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自己紹介

• 土屋耕治 (南山大学人文学部心理人間学科講師) 
• 専門: 社会心理学，体験学習，組織開発 
• 研究: 小集団の力とされる “集団的知能 (collective 
intelligence)” が発揮される過程に興味を寄せ，実験室実
験を行う 

• 実践: Tグループのトレーナーも行いながら，組織開発の実
践も経験し，関心を寄せる。
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本日の内容
• 0. はじめに 
• 1. ファシリテーターと倫理 
• 2. 組織開発コンサルタントとファシリテターの「仕事」の
対比 

• 3. 倫理とは 
• 4. ODの倫理 
• 5. 倫理的ジレンマのプロセス・モデル 
• 6. ファシリテーターの倫理綱領 
• 7. 組織開発とファシリテターの倫理綱領の対比 
• 8. 考察
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0. はじめに

•組織開発コンサルタントの倫理綱領を題材に，組織におけ
る効果的なファシリテーターのあり方について考察するこ
とを目的とした。 

•組織開発コンサルタントの倫理綱領の特徴を検討し，効果
的なファシリテーターのあり方に関する視点を得た。組織
開発コンサルタントは，様々な会議のファシリテーターを
行うこともあるが，倫理面では，クライアント・システム
全体にどのような影響を与えるのかを考慮するということ
に特徴を持っている。検討の結果，ファシリテーター自身
の力量，知識，視点の持ち方などが，何に関して，どこま
で責任を持つのかという判断にも影響をすることが示唆さ
れた。　
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1. ファシリテーターと倫理 (1/2)

•倫理的な事柄はファシリテーターに関しても議論されてき
ている 

• たとえば，ファシリテーターの中立性に関する議論 
• 堀公俊氏，2006年3月　理事コラム 
• 「第4回　ファシリテーターの中立性って何だろう？」 
•コンテントに対する中立，プロセスに対する中立 
•「このように、厳格なくらいに原則に忠実に運営してい
くことこそが公平であり、信頼されるファシリテーター
の条件なのではないでしょうか。」
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•中野民夫・堀公俊『対話する力: ファシリテーター23の問い』

•問4: 実践する時になにに思い悩むのか？(どこまで踏み込む
べきなのか？どこまで関わり続けるのか？) 

•問11: 落とし所のない中立的な立場になれるのか？ 
•問18: やればやるほど依存を生むのではないか？ 

•これらは，組織開発における倫理でも課題になるところであ
る
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• プライマリー・クライアント 
• エントリーと契約  
• バウンダリー・マネイジメント 
• 組織開発の価値観に基づく実践 
• 各自の専門性 
• 守秘義務

• エントリーと契約の不明瞭さ 
• バウンダリーの難しさ　　　　 
(メンバーとしてのコミットメ
ント+ファシリテーターの視
点)  

• 守秘義務

ファシリテーター  
(特に内部にいながらの 
ファシリテーター) 

組織開発コンサルタント 
: 外部または内部

2. 組織開発コンサルタントとファシリテターの「仕事」の対比
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3. 倫理とは 
3.1 倫理綱領

• 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。 

• 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 

• ファシリテーターのあり方について，倫理という側面から検討を加
える
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3.2 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。
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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 (Human Systems Development) 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

4. ODの倫理 
4.1 ODプロフェッショナルにおける倫理の位置づけ
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4.2 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:  
• 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 

• ※価値観とされるものも変遷してきている 11



4.3 “OD / HSD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

•※詳細は，Appendixを参照。
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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)

5. 倫理的ジレンマのプロセス・モデル 
 (NTL Handbook, 2014) 
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6. ファシリテーターの倫理綱領 (1/2)  
 (The International Association of Facilitatorsより) 

• 1. クライアント・サービス 
• 私たちは，自分たちのグループ・ファシリテーション能力を用い
て，クライアントの仕事に価値を付加するために働きます 

• 2. 利益相反 
• 私たちは，いかなる潜在的な利益相反も公にして，行います 
• 3. グループの自律性 
• 私たちは，グループの文化，権利，自律性を尊重します 
• 4. プロセス，方法，ツール 
• 私たちは責任を持って，プロセス (※) ，方法，ツールを使います 
• ※過程をデザインする，という意味合いです。
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• 5. 尊敬，安全，公平さ，信頼 
• 私たちは，全ての参加者が自由に話すことができ，個人の境界 
(individual boundaries) が尊重されている，尊敬と安全の環境を
生み出すように努力します。 

• 6. プロセスの管理 
• 私たちはコンテントに向けたプロセスと公平性の管理を実行しま
す。 

• 7. 守秘義務 
• 私たちは，守秘義務を持ちます。 
• 8. 専門性の開発 
• 私たちは，自分たちのファシリテーションスキルと知識の継続的
な改善に責任があります。

6. ファシリテーターの倫理綱領 (2/2)  
 (The International Association of Facilitatorsより) 
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• コンサルタントとクライアントの
バウンダリー・マネイジメント 

• クライアント・システム全体に与
える影響への配慮 

• 介入に対する自己決定権の確保

• プロセスの管理 

• 尊敬と安全の場の確保 

• 個人の境界の尊重 

• グループの自律性

ファシリテーター 組織開発

7. 組織開発とファシリテターの倫理綱領の対比

• ファシリテーター自身の力量，知識，視点の持ち方などが，何に関し
て，どこまで責任を持つのかという判断にも影響をする 

• 関わるシステム全体の中において，自身の関わりがどのような影響を
持つのかということを俯瞰しつつ，コントロールできること

• 共通: 利益相反の回避，守秘義務，専門性の開発
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8. 考察
• 組織における効果的なファシリテーターのあり方 
• 「関わるシステム全体の中において，自身の関わりがどのような
影響を持つのかということを俯瞰しつつ，コントロールできるこ
と」 

• 具体的には，自身の力量，知識，視点の持ち方も，システム全体
の中に位置づけつつ，自覚的に関わりを持つことが求められる 

• 関わりのスタート，全体のシステムの中において自分のふるま
い (あり方や行動) が与える影響の意識化 

• こうしたあり方を身に着けていくために，ファシリテーター個人
が専門家共同体とどのように関わりを持つことが大切だろうか 

•専門性の開発の場，力量の開発と自覚
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