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ゼミナールの構成	
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1st	
• ゼミナールの内容説明＆自己紹介＆発達理論ミニレクチャー	

2nd	
• 段階2から段階3の測定＆各段階への支援方法	

3rd	
• 段階3から段階4の測定＆各段階への支援方法	

4th	
• 段階4から段階5の測定＆各段階への支援方法	

5th	
• 発達測定ケーススタディ	

6th	
• 発達測定ケーススタディ	

7th	
• 全6回のまとめのクラス	

ゼミナールの構成	



発達理論の概要	
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発達理論の概要	



多様な発達領域	
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多様な発達領域	



なぜロバート・キーガンに着目するのか？	
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“The	evolving	self	(1982)”に見るキーガンの思想的源流	

　・アブラハム・マズロー	
　・カール・ロジャーズ	
　・マーティン・ブーバー	
　・ロロ・メイ	

人間性心理学	
実存的心理学	

　・アンナ・フロイト	
　・エリク・エリクソン　	
　・ジョン・ボウルビー　	
　・ハインツ・コフート	

新フロイト派	

　・ジェームズ・マーク・ボールドウィン	
　・ジョン・デューイ	
　・ジョージ・ハーバート・ミード	
　・ジャン・ピアジェ	

構成主義的発達	
心理学	
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なぜロバート・キーガンに着目す
るのか？	



構成主義的発達心理学とは？	
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構成主義的発達心理学は、人間の意味構築活動の発達に焦点を当てる	

構成主義的発達心理学とは？	



構成主義的発達心理学とは？	
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構成主義的発達心理学=構成主義+発達主義	

• 人間は各人固有のリアリティを構成している	

構成主義（ConstrucJvism）	

• リアリティを構成する機能は構造的に発達していく	

発達主義（Developmentalism）	

構成主義的発達心理学とは？	



構成主義的発達心理学の起源	

8	©2016.	Yohei	Kato.	All	rights	are	reserved.		

ジェイムズ・マーク・	

ボールドウィン	
ジョン・デューイ	

ジョージ・ハーバート・	

ミード　	
ジャン・ピアジェ	

構成主義的発達心理学の起源	



意識構造のメタファー	

世界認識を規定するレンズ	
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意識構造＝認識の枠組み	
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意識構造のメタファー	



意識構造の役割：意味を付与する機能	
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ロバート・キーガン	

人間は意味を構築することを
宿命づけられた存在である	

©2016.	Yohei	Kato.	All	rights	are	reserved.		

意識構造の役割：意味を付与す
る機能	



意識の弁証法的発達プロセス	
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意識の発達は、主体から客体へ移行する弁証法なプロセスである	
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主体	

客体	

段階1	

主体	

客体	

段階2	

主体	

客体	

段階3	

主体	

客体	

段階4	

意識の弁証法的発達プロセス	



ロバート・キーガンの「主体・客体理論」とは？	
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意識の発達は、主体の縮小プロセスかつ客体の拡大プロセスである	
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主体	 主体	 主体	

客体	客体	客体	

ロバート・キーガンの「主体・客
体理論」とは？	
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ロバート・キーガンの発達理論	

 
 発達段階は年齢によって決定されるわけではない！	

段階2:「利己的段階」	

段階3:「他者依存段階」	

段階4:「自己主導段階」	

段階5:「相互発達段階」へ続く	

生涯を通じた意識の発達	

他
者	

自
己	
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ロバート・キーガンの発達理論	
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発達段階に関する人口統計データ	
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参照：Susanne	Cook-GreuterのSCTデータに基づき作成	
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発達段階に関する人口統計デー
タ	



発達段階2:「利己的段階・道具主義的段階」	

人口分布：	

主要な特徴：	

「道具主義的」とは？：	

限界：	

成人人口の10%	

自己の「欲求」「願望」「関心」などに支配されている	

究極的な関心ごとは、他者が自分にとって
どれだけ役に立つか	

他者と分離されてしまった世界観	
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発達段階2	



発達段階3:「他者依存・慣習的段階」	

人口分布：	

主要な特徴：	

「慣習的」とは？：	

限界：	

成人人口の70%	

自己は、他者によって定義されている	

価値観は、社会や所属する集団によって
構築されている	

自分独自の価値体系を構築できない	
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発達段階3	



発達段階4:「自己主導段階」	

人口分布：	

主要な特徴：	

限界：	

成人人口の20%未満	

自己独自の価値体系を自ら構築できる	

自分の価値体系の枠組みに囚われ、自分の価値観や	
視点から距離を置くことができない	
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発達段階4	



