタッフ各人の経験や認識

にもとづき深く分析・考察され、その結論に強く同意・共感することになった。問題点と改善点

が明確になり、同じ目標に向かって全員の意思の疎通・も十分に取れるようになり、全員の改善

へのモチベーションが高まった。その結果、自発的に工夫して改善をすすめるようになり、必要

なスタッフ間のコミュニケーション、相互連携もすすむようになった。 

③ 特定的な問題としては、歯科医のマルチタスクが最大の根本問題という制約をスタッフ全員で明

らかにした。そこで、制約である歯科医をいかに有効活用するか、にスタッフ全員の意識と行動

を集中して、改善対策を具体化していった。 

④ 改善対策が実行され、スタッフによる自発的な工夫が広がって改善結果が確認できるようになっ

て改善が定着したことをふまえて、改善の取り組みのシステム化（すなわち新たなテクノロジー、

予約システムの導入）をすすめた。 

 

今後は、新たなテクノロジー、予約システムを導入したことを受けて、個々の患者の予約状況や滞在

時間などがシステム内に記録されるため、仕事をする時間経過とともに患者動向がデータベースとなっ

て蓄積されているので、このデータベースを分析して新たな改善のヒントにしていこうと考えている。 

今回の改善で良好な結果を得られた。それによって今回改善を行ったスタッフからは、この良好な結

果に満足している意見も出ている。The 5 Focusing Steps の Step5（⑤惰性に注意しながら最初から繰

り返す）で言うところの次の課題、組織のさらなる改善には結果に満足しているというこの惰性が今後

の課題となってくるのではないかと考えている。改善はまだまだ続くのである。（終） 

 

（本論文の内容の一部は、2015 年 11 月 12・13 日に開催された日本 TOC 推進協議会主催 TOC シン

ポジウム 2015 にて発表した。） 
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事例報告 

 

センシティブなテーマの TOCfE ワークを通して、対話の可能性を探る 

～３時間で３つの道具を使ったワークへの挑戦から～ 

  

但田 真紀 

   

要約 

本稿は、筆者が開催したワークショップについての事例報告である。このワークショップは、

以下の２つの目的のもとに行ったものである。 

１） TOCfE 初学者が、半日以内の時間制約の中で、ブランチ・クラウド・アンビシャスター

ゲットツリーを全て体験できること。 

２） 初対面のメンバー同士でも、対立を生みやすいセンシティブなテーマについて、対立に

囚われることなく対話をし、一緒に考えを深められること。 

 開催実績はまだ２回であり、更なる仮説検証が必要な段階ではあるものの、１回目の反省を

踏まえ、改善を加えて２回目を開催したことで、目的にかなった運営ができつつあると考えて

いる。対立をあおるのではなく、関係者が賛否の持論を脇に置き、ともに問題についての理解

を深め、問題解決を前向きに考えるためのひとつの試みとして、この事例について報告する。 

 

 

1. はじめに 

 

本稿では、筆者が近年実施している TOCfE 初学者を対象としたワークショップについて報告したい。

詳細は後述するが、このワークは、以下の２点が大きな特徴である。 

1) 半日（最短３時間）でブランチ・クラウド・アンビシャスターゲットツリーを全て体験してもらう

こと 

2) 対立を先鋭化しかねないセンシティブなテーマを取り扱うこと 

 

過去、複数回の TOCfEワークショップ講師をしてきた経験を踏まえても、上記の２点は、筆者にとっ

てチャレンジングな試みであった。しかし、実施してみて、短時間で３つのツールを体験することも、

センシティブなテーマについて、参加者が落ち着いて対話することも可能であると実感している。また、

当ワークにファシリテーターとして参加してくれた TOCfE仲間が、それぞれに独自の工夫を加えて、短

時間で３つの道具全てを使うワークショップを実施するなど、自分ひとりに留まらない展開も見えてき

ている。 

 

2. ワークに至る経緯 

 

当ワークは、筆者一人で思い付いたものではなく、TOCfEを習得するうえでの自分自身の試行錯誤や、

TOCfE仲間との会話の中から生まれたものである。そこで、ワーク実施に至る経緯を、時系列に沿って
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記したい。 

