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ODNJ 2015年次大会，2015/08/23	 	 	 	 	 	 「組織開発 (OD) の倫理: 現状の理解と今後の展開へ向けて」 

土屋耕治 (南山大学): tsuchiya@nanzan-u.ac.jp 

 

Appendix 1: “OD / HSD (Human Systems Development) の専門家による価値観と倫理の声明”  

(Cummings & Worly, 2014, Organization Development & Change (10th Edition), pp.70-73より引用。 

Iは Anderson, 2015, Organization Develoment (3rd Edition) より追加。 

元は，Gellermann, Frankel, & Ladenson, 1990, pp. 378-388，訳責，土屋) 

※文章は，たとえば，IIaは Accept responsibility~ など，I (will) が省略された状態で書かれています。 

私は〜します，という形で訳出しました。 

 

私たちは，下記のガイドラインに従って行動することを約束します。 

 

 I. 自分自身に対する責任  

A. 誠実さを持って行動します。自分たち自身に真正で，真実でいます。 

B. 自己認識と個人の成長に継続的に努めます。 

C. 自分の個人的なニーズや欲求を認識し，他の責任と葛藤をした場合には，全体がWinとなる解決策を探り

ます。 

D. クライエントと他のステークホルダーへと同じように，自分自身に対しても，公平で公正なやり方で，自

分の関心も伝えます。 

 

 II. プロフェッショナルの開発と能力への責任  

A. 私の行動の結果に関する責任を受け入れ，私のサービスが適切に使用されていることを保証するためにあ

らゆる努力をします。 

B. サービスを提供し，技術を使用する際の，私の力，文化，経験の限界を認識しています。自分の能力がぎ

りぎりに妥当であると考えるときでも，クライエントによる明確な理解がなければ，契約を求めもしない

し，受け入れもしません。もし，他のプロフェッショナルがクライエントに適切であれば，それに言及し

ます。 

C. この分野のプロフェッショナルのレベルを獲得し，維持するように努めます。それには，以下を含みます。 

1. 以下に関する，理論の知識と実践の幅広い知識。 

 a. 一般的な，応用行動科学。 

 b. マネイジメント，管理 (アドミニストレーション)，組織行動，とくに，システム行動。 

 c. 人種や性別の問題を含む多文化に関する事象。 

 d. 他の関連分野の知識と実践。 

2. 以下に関する，能力 

 a. 個人やグループと効果的に関係を持つ力。 

  b. 大規模や，複雑なシステムのダイナミクスと効果的に関連を持つ力。 

  c. 応用行動科学の理論や方法を使用してコンサルテーションを提供する力。 

  d. 個人，小規模・大規模なグループ，全体のシステムに対して学習経験を創りあげることを含めた，

理論を打ち出し，その応用を方向付ける力。 

D. 自己知識と個人の成長のために継続的に努めます。「私の中に何があるかということ (私の世界における私

自身の私の認識)」と「私の外にあるもの（私から離れて存在している現実）」は同じではないことに注意

を払います。自分の価値観，信念，願望は，私を制限したり，力づけたりするもので，これらは，私の知
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覚，行動，また，個人的・プロフェッショナルとしての効果性を決定するものであることに注意を払いま

す。 

E. 自分自身の個人的なニーズや欲求を認識し，私のプロフェッショナルとしての役割の遂行に責任を持って，

それらに対処します。 

F. 自分自身の文化と異なる文化で仕事をする場合には，対象となる文化がネイティブである OD/ HSDの専門

家からのコンサルテーションを取得します。 

 