発達段階5:「相互発達段階」	

人口分布：	

主要な特徴：	

「相互発達的」とは？：	

成人人口の1%未満	

自己を構成するいかなるものにも同一化していない	
	

自己の価値体系をオープンなものにし、
他者と関わり合うことによって、お互いの
成長・発達を促す触媒になる	
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発達段階5	



発達段階が持つ5つの特徴	
	

段階は	

1.部分が統合された全体である	

2.以前の段階を含んで超える	

3.連続的に発達する	

4.普遍的である	

5.常に新しい段階の要素を含む	
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発達段階が持つ5つの特徴	



段階は「部分が統合された全体である」とは	
	
	

部分	

様々なスキーム	

全体	

統合された新たなスキーム	
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部分が統合された全体である	



段階は「以前の段階を含んで超える」とは	
	

段階4	

段階3	

段階2	

段階1	

後の段階は前の段階の特徴を受け継ぎ、新たな機能を付け加える	
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以前の段階を含んで超える	



段階は「連続的に発達する」とは	

段階1	
段階2	

段階3	
段階4	

段階5	

No!!	

段階は飛ばすことができず、順番を経て発達する	
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連続的に発達する	



段階は「普遍的である」	
	

発達段階は、普遍的に全人類に現れうる	
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普遍的である	



段階は「常に新しい段階の要素を含む」	
	

段階1	 段階2	 段階3	 段階4	

発達は現在進行形で起こっており、発達段階は常に洗練化の
方向へ向かう	
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常に新しい段階の要素を含む	



発達測定の概要	
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発達測定の概要	



領域特定型VS領域横断型測定手法	
	

領域特定型	

モラル測定手法	

文章完成テスト	

主体客体インタビュー	

領域横断型	

ダイナミックスキルモデル	

階層的複雑性モデル	

LAS	
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領域特定型VS領域横断型測定手
法	



代表的なアセスメント一覧：その1	
	

スキル・知識のテスト	

(Skills Knowledge Tests) 
パーソナリティ・テスト	

(Personality Tests) 

認知能力・問題解決テスト	

(Cognitive Agility Tests/ 
General Problem Solving 

Tests) 

職務適性テスト	

(Job Fit Tests) 

特定能力のテスト	

(Specific Ability Tests) 
状況判断	

(Situational Judgment) 

（出所）2014 Global Assessment Trends Report: Tracy M. Kantrowitz, Ph.D. CEB 
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代表的なアセスメント一覧その1	



代表的なアセスメント一覧：その2	
	

（出所）2014 Global Assessment Trends Report: Tracy M. Kantrowitz, Ph.D. CEB 

職務限定的な問題解決	

(Job-Specific Solutions) 
アセスメント・センター	

(Assessment Centers) 

ライフ・ヒストリー分析 
(Life History Information) 

文化適合度テスト	

(Culture Fit Tests) 

職務の模擬実験	

(Job Simulations) 
興味・関心の診断	

(Interest Assessments) 
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代表的なアセスメント一覧その2	



発達構造測定と既存の測定手法との違い	
	
人間の能力には三つの階層が存在する	

コンピテンシー	

Competency	

キャパシティー	
Capacity	

ケイパビリティ	
Capability	

表面的なスキル	
例：プレゼンスキル、コミュニケーション
スキルなど	

無意識的な行動特性や性格類型	

意味構築能力	

ケイパビリティはキャパシティーとコンピテンシーを発揮
するための基盤となる	
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発達構造測定と既存の測定手
法との違い	



既存のアセスメントの限界と問題点：その1	
	

性格類型や行動パターンの分析に留まる	

深層能力を特定することができない	

深層能力に合わせたプロジェクトやタスクを適切に与えることができない	
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既存のアセスメントの限界と問
題点その1	



既存のアセスメントの限界と問題点：その2	
	

測定をすること（性格分類や行動パターン分類）が目的となっている	

測定と人材育成が切り離されてしまっている	

人材開発トレーニングの効果が希薄化されている	
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既存のアセスメントの限界と問
題点その2	



アセスメントの一般的な活用状況	
	

現状	

人材育成の観点からアセスメントを用いているわけではない	

被測定者の潜在能力を把握していない	360度評価を中心としている	
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アセスメントの一般的な活用状況	