2011 年、日本で初めて開催された認定コースに参加したことが、筆者と TOCfE の最初の関わりであ

る。シンプルに考え抜く４日間は衝撃的な体験であり、なんとかこのツールを実際に使いこなしたいと

思ったものの、現場適用できない日々が続いた。しかし、認定コースを受講した仲間同士での勉強会な

どを通し、徐々にツールに慣れていくことができた。  

その結果、当時勤務していた商工会議所の業務遂行で TOCfEを活用できるようになった。具体的には、

経営支援先での会議や、企業後継者たちによる地域振興イベント実施に向けた会議進行などで活用した。

こうして、ともすれば紛糾・脱線しがちな話し合いの場に TOCfEツールを適用し、成果が実感できるよ

うになっていった。また、後に転職した職場でも、社会的ブランクが長い若者たちの就業に向けた育成

に TOCfEを活用し、考える力を伸ばすツールとしての TOCfEの可能性をますます感じるようにもなった

（尚、人材育成における TOCfE の活用については、2016 年の TOCfE シンポジウムにて発表済である）。 

こうして、職場の仕事に TOCfEを役立てることに加えて、筆者が所属する中小企業診断士の研究会で

も、講師として TOCfEのワークショップを開催する機会に恵まれた。ひとつの研究会での発表がきっか

けとなって、別の研究会から依頼を受けることもあり、複数の研究会でワークを行うことができた。 

 研究会という場を通して、これまで TOCfE に触れたことがない方々を対象にワークを行えることは、

TOCfEの認知促進のためにも貴重な機会である。一方で、資格の研究会ならではの制約もあった。ひと

つは、TOCfEのための研究会ではなく、毎月様々なテーマで学んで行く場であるため、単発のワークし

か実施できないこと。そしてもうひとつは、研究会のほとんどが２時間から半日（４時間以下）という

時間内で実施されることである。 

 こうした制約の中で、自分なりに試行錯誤を重ねてきた。まず、座学中心だった初期の進め方から、

ツールを体験するワークを中心に進めるように変えた。その結果、ワークはいつも盛り上がり、参加者

の反響も良かった。しかし、初体験の参加者向けにワークを遂行するのは予想以上に時間が掛かり、３

つのツールの１つを取り上げるのが限界だと、当時は感じていた。 

時間の制約があるから、１つのツールしか扱えないのは仕方がない。だが、一度きりの機会で、たと

えばクラウドだけを体験してもらったところで、TOCfE全体は伝えられていないという不完全燃焼感が

残った。それに加えて、自分自身の興味の在りようとしても、対立解消のためのクラウドだけでなく、

現状を整理するブランチや、誰もが手軽に目標達成のためのアクションプランが作れるアンビシャスタ

ーゲットツリーの重要性を改めて感じるようになり、３つの道具を、どうにか一度で体験してもらいた

いと考えるようにもなっていた。 

  

 そんな思いを抱えているなかで、日常流れるニュースからは、対立を意識させられることが増えてい

た。原発の再稼働、安保法制などが報じられる時、インターネットを眺めてみると、賛成派と反対派が

互いを罵倒しているのをよく見掛ける。一方で私たちは、社会生活のなかで、そうしたセンシティブな

話題については触れないのが賢明だと、経験上知っている。 

多くの人たちが、心の中では重たいニュースを気に掛けながら、口にすることはできない。それは、

周りの誰かが自分と異なる意見を持っている場合に、対立を生むことを恐れるからだろう。うっかり思

想信条に関わる発言をして対立し、仕事に支障を来すことは避けたい。その一方で、匿名で意見を書き

込めるネット上では、対立がエスカレートするばかりのように見える。 

このような現状に対して、TOCfE の考え方を使って、何か試みられることはないだろうか？TOCfE 日
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本支部理事の吉田裕美子さんとそんなお喋りをしていたことが、このワークが産まれるきっかけとなっ

た。 

 

TOCfEの母体である、TOC思考プロセスでは、「何を・何に・どうやって変えるか？」の３つの質問に

答えることを重要視している。「何に変えるか？」を考える際には、まずは「何を変えるか？」つまり、

現状をしっかりと見ることが重要である。実際に、TOC思考プロセスでは、何を・何に・どうやって変

えるかを順番に考えて行く構成になっている。しかし、現実に目にする対立の多くは、「何を変えるか？」

という現状の共有を行わずに、「何に変えるか？」から話を始めているように見える。 

 

