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「組織開発 (OD) の倫理: 現状の理解と今後の展開へ向けて」 
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0. はじめに 

	 組織開発 (OD) の社会的認知度の高まりは，専門家の

果たす責任が大きくなることも意味している。本発表では，

日本における ODの展開を鑑み，ODの倫理 (ethics) に関

する現状を報告し，専門家としての質を担保したり，社会

への説明責任を果たしたりしていくために倫理について

議論する場が必要であることを示す。その上で，現在，

OD のハンドブックなどに示されている倫理綱領 (ethical 

code) を紹介しながら，ODNJ が倫理に関してどのような

面で貢献できるのかという点について議論をしたい。 

 

1. 倫理とは 

1.1 職業倫理 

	 職業倫理 (professional ethics) とは，専門的職業に就く

人が，自ら定め，遵守すべき行動規則。 

 

1.2 職業倫理の目的 

	 Sinclar, Simon, & Pettifor (1996) は倫理規定の主要な目

的として，4つを挙げている。 

 (a): 集団が専門職としての地位を築くことに寄与する  

 (b): 個々の専門職業人の助力となり手引として働く 

 (c): 専門職としての地位を保つための責任を果たす 

 (d): 個々の専門職業人が倫理的ジレンマを解決する助け

となる道徳規準を与える 

	 専門職の社会的地位がある程度確立されてこそ質量と

もに安定したサービスが提供されると考えると，専門家，

サービスを受ける双方にとって，倫理規定が必須のもので

あろう (慶野，2008)。  

 

1.3 倫理の 2つの構成要素 (コウリーら，2004)  

「命令倫理」: 専門家として最低限の基準に従って行動す

るレベル。「秘密を守る」など，具体的な行動の基準がこ

れにあたり，違反すれば何らかの制裁が加えられる可能性

がある。 

「理想追求倫理」: 基本的人権の尊重，専門家としての資

質向上など，専門家として最高の行動基準を目指すレベル。

人々の幸福と福祉に貢献するために，専門家として最高の

基準を目指し，熟練してもなお自分を高めようとする姿勢

が求められている。 

1.4 倫理綱領 (ethical code，倫理コード) の目的に含まれ

るべきもの 

	 クライエントにとって最善の利益となるものを提供す

ることによって，彼らの福祉を保護すること。 

	 いかなる理由であれ，もし，倫理コードに従わないと決

定する場合には，必ず自分の行為に合理的な根拠がなけれ

ばならない。 

	 さらに，以下の 3つの目的を満たすものでなくてはなら

ないとされる。 

1. 健全で倫理的な行為について専門家を教育すること 

2. 専門家としての説明責任 (accountability) を確立する

基盤を提供すること: 実践家は，自身の行動だけに気を

付けていいのではなく，同僚に倫理的行動を促すことも

一つの義務である。 

3. 実践の向上を促す触媒になること。単純な答えのでな

い性質のジレンマについての疑問を考えることで，自分

のスタンスがはっきりと見えてくる。 

 

1.5 倫理綱領の特徴と活用 

	 自分の専門分野の倫理コードに明るくなっておく必要

がある (コウリーら，2004)。 ただし，実践でのこれらの

コードの適用には困難がつきものである。 

	 綱領は，詳細で具体的というより，大まかでおおざっぱ。

こうしたおおざっぱなガイドラインをどう解釈して日々

の実務に適用していくかを決めるのは，「倫理的自覚 

(ethical awareness)」と「問題解決技能  (problem-solving 

skills)」。 

	 倫理綱領は，専門家としての責任ある行動をとれるよう

になるマニュアルではない。倫理的責任を果たすのに必要

であるが，十分ではない。 

 

1.6 周辺領域の職業倫理の特徴 (臨床心理実践の例)  

	 Pope, Tabachnick, & Keith-Spiegel (1987) および，Redlich 

& Pope (1980) は，臨床心理実践における職業倫理の諸原

則を以下の 7つに分類した。 

第 1原則: 相手を傷つけない，傷つけるようなおそれのあ

ることをしない。 

第 2原則: 十分な教育・訓練によって身につけた専門的な

行動の範囲内で，相手の健康と福祉に寄与する 



 - 2 -  

第 3原則: 相手を利己的に利用しない 

第 4原則: 一人一人を人間として尊重する 

第 5原則: 秘密を守る 

第 6原則: インフォームド・コンセントを得，相手の自己

決定権を尊重する 

第 7原則: 全ての人々を公平に扱い，社会的な正義と公平

と平等の精神を具現する 

 