 III. クライアントと重要他者への責任  

A. クライアントシステムとそのすべてのステークホルダーの短期および長期の快適な生活 (welfare)，利益，

および開発に勤めます。システムとその環境との相互に有益な関係をサポートするよう，タイミング，ペ

ース，および計画的変化の大きさのバランスを維持します。 

B. 率直に，そして十分に，検討の中でプログラムや他のプロフェッショナルの関係がもたらす目標，コスト，

リスク，限界，および予想される成果について説明します。クライエントや私自身による，既に決定した

結論を自動的に確証することを避けようとします。マネイジャー，労働者の代表を含めて，プロセスの各

ステップでクライエント・システムのメンバーによる最適な関わりを探します。クライエント・システム

のメンバーに，一緒にやっていく際の，私の役割，貢献，戦略について十分に通知します。 

C. どんな活動や手順も，その資金提供，本質，目的，意味や重要なリスクなどを参加者に全て提示し，私に

よってもたらされるどんな活動についても自由に参加が選べるようにします。当局に始められた活動にの

み参加するという選択であってもよいことを伝えます。参加者の文化が自分自身の文化とは異なる場合，

影響やリスクに特に敏感になります。 

D. 自分自身の個人的な価値観，OD/HSDのプロフェッショナルとしての価値観，自身の文化，相手の価値観，

その文化の価値観に注意を払います。関連する文化の違いを明確にするときや，全ての関連するステーク

ホルダーへ対するいかなる OD/HSDの働きかけがもたらす意味を探索したりするときに，クライエント・

システムに関与します。OD/HSDのプロフェッショナルとしての自分の前提，価値観，基準を明示する準

備をします。 

E. OD/HSDのアプローチ，プログラム等を開発しながら，援助を希望するならば，すべての利害関係者を援

助します。例えば，これはビジネスの組織と仕事をする場合に，経営者だけでなく，労働者の代表も含み

ます。 

F. 同じクライエント・システムに関わる他の内外のコンサルタントと協働し，クライエント・システムと全

てのステークホルダーのバランスのとれた最もよい利益という観点から葛藤を解決します。内外のコンサ

ルタントと，どのように責任を共有するかも適切な同意をします。 

G. 自分に頼るよりも，提供したサービスによって，クライエントが自分たち自身で自分たちを教育したり，

開発できるように勇気づけたりしますし，それを可能にさせます。個人，グループ，また，他のヒューマ

ン・システムによる自己教育，自己開発を勇気づけ，育成し，サポートします。 

H. クライエントが利益 (benefit) を得ていないことが明らかだったり，契約が完了したときに，クライエン

トとの仕事を停止します。クライエントが利益を得ないなど範囲が制限されていたり，本綱領における価

値観と倫理に関して重大なコンフリクトを伴うような契約は受け入れません。 

I. 利益相反を回避します。 

1. 類似または競合組織に関する私の意見を，クライエントに十分に通知します。利益に関する葛藤がお

こったときには，私自身，私のクライアント，および関連するステークホルダーに私の忠誠，責任が

明確です。関連する部署にこれらの葛藤が伝えられている状態です。葛藤が適切に解決できない場合

は，クライエントとの仕事を停止します。 
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2. クライエント・システムの中の部署の間のコンフリクトに関わる時に，公平さを探求します。どちら