TOCfE は、３つのツリーを目の前の課題に応じて単独で適用していくものであり、TOC 思考プロセス

のように、流れに沿って使う必要はない。とはいえ、３つの道具を TOC思考プロセスのように、「何を・

何に・どうやって」の流れに乗せてワークショップを行えば、ひとつのテーマに沿って、３つの道具を

自然な流れで体験できるのではないかと仮説を立てた。つまり、対立について賛否を論じる前に、ブラ

ンチを使って、現状を一緒に考えてみたらどうだろうか？そのあとで、クラウドを使って、対立につい

ての視点を広げた上で、アンビシャスターゲットツリーを使って、解決の方向性に向けたアクションプ

ランを考えてみたらどうだろうか？ 

 

以上の試行錯誤のプロセスを経て考案した結果として、このワークは、次の２つを目的としている。 

1) TOCfE 初学者が、半日以内の時間制約の中で、ブランチ・クラウド・アンビシャスターゲットツ

リーを全て体験できること。 

2) 初対面のメンバー同士でも、対立を生みやすいセンシティブなテーマについて、対立に囚われる

ことなく対話をし、一緒に考えを深められること。 

 

3. ワークの概要 

 

 ワークの概要は以下の通りである。 

 タイトル：明日から使える TOC for Education 

 サブタイトル：子供でも使える超シンプル思考ツールを使って、危険なテーマを平和的かつガチで

議論してみよう！ 

 参加者：TOCfE初体験者が大半 

※中小企業診断士が主であるが、飛込参加可能な研究会もあり、参加者要件として資格が必要なわ

けではない。また、認定コースに参加したことがある，単発のワークショップ経験があるなど、初

学者ではない参加者は２名おり、その他の参加者は TOCfE初体験であった。 

 実施回数と規模：これまでに２回実施 

１回目：2016年１月実施、参加者約１０名、２チーム 

２回目：2017年４月実施、参加者２０名、４チーム 

※１回目と２回目は別の研究会であり、共通参加者は１名のみ。 
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4. ワーク内容の詳細 

 

4.1   1回目のワークの手順 

 前準備…テーマの設定 

 参加者に趣旨を説明した上で、“対立を生みそうなセン

シティブなテーマ”をひとつ設定してもらう。テーマは、

参加者から案を挙げてもらい、最終的に投票で決定した。

1 回目のワークでは、「男性の育休取得を推進するか否

か」というテーマで進めることとなった。 

 選定したテーマに沿って、３つのツールを使って考え

てもらう。いずれのワークにおいても、TOCfEの進め方に沿ったルール（質問に集中すること、音読し

て CLRをチェックすること、など）を定め、ルールに従ってワークを行うことに集中し、ワークから離

れて議論することは控えてもらうよう呼び掛けた。 

 

 １つ目のワーク…ブランチ 

「もしもテーマ内容を推進したらどうなるか？」について、ブランチを作成。ファシリテーターは

「もしも日本への移民の受け入れを進めたら、最初に何が起きますか？」「次に起きることは何で

すか？」と質問していく。 

 ２つ目のワーク…クラウド 

選定したテーマに基づき、クラウドを作成。基本的には「日本への移民の受け入れを進めるか否か」

のように、クラウドのテーマは、ワークのテーマと同様になる。但し、クラウド作成時は、主語を

明らかにしてもらい、主語に合わせてテーマの微調整をすることは自由とする。 

（例：主語…○○市市長、 

   テーマ…○○市への移民受け入れを推進するか否か） 

 ３つ目のワーク…アンビシャスターゲットツリー 

クラウドで考えた内容を参考にして、具体的な目標をひとつ選んで、アンビシャスターゲットツリ

ーを作成する。クラウドのＢかＣ（ニーズ）、あるいはＤかＤ′（行動）を目標にするか、もしく

は、クラウドから導き出された解決策のひとつを目標とするかは、チームで協議して自由に決めて

もらう。 

（例：主語…○○市市長、 

   目標…「移民を受け入れて豊かで安心な社会を実現する」 

      「外国人観光客を増やす」など） 

 