2. ODの倫理 

2.1 ODプロフェッショナルにおける倫理の位置づけ 

	 組織開発の倫理に関して，Gallermann, Frankel, & 

Ladenson (1990) は，次のような図 (Figure 1) と共に，OD

の実践家志望者がプロフェッショナルとなっていく過程

の中心に価値観と倫理を置いている。 

 

2.2 価値観と倫理の関係 (Jamieson & Gellermann, 2014)  

	 ODは，組織を構成する個人や関係，調整を促進する価

値観に基づいた (values-based) プロセス。 

価値観 (Values):  価値観は，“何を大切にするかという基

準となるもの”。例えると，磁北。 

倫理 (Ethics): “価値観に基づいて良い行動と悪い行動の

基準となるもの”。例えると，方位磁針。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 OD/HSDの中心的価値観 (NTL Handbook, 2014)  

1. 基本的価値観: a. 人生と幸福の探求，b. 自由，責任，

自己コントロール 

2. 個人・対人的価値観 (より大きなシステムの価値観も

含む): a. 人間の可能性とエンパワーメント，b. 尊重，

尊厳，品位，価値，基本的人権と他の人間システム，

c. 信頼性，一致，正直さ，オープンさ，理解，受容，

d. 柔軟さ，変革と予防的行動 

3. システムの価値観:a. 学習，開発，成長，変容，b. 全て

がWinという態度，協力と協調，信頼，コミュニティ

と多様性 c. 広がり，システムの事柄への意味ある参加，

民主主義，適切な意思決定，d. 効果性，効率，連携 

 

3. “OD / HSD (Human Systems Development) の専門家によ

る価値観と倫理の声明” 

3.1 制定の歴史 

・1980 年，倫理綱領がなければプロフェッショナルとは

言えないであろうと考え，作成が決断される。 

・Gellermannが中心となって作成。 

・15 カ国から 200 人を超える人が関与し，様々な意見を

元に，修正がくり返される。 

・関連する情報センター (clearinghouse) も設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD-HSD実践家
または

実践家志望者

倫理

価値観

望ましい実践の
スタンダードの設定
とモニター

望ましい実践へ向けた
公共の関心の教育

知識を開発し，
維持すること

実践と実践家の
モニター

OD-HSD
プロフェッショナル

プロフェッショナルの教育と
トレーニング

ヒューマン・システム
 (個人，グループ，組織，コミュニティ，社会) 

テクノロジー，経済，文化

　Figure 1. OD/HSDの専門家 (プロセス・モデル) 
Note. プロフェッショナル内外でそれぞれの要素が相互作用する

ダイナミックな過程と理解すること。
出典: Gellermann, Frankel, & Ladenson (1990) p16
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3.2 “OD / HSD (Human Systems Development) の専門家に

よる価値観と倫理の声明” 

1. 自分自身への責任 

	  (e.g., 誠実さと信憑性) 

2. プロフェッショナルの開発と能力への責任 

	  (e.g., 自己の行動が引き起こす結果に関する責任，他の

専門家との協力体制) 

3. クライエントと重要他者への責任 

	  (e.g., クライエントへの正直さ，責任) 

4. 専門的職業への責任 

	  (e.g., 専門的知識やスキルの共有の促進) 

5. 社会的責任 

	  (e.g., 正義とウェルビーイングの促進) 

 

3.3 アメリカ，OD Networkの倫理の利用の仕方 

	 Organization and Human Systems Development Credo (July 

1996) 

	 声明の歴史と声明の一部を CREDO (信条) として明示。 

1. 専門家としての私たちの目的は、人間と人間のシステ

ムが相互の利益とウェルビーイングを共に生き，働くプ

ロセスを促進することです。 

2. 人間と人間のシステムは，経済的，政治的、社会的、

文化的および精神的に相互に依存しており，それらの相

互の有効性は，私たちの実践をガイドする主要な価値観

を反映した基本的な理念に根ざしていると，私たちは信

じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.私たちは，個人のプロフェッショナルとしての効果性の

他に，専門職としての私たちの効果性には，広く共有さ

れた特定のモラル-倫理ガイドラインに関与し，それに

沿って行動することが求められていると信じています。 

 

3.4 “OD / HSD (Human Systems Development) の専門家に

よる価値観と倫理の声明”の詳細 

	 詳細は，Appendixを参照。 

 

4. 倫理的ジレンマ (e.g., White & Wooten, 1983)  

	 役割の葛藤や，曖昧さが，5つのジレンマを引き起こす。 

1. 不当表示 (Misrepresentation) 

