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「壺割」の害
～「会社編」&「家庭編J～

「壺割」の書(1)―会社編

会社ではヽ形気形に次のメッセージが投

げカサられる
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相饉改革を行う際は この蛸壺に入った

社員全員が巨大な抵抗騎力となる
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つまり 会社は自分でそのよう=社員を育

てておいて どうしようもならなくなると外部

(コンサル)=体 輌して 壺割をすることこ

より何とか状況を変えようと試みる 場合

によっては丸投けすることもある 極めて自

分の責任に無自党なやり方′t

しかし このやり方では成功しない 形を変え

ても経営マ ントが変わらないので 「禁上

令Jが出樹するからだ
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と̈ 風土に変わらなければ 根本的な解

決にはならないのである

それは 簡単に8え は 人を使う風土から

人を青てる風土に変えると言うことである

壼割の弊書は実に大きい

1や った気になる(層誉剌は責任を果た

した気になる)兒罪″

2轟 し酬 態をヽ 今させる

3さらに■■は利 する

4■ 力轟 経費商が広まら

5経 帝に対する不倍懸が決定的になる

私は 「蜻壺jこ入oている一人一人に呼び

かけた すると最初は8本の内 1本の

先つちょだけ足をのでかせて様子を見て

いた蜻だつたが そのうち半身を乗り出し

やがて数名が飛び出してきた その数名

||1壺から飛び出して生き生きしているのを

見て llの壺からも三々五々出てきた

私の感覚で言えば 2割から2割5分の蝉

が出l.めると 残る蝿もわらわらと出てき

j.・める

出てくるということは 自ら行動を起こした

ということ 自ら行動を起こす これ即ち

意識改革である 憲議が変われば行動

が伴う 贅わつて以降の変革のスピードま

連い

組織改革の■の目的 ま 意餃が変わつて

生き生きと行動するよう=なることである

そのためには 一人一人が自ら蛸壺から

出てくるよう0外 の最境を変えなければ

0 ,ヽない それは難しいこを■まない

外の環境が減点主■ですさんで崎 から

出てこようとしない

先ずまたった一人でよい

私岬 かい環境になつた

すると 外は曖かそうだと感した蛸が出て

きた すると それを見ていたllの蛸ち

釣られて出てきた

本当 ま 誰だつて外に出たいの●
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0ま り 私は吹きすさぶ「北風」ではなく

曜かい「太陽Jの役割を果たしたのであ

る 暖かく4●った期たちは 自ら蛸埜を脱

ぎ捨てたのI

たから プロジェクトま成功したのである

「壺割Jの書(2)―家庭編
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家庭では有形無形に次のメッセージが投
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をBえと曽っていても態度が聞〈耳を持た

ないときっている場合などだ この態度で

示している内容を「禁止令Jという

こめような「求止令Jを浴びせ続けられる

と 子は自我を成長させることができず

自分の都選の中で小さくなっていく

=き こもつた子供に困った規は =受 先を
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つまり 親は自分でそのよう=子を有ててお

いて どうしようもならなくなると外部に依頼
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という姿勢に変わらなければ 根率llな解

決にはならないのである

それは 簡単に言えば 子をコントロールす

る風土から人を育てる風土に変えると言うこ

とである
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私は ご家族一人一人●呼び力ヽすた

すると 最初はわ とのぞいて諫子を見

ていた人も そのうち半分を桑り出し やが

て全員が気持ちを開示しl.めた
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るということま 自ら行動を起こしたというこ

と

日ら行動を起こす これ即ち薫験改革て

ある 意識が変われば行動がわ

変わって以降の工革のスピードま違い

家接カウンセリングの■の目的は 一人一

人の意識が変わつて生き生きと,動 する

ようになることである

そのためには 一人一人が自ら開示でき

るよう=家 庭¨ 境を変えなければてヽす

ない それは難しいことではない

家庭の燿境が減点主義だから自己を開

示しようとしない

えずまたった一人でよい

私は暖かい環境になつた

すると 外は曖かそうだと感じた人が自己

聞示した すると それを見ていた他の人

も 鉤られて曰己F]示した 本当は 整

たって自分の気持ちを外に伝えたいのた
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だから 家l・の関係性は変わっていつた

のである

会社t家 庭銅 したと言うことがわかると

思う
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