 タイムスケジュール 

 １回目の詳細なタイムスケジュールは記録に残していないが、合計３時間で実施した。３時間の構成

要素は、研究会開始の挨拶・アイスブレイク・事前説明・テーマ選定・ブランチ、クラウド、アンビシ

ャスターゲットツリーのワーク・資料配布、資料説明、感想のシェアであった。 

 

4.2   1回目のワークの考察 

図１．当日資料より、ワークのルール 
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 １回目のワークは、筆者が所属する研究会で顔見知りも多く、実験的に試みることができた。それま

で不可能だと思っていた、３時間で３つのツール全てを使うワークを実行でき、初回としては十分な手

ごたえが得られた。「楽しかった」、「職場で使えそう」、「娘とこの方法で話し合ってみたい」など、参

加者からも好評であった。 

しかし、10名２チームに対して、筆者一人が講師兼ファシリテーターとして進行した結果、以下の課

題が残った。 

① こちらが説明した TOCfEの進め方から脱線するケースが多い。特に、最初のブランチでは「次に起

きることは何ですか？」という問いから離れて、自分の体験談や持論、知識について話をする参加

者が複数見られた。 

② ワークを進める上で、こちらが提示した質問のルールに従うこと、具体的には、音読で論理のつな

がり（CLR）だけをチェックし、書いた内容への賛否を議論しないように依頼していた。しかし実

際には「それは書かなくていいんじゃないの？」など、付箋に書くべきか否かについての意見など

が出ていた。 

 このように、趣旨から離れた議論があった結果、特に、前半のワークへの集中が不十分となり、時間

に迫られて次のワークに進まざるを得なくなった。また、参加者の感想を個別に聞いたところ、ワーク

の中で、他の参加者の発言により、自分の発言が否定されたと感じた参加者もいた。 

 

4.3  ２回目のワークの手順 

 

２回目も、ワークの進め方の手順は１回目と同様であるが、１回目で浮かび上がった課題を解決する

ために、以下の改善を加えた。 

 

① 趣旨を丁寧に伝える 

ワークショップでは、初対面同士が、センシティブ

なテーマについて考えることになる。ワークの目的

は、賛否いずれが正しいかを決めることではなく、

優劣を競うものでもない。多様な視点を持ち寄り、

ともに考えを深めることが目的であることを、最初

に丁寧に説明した。 

② 各グループにファシリテーターを配置する 

TOCfE 仲間の協力を得て、各グループに１名のファシ

リテーターを固定配置した。 

 

 この改善により、２回目のワークでは１回目の問題を取り除き、短時間でより深いワークを体験する

ことができた。特に、グループファシリテーターを配置した効果は大きく、TOCfE 初体験の参加者が、

当日のルールとして設定した、TOCfEの進め方（質問に答えることに集中すること、音読チェックをす

ること）に沿ってワークを進めることが、ワークの最初から可能となった。TOCfEの進め方に集中する

ことで、脱線した意見展開もなくなり、終始穏やかにワークを進めることが可能となった。 

図２．当日資料より、趣旨の説明 
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 タイムスケジュール 

実際のタイムスケジュール（２回目・４チーム）は、以下の通りである。この回のワークショップは、

13時半開始、17時完全退館となっていた。開会時に主催者からの挨拶があり、以下の内容は、13時 35

分から 16 時 52 分の 197 分間で実施している。チーム間でのワーク内容のシェアについては、本来は、

受講者が発表した方が良いと思われるが、短時間でシェアするため、ブランチとアンビシャスターゲッ

トツリーは、各チームのファシリテーターがポイントを絞って発表した。 

 

時間 

(分) 
内容 

32 

 

 

 

43 

 

18 

 

10 

5 

27 

 

 

10 

 

25 

 

10 

 

5 

 