かに付くことなく，彼らが自分たち自身で葛藤を解決するように援助します。もし，公平なコンサル

タントという役割から，役割を変更する必要がある場合には，明白にした状態でそのようにします。

もし必要であれば，クライエントとの仕事を停止します。 

3. 私とクライエントの間に，プロフェッショナルとしての関連する価値観や倫理について大きな違いが

あることが分かった場合，そのことが仕事を停止する条件となることを理解しています。 

4. 異なるステークホルダーが異なる期待や利害を持つことを受け入れ，そして，四六時中それらの違い

を仲裁することはできないことを認識しています。 

J. 自分自身と私のクライアントとの間に葛藤がある場合，中立な第三者との相談やフィードバックを探しま

す。 

K. 私のクライアント-プロフェッショナルの関係性における機密性を規定し，保護します。 

1. クライアント/参加者への機密性の保護を明確にします。 

2. 受容者や当局の合意の元，または適切な場合に限り，内密に情報を提供します。 

3. プロフェッショナルの仕事の間に得た情報を，書物，講演，他の公のフォーラムで用いる場合は，事

前の同意があること，また，プレゼンテーションからは対象となる個人やクライエント・システムが

特定できないように変更します。 

4. 記録の管理や廃棄に際し，機密性を維持するのに適切な準備をします。自分が引退する時や障害を持

った際の，記録の管理の責任について準備をします。 

L. サービスや報酬を含んだ契約の相互の合意を定めます。 

1. なされるサービスに関する明確な理解と相互の合意を確保します。変更に関するプロフェッショナル

の明確な合理性とクライエントと参加者のインフォームド・コンセントなしに，合意を変更しません。

適切に実現をすることが，私のコントロールを超えるような場合，合意を撤回します。 

2. 実行可能な程度に書面で契約を作成することによって，相互理解と合意を確認します。ただし，以下

のこともあります。 

a. プロフェッショナルとしての責任に関する精神は，契約の文書を包括します。 

b. 最初の段階で完全な情報が利用できないため，いくつかの契約が効力を持たないことがあります。 

c. 書面での契約が，必要でもないし，望ましくもない場合があります。 

M. 自分の仕事の効果を評価し，査定することによって，自分の説明責任を提供します。 

1. 私の活動が，私の活動が合意した目標を達成したか，また，他の望んでいない結果を生みだしていない

かということを決定するためにあらゆる合理的な努力を行います。望ましくない結果は元に戻そうと努

力し，これらの状況を隠さないように努めます。 

2. 自分の仕事に関するフィードバックをオープンマインドで積極的に集め，改善に努めます。 

3. クライアントや参加者の関心と福祉を促進するアセスメントテクニックを開発，出版，使用します。ア

セスメントの結果の不正使用を防ぎます。 

N. プロモーションや広告を含んだ全ての種類の公式声明は正確であり，広告された通りのサービスを提供し

ます。 

1. プロフェッショナルの意見や情報を公の声明として提供するときには，限界やエビデンスの不確実性も

十分に知った上で，科学的に受け入れられる知見や技術にできるだけ基づきます。 

2. プロモーションや広告の一部として文言を出す時には，情報に基づいた選択肢から選択ができるように

援助するよう努めます。 

3. 明白なプロフェッショナルの合理性や参加者・クライアントのインフォームド・コンセントなしに変更

せず，宣伝された通りのサービスを提供します。 
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 IV. 専門的職業への責任  

A. OD/ HSDと他の専門的職業の同業者における，ニーズ，特別な能力，責務に敬意を払って行動します。こ

れらの他の同業者が関連する機関や組織の権限と義務を尊重します。 

B. 自分の公的な行動が，プロフェッショナルとしての仕事を行う同業者の能力に，影響を与えうることに注

意を払います。プロフェッショナルとしての活動が，専門的職業に信用をもたらすように活動します。 

C. OD/ HSD活動に従事する個人や組織による倫理的な実践に積極的に努め，もし，問題のある実践があれば，

それと向かいあう適切なチャネルを使います。それには，以下のものが含まれます。 

1. 実現可能であれば，直接の議論。 

2. 第三者として他のプロフェッショナルを使って，共同のコンサルテーションとフィードバック。 

3. 存在するプロフェッショナル組織の執行手順。 

4. 公開論争。 

D. プロフェッショナルの継続的な開発に貢献します。 

1. より経験の少ないプロフェッショナルへのメンタリングを含めた，他のプロフェッショナルの開発を

支援します。 

2. OD/ HSDの知識と技能の集まりに，アイディア，方法，知見，および，その他の有用な情報を提供し

て貢献します。 

E. 様々な手段によって OD/ HSD の知識の共有とスキルの共有を促進します。それには，以下のことを含み

ます。 

1. 専門家の基礎だけでなく，商業的な価値観と同様，プロフェッショナルの基礎によって決定された適

切な価格であることを含んだ，できる限り自由で，最小限の条件で，コピーライトのある資料を使うこ

とを許可します。 

 2. 他者のアイディアや製品の功績を認めます。 

 V. 社会的責任  

A. 基本的人権の保護と社会正義の促進に努めます。 

B. 私の推薦やプロフェッショナルとしての活動がクライエント・システム内の個人の生活や幸福，システム

自体，そのシステムがサブシステムとして含まれるようなより大きなシステムを脅かす可能性があること

から，重い社会責任を負っていることに注意を払います。 

C. 人間の快適な生活 (welfare) を改善しようとする，組織，プログラム，活動の知識，スキル，他の資源に

貢献します。満額を払うに十分な資源を持っていない場合には，減額，もしくは，無償でクライエントを

受け入れる準備をします。 

D. 組織，コミュニティ，国，または，他の私が働く人間のシステムの文化 (文化の伝統，価値観，モラル，

倫理的期待とその意味を含む) に敬意を払う一方，実現可能な時はその文化の非生産的な側面を認識し，

建設的にそれに直面します。文化間の違いとその意味について敏感でいます。自分の見方を偏らせる文化

的フィルターに注意を払います。 

E. 本声明を自分の行動をガイドするものとして受け入れることは，自分が実践を行うどんな国の法律よりも

厳密な可能性がある基準に，私をとどめておくように作用することを認識しています。 

F. 広く人間社会における生活の質 (QOL) に貢献します。人間としてお互いの権利を相互に尊重することに

基づいた文化を目指し，それに向かって働きます。相互配慮の深化 (development of love)，信用，オープン

さ，相互の責任，信頼・協調的な関係，地位向上，参画，この文化の要素として自由の精神と自己鍛錬の

精神と関与を推奨します。 

G. 文化を越えて支援するための手段を開発するために，自然発生的関与や協同的の努力に従事します。 

H. すべての生き物とその環境，すべての地球の人々の快適な生活に報います。 