	 例，実際の状況に合致しない変革プログラムを提案。目

標とニーズの把握が不正確 

	 例，Tグループを勝手に実施した。しかし，社長のリー

ダーシップのコンセプトと違い，クビに。 

2. データの誤用 (Misuse of data) 

例，集められたデータが，懲罰的に使われる 

3. 強制 (Coercion) 

例，マネイジャーが，このチームにはこの働きかけが必要

だと一方的に決めてはいけない。参加は自由。 

・ただ，OD の働きかけを知らないのだから，その特徴，

もたらされるものについて教えていくということが義務。 

例，依存してしまう。本当は，知識とスキルを得て，コン

サルタントから独立して，自分でマネイジメントしていく

ことが目標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変革者の役割

クライアント・
システムの役割

価値観
目標
ニーズ

スキル/能力

役割に関する
出来事

・役割の葛藤
・役割の曖昧さ

倫理的ジレンマ

・不当表示
・データの誤用
・強制
・価値と目標の葛藤
・技術的な無能さ

帰結プロセス先行要因

　Figure 2. 倫理的ジレンマの役割に関するエピソード・モデル
出典: Wooten, & White (1983)
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4. 価値と目標の葛藤 (Value and goal conflict) 

例，すでに行われていることを引き継いだり，内部コンサ

ルタントだったりするときに，改革の試みの目的が不明瞭

だったり，ゴールの達成の仕方に合意がない。 

コンサルタントは，応急処置を与えられるだけ (コンサル

タントの価値観を譲歩するものではい限り) 

5. 技術的な無能さ(Technical ineptness) 

・スキルがない，または，クライエントの変革の準備のな

さ 

 

5. ODの価値観と倫理に関する現状と今後に向けて 

	 ODの未来に関する議論 (Worley & Feyerherm, 2003) で

は，価値観に関する混乱と曖昧さを経験していることが示

唆されている。 

	 実践家は，一般的に合意された倫理基準よりも，個人の

持つ価値や倫理の枠組みに頼っている。 

→倫理的コンピテンスを伸ばしていくことが大切だ，とい

う議論がある (DeVogel, 1992)。 

1. 自分自身の信念，価値観，倫理，倫理的挑戦に関して

明確に理解し，"十分に考えた上での直観"  を持つ。 

2. 経験を反省し，創りあげた知識によって未来の行動を

考えられる。 

3. 必要であれば，価値観や倫理を利用可能な状態にでき，

つまり，倫理的意思決定のモデルを提示できる。 

	 倫理綱領がないことで，ODの実践家が，自己の関心に

のみ依拠して判断をしてしまうというリスクも指摘され

ている (Egan & Gellermann, 2005)。 

 

6. まとめと考察 

・社会の中で専門職としての地位を築き，よりよい実践の

ために，職業倫理は必要とされている。 

・OD は価値観に基づくプロセスを重視しており，OD の

倫理は価値観との関連で位置づけられる。 

・ただし，ODの価値観に関しては，様々なものが時代と

共に変遷してきたという経緯もある。 

・倫理綱領の詳細で特徴的であるのは，システム全体に関

する配慮と言え，これは自己の価値観などがあらゆる働

きかけに表れてくることへの警笛であろう。 

・倫理において言及されることのある「目的は手段を正当

化しない」という言葉と考え合わせると，正確な情報提

供に基づく自己決定権の保証というのは，とても大切に

なると考えられる。 

・実践家同士は，ともすると競合関係であるが，コミュニ

ティとしての裾野を広げ，相互研鑽をしていくことが，

適切な形で ODが社会に根付くことにつながるだろう。 

・現在日本では明確な資格があるわけではないため，倫理

綱領の設定と運用 (例，倫理違反への対応) に関しては，

慎重に行っていくべきであろう。 

・まずは，倫理が議論の触媒として機能し，自分の価値観

を知り，将来のジレンマを回避する助けとしていくとい

うことがよいのかもしれない。 

・OD の倫理を考えていくことは，OD の適用範囲の境界

線も意識することになり，それは適切な実践へもつなが

るだろう。 

 

7. ディスカッション 

・ODの倫理に関する今後の展開において，何を考慮に入

れる必要があるのか。 

・ODNJというコミュニティが果たす役割とは何なのか。 

・具体的には，ODの実践が持つ潜在的な問題，課題，そ

して，そういった事柄への対処や仕組みに，倫理という

側面から ODNJが貢献できる可能性はあるか。 
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