12 

前置き＆事前説明 

（自己紹介・ファシリテーター紹介・グループごとのチェックイン・趣旨

説明・テーマ決定・ブランチと CLRについての大まかな説明） 

ブランチ作成のワーク 

（「日本への移民の受入を進める」をスタート付箋としてブランチ作成） 

ブランチのシェア 

（各ファシリテーターが持ち時間 3 分で発表） 

休憩 

クラウドについての大まかな説明 

クラウド作成 

（「日本への移民の受入を進める・進めない」をベースに、各グループで

主語と対立内容を確認してから作成） 

クラウドのシェア 

（各チームのクラウドを参加者に音読してもらってシェア） 

アンビシャスターゲットツリー作成 

（先ほどのクラウドから、各グループの目標を設定して作成） 

アンビシャスターゲットツリーのシェア 

（各ファシリテーターが持ち時間 2 分で発表） 

テキスト配布。 

３つのツールについて簡単におさらいし、現場での使用例など紹介。 

各グループでのチェックアウト・感想の全体共有×２名、締め。 

 

※想定シナリオと実際で変えた点…講師が話す時間を少なめにして、シェ

アに使う時間を増やした。 

 

 

4.4  ２回目のワークの考察 

 ２回目のワークショップを実施したことにより、当初設定した２つの目的が達成できたかどうかを振

り返ってみたい。 
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１） TOCfE初学者が、半日以内の時間制約の中で、ブランチ・クラウド・アンビシャスターゲットツリ

ーを全て体験できたか？ 

 これまで自分が開催してきたワークショップと比べても、２回目のワークは、充実した進行ができた

と実感している。グループファシリテーターが趣旨を理解し、的確なサポートをしてくれたことで、各

チームともにワークに集中することができた。 

「TOCfEの進め方のルールに従う」ように求めることは、押し付けがましく感じさせてしまうのでは

ないかという懸念もあった。しかし実際にやってみると、質問に集中し、こまめに音読チェックをして

もらうことにより、TOCfEの３つのツールの作り方を、参加者が迅速に理解することができた。 

また、「日本への移民の受入れ」のように、参加者それぞれにとって無関係ではないテーマを設定す

ることで、一連の流れの中で、スムーズに３つの道具を体験することができた。 

結果として、TOCfE初体験者が大半であっても、半日以下の時間制約の中で、ある程度納得感が得ら

れるレベルまで、ブランチ・クラウド・アンビシャスターゲットツリーを体験することができた。 

 

２）初対面のメンバー同士でも、対立を生みやすいセンシティブなテーマについて、対立に囚われるこ

となく対話をし、一緒に考えを深められたか？ 

 

 ２回目のワークショップを終えた後、今回のワークで、誰が「移民推進派」で誰が「移民反対派」か、

認識すらしないまま一緒に考えていたことに気付いた。これは、参加者が対立色を押し出さずにワーク

を進められていたためだと考えられる。 

たとえば、ブランチのワークをしていた際、最初に「治安が悪くなる」と書いた方が、途中で「イメ

ージでこの付箋を書いてみたけど、因果関係がつなげられないな…」と、ブランチの方向を変えたケー

スもあった。 

ネガティブあるいはポジティブ、いずれのブランチにしても、論理のつながりだけで考えることで、

お互いの意見に関係なく、冷静に考えを深め、視野を広げることができたと思われる。前項と同様に、

グループファシリテーターが常に寄り添い、TOCfEの進め方に集中してもらうことで、声が大きい参加

者の主張に流れされることがなかったことも、穏やかにワークを進められた大きな要因だと考えられる。 

 今回のワークを実施したことで、センシティブなテーマについて、対立を先鋭化せずに一緒に考える

体験ができたことは、筆者自身にとっても大きな収穫であった。 

以前、TOCについて、ある先輩から「人 VS人になりがちなところを、問題 VS人にしていくことが大

事」と教わったことがある。まずは、賛成か反対かを論じる前のフラットな視点で、ブランチで「何を

変えるか？＝現状」を考える。ブランチ作成を通して現状への理解を深めることで、参加者は「私は賛

成派、あなたは反対派」といった自らの立場に固執しなくなる。この状態でクラウドを作成することで、

「人 vs人の対立」に陥ることなく「何に変えるか？＝解決の方向性」を探れるようになる。そして, ア

ンビシャスターゲットツリーで「どうやって変えるか？＝目標達成」を目指す. 

このように、ブランチ→クラウド→ATTのプロセスは、まさに、人 VS人の対立を、いかにして問題を

乗り越えていくかという「問題 VS人」に切り替える手法と言えるのではないだろうか。 

 

4.5  今後の課題 
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今後の課題としては、以下が挙げられる。 

1. まだ２回しかワークショップを実施していないため、有効性の検証ができる段階に至っていない。 

2. 中小企業診断士というターゲットに対して実施しているため、他のターゲットに実施した時に、同

様の時間制約で実施できるかがわからない。 

3. 半日以下の時間で、TOCfE初体験者に向けたワークショップとしては充実した内容になっているも

のの、参加者が TOCfEを実際に使いこなすためには、単発開催では限界がある。 

 

こうした課題に対し、筆者は現在以下のアクションを取っているが、道半ばである。 

1. 興味を持ってくれた TOCfE仲間に対し、ワークショップの運営ノウハウを共有し、他の方によるワ

ークショップ開催を促す。 

2. ワークショップ参加者を対象とした、TOCfE練習会を月１回程度開催し、参加者のフォローアップ

を行う。 

１項については、ノウハウ共有まではある程度行ったものの、その後の開催事例はまだ出ていない。

ただし、グループファシリテーターを担ってくれた仲間のうち２名が、職場の同僚や弁護士数名を対象

として、３つのツールを３時間以下の時間制約の中で実施するワークショップを実施済であり、自分ひ

とりに留まらない展開は見え始めている。 

２項については、これまでに 2017 年５月から月１回の頻度で、平日夜にゆるやかな練習会を開催し

ている。参加者の職場や家庭での悩みごとをテーマに、その場で TOCfEツールを適用し、参加者と一緒

に考えるという内容で進めている。実際に自分自身が直面する問題に適用することで、TOCfEへの理解

が深まり、現場適用の感覚を掴んでもらいつつある。 

 

5. 終わりに 

 

 このワークショップを初めて開催したのは 2016 年の１月であった。今後の可能性を実感できたもの

の、筆者自身の転職活動などと重なり、しばらく凍結状態となっていた。しかし、１回目に参加してい

た方からの依頼により、2017年４月に再び開催する機会を得た。そして、グループファシリテーターを

担ってくれた TOCfE仲間との事前打ち合わせなどを通し、ワークショップ進行を大きく改善することが

できた。また、この原稿の初稿を作成した後の 2018年 9月にも、35名の参加者の方に対し、ファシリ

テーター8名でワークショップを実施することができた。このワークショップが産まれる前から、育て

ていくに至るまで、仲間たちの多大な協力を得てきたことに感謝している。 

 今日も、ニュースでは対立する問題が日々伝えられる。TOCfEを学ぶ私たちは、対立をあおることで

は問題は解決しないことを知っている。TOCfEを学んでいなくとも、ただ対立が報じられ、一向に問題

が解決しないことをもどかしく思っている方や、未来への懸念を深めている方も多いのではなかろうか。 

 今回報告したのは、たった２回、延べ 30名への小さなワークショップに過ぎない。しかし、他の様々

な TOCfE活動事例と共に、この活動報告が、多様な人々が多様な視点を持ち寄って対立を紐解き、対話

による問題解決を進められる世の中につながる一助となることを願っている。そして、自分自身も、こ

うした取り組みを通して、TOCfEの認知促進と、対立に囚われずに対話を進める機会の提供を続けてい

きたい。 
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事例報告 

 

ロジックブランチ実践事例 ダブルブランチ法  

～お説教から対話へ 新しい親子関係～ 

 

神田ゆりあ 

youleeane@gmail.com 

 

要約 

課題があって親子で話をする際、子どもの話をブランチにするだけではなく同時に親を主人

公にしたブランチも並列で書く（ダブルブランチ）ことによって、子どもの行動や感情を振り

返り指導するだけではなく保護者自身も自分の気持ちや考え方を見つめなおし、親子の信頼関

係を強める話し合いが可能になる。実践事例に基づいて、その手順と効用について紹介する。 

 

 

 いつものように仕事を終えて帰宅すると、いるはずの小学校３年生の子どもがいない。そろそろ周囲

は暗くなってくる。まだふと道に迷ったりすることもあるし、何か物騒な事件の可能性だってある。心

配でソワソワしながら待つこと 10 分程、子どもがケロリと帰ってくると、親としては安堵と同時に帰

宅時間を守らなかった子どもへの怒りが湧いてくる。 

 TOCfEのツールを使っている人なら、ここで声を荒げる前にふせんとペンを持って子どもとテーブル

につき、子どもの話をふせんに書きながら事実関係を聞き出して必要な指導をしようと考えるかもしれ

ない。私が行った手順は以下の通りである。 

 

１． 帰宅時間が遅くなるに至った経緯を聞き取り、ブランチを作る（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人にカブトムシを分けてあげるために奮闘した様子を把握することができた。同時に、帰宅

が遅くなると家族が心配するなどの影響については思いが至っていないこともよくわかった。 

 

 

図１ 子どものブランチ 
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２． 図１に並べて、親側で起こったことを子どもに

説明しながらブランチを作る(図２） 

時間を守らなかった子どもの行動が悪いと一

方的に話すのではなく、親自身に起こっていた

ことを説明する。何が不安だったのか、心配だっ

たのかが明文化され、次第に親の気持ちが落ち

着いてくる。 

それと同時に子どもも「怒られる」ことへの防

御から傾聴の姿勢に変化する。 

 

 

 

３． お互いに困っている箇所を共有し、相手の困りごとの解消のために自分ができることは何かを探る

（図３） 

 

私は、子どもが困っている（いやがっている）お話し合いを早く終わらせる方法として、親の心

配が子どもに理解されたと感じられたらすぐにお話を終わりにできるよと約束した。その上で、母

が困っていることを解決できる方法、ああすればよかったなーとか、次はこうするとか何かアイデ

ィアない？と問いかけた。 

子どもはこのブランチを見ながら考える。そして母が帰宅したときに不在という状況を回避でき

る方法として「今日は行かない」「約束の場所にいなかったらまっすぐ帰ってくる」の 2 つを、ど

こにいるのかを母が知らない状況を回避する方法として、「出かける前に電話する」「行き先を置手

紙する」の２つを自ら思いついた。 

 

       

４． 次にこういうことがあったときに今日のことを思い出してくれるかを確認して、約束通り話し合い

の時間を終了した。 

 

図３ 親と子どもの話し合い 

 

 

図２ 親のブランチを加える 
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 上記の手順２で子どものブランチと親のブランチを二つ並べて書いたことをダブルブランチ法と名

付けている。「○時を過ぎたら家を出ないルール」とか「親に怒られるから」という条件反射的な理由

で行動を制限するのはなく、カブトムシを友達に渡すという行動によって親がなぜ、何を心配していた

のかを理解する機会になって欲しいという思いで、この時はとっさにこの方法をとった。 

それまでは子どもが好ましくない行動をとった際に反省を促すため、子どものとった行動とその理由

をブランチで表しながら親子間で共有し、どこに問題があったのかを探ったり、未来への影響を探った

りすることで次回以降の行動を変容させる方法を取ってきた。 

 二つの方法をやってみた結果、ダブルブランチによって効用が追加されることを確認した。 

 

＜ブランチ（図１）を使って親子で課題について話し合う効用＞ 

 ふせんに書かれる内容やブランチを作成していく過程に集中することで、親が子どもを叱責すると

いう一方的な関係でなく一つの課題に取り組むチームとして話し合うことができる 

 子どもが言語化しにくい複雑な事実関係を一つずつ思い出しながら話し、それがブランチとして可

視化されていくことでより正確に、論理的に事実関係を洗い出すことができる 

 

＜ダブルブランチ法（図２、図３）で追加される効用＞ 

 親子のブランチが因果関係でつながることで、子どもが自身の行動が他者（親）にどのような影響

を及ぼしたのかをより深く理解できる。 

 親側のブランチも書くことで親自身が自分の不穏な気持ちの原因に客観的に気が付き、それを冷静

に説明し子どもに相談するという形で課題の解決にアプローチすることができる 

 視覚的に主人公別にブランチが分かれるので、書く時の主語の混乱や書いたあとに読むときの誤解

が少ない 

  

親も自分の気持ちの変化や自身のストーリーをブランチに書き起こすことで、課題について当事者の

一人として考えることができ、自分の気持ちを認めたうえで安心して子どもが考えるのを待つことがで

きる。親にとっても子どもにとっても憂鬱なお説教の時間が、より対等な関係性のもとでお互いの不安

を解消する、子ども自身が意思決定するのを親が支援するという前向きな対話の時間に変わっていくこ

とがダブルブランチの大きな効用である。 
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編集後記 

 

教育のための TOC が日本に紹介されて、全国

各地で、いろいろな問題領域に対して、いろんな

人たち（子どもを含む）に活用しているようにな

りました。このような広がりをもっともっと広げ

ていく、深めていくためには学術的な雑誌を創刊

することが必要だと考えました。本学術誌を創刊

することで、広がる実践活用事例、深まる理解と

探究について、教育のための TOC を学び活用す

る人たちから投稿していただいて、共有し、相互

交流・研鑽し、蓄積していく場をつくっていきた

いと思います。とはいってもどんなものだろうと

いうのは実物を見ないとイメージできないです

よね。ですので、なんとか創刊号を出すところま

で来たこと、とてもうれしく思っています。ぜひ

これを見ていただいて、改善意見や、原稿の投稿

よろしくお願いします！（わ） 

 

教育のための TOCの本部はアメリカのフロリダ

にあります。会長のキャシー・スエルケン氏はそ

のフロリダに住んでいる、心の温かい、チャーミ

ングで素敵な人です。そんな彼女が話している姿

を思い浮かべながら、冒頭のメッセージを翻訳し

ました。今後、海外からの目覚ましい事例を紹介

したり、このジャーナルに載っているような日本

の事例を海外に発信していきたいと思っていま

す。通訳や翻訳など、一緒に活動してくださる方

は是非ご連絡下さい。（濱野） 

 

教育のための TOC に出会ったとき、息子は小

学校 1 年生でした。私が息子に言って聞かせるこ

とは聞いているのかいないのか、非常にマイペー

ス。人見知りで初めて会う人の前では私にくっつ

いて口をきかず、離れない子供でした。その息子

が、初対面の大人の女性に「学校で起こっている

お友達との諍い」について、冷静に、論理的に話

している現場を見て、「この方法にはすごいパワ

ーがあるに違いない！」と直感したのでした。こ

の雑誌が、どなたかのそんな出会いのきっかけに

なれるといいなと願っています。（ゆりあ） 

 

 

この雑誌の企画を高須さんから最初にお聞き

したのは、２年くらい前だったかと思いますが、

こうして創刊号をみなさんにお届けすることが

できてとても嬉しく思っています。私自身は教育

のためのＴＯＣ（や、そこで出会う人たち）と出

会ったことで、それまでには気づかなかった素敵

な人生を歩む事ができていますので、私のような

自分の人生を変えるような素敵な出会いのきっ

かけにこの雑誌がなったらいいな～と思ってい

ます。（柴橋） 

 

この雑誌を読んでくださった皆さんは TOCfE

を日常使いしていますか? 「知る機会」は書籍や

動画 やセミナーなど、「体験する機会」は様々な

イベントやコミュニティがあります。オンライン、

ワンコイン、出張開催など、私が TOCfE を知っ

た 2013 年に比べたら遭遇する機会は増えていま

す。一方であまり変わらないのは 「自分が使って

みる機会」かもしれません。あなた自身が日常で

TOCfE を使ってみたら、次にどんな「機会」が生

まれるのか。私は楽しみです。（竹ノ下） 

 

 教育のための TOCと出会った時、このツール

は様々な場面で使えるパワフルなツールだと思

いました。それと同時に、このパワフルなツー

ルをより理解しその可能性を探求したいとも思

いました。しかし、一人で考えるには限界があ

ります。ジャーナルができることで、よりこの

ツールについて探求できる場ができたと思うと

嬉しく思います。皆さんの考察や事例を楽しみ

にしていますので、原稿の投稿よろしくお願い

します。(平方) 

 

この原稿を書いているのは、新宿西口側のある

カフェです。濱野さんと一緒に日曜の朝 10 時か

ら、TOCfE 関係のパソコン作業をしています。 

ジャーナル発行に当たり、すばらしい原稿を書

いてくださった執筆者の方々、原稿を読んでコメ

ントしてくださった査読者の方々、ジャーナル発

行に向けて一緒に努力してくださった委員の

方々に感謝いたします。第２号以降に向けて原稿

を募集していますので、お待ちしています。（高須） 
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