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1．		組織開発は自らの力で組織を良くする	
プロセス

　組織開発の定義は多種多彩だ。代表的なのはウォ
リック 1）の「組織開発とは、組織の健全性、効果
性、自己革新力を高めるために、組織を理解し、
発展させ、変革していく計画的で協働的なプロセ
スである」という定義である。組織開発は、組織
の適応能力を高めるため、組織の状態を理解した
うえで変革のプロセスを計画・実行することであ
り、要約すると「自分たちの組織を自分たちで良
くしていく取り組み」といえる。この変革におい
て要となるのが、一連のプロセスの軸に置かれる

「志」である。
　組織開発は、組織の風土により醸成された価値

や理念を凝縮した組織としての存在目的（パーパ
ス）があってこそ確かなものとなる。本稿では、
このパーパスを日本の組織になじみやすい「志」
と呼ぶことにする。「志」は、経営層の思いと現場
の行動をつなぎ、自律した組織として動く際の軸
となる。
　
2．		マネジメント層に必要な組織開発リテラシー
　コロナ禍で社会があえぐ中、巨大企業の CEO
と共にグループ会社を含めた全事業部門を訪問し、
事業トップ全員と十数回にわたる「CEO 対話会」
を実施したことがある。筆者はファシリテーター
として支援した。CEO 対話会は、激変する社会に
対しどう変わるべきか、組織としての役割や事業

「志
パーパス

」を軸にした組織開発から自律型の 
組織・人が育まれる

Point
❶	 	自発的に動く個が育つ自律型組織となるためには、「志

パーパス

」を軸に組織を理解し変革を容易にする組
織開発のプロセスが重要である。

❷	 	特に、軸となる「志」を伝え、組織としての価値を共有するプロセスが不可欠であり、経営層が先
んじて指し示さなければならない。

❸	 	自律型組織に必要なのは、組織全体での「志」の共有、「志」を体現する現場リーダー、権限移譲
の明確化、対話の場である。

❹	 	「志」を自分ごとにするためにはストーリーを語り継ぐ対話の場が重要であり、経営層が自ら関わり、
環境づくりを行う必要がある。
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方針を考えることを目的としていたが、実際に対
話を重ねると、「トップ同士で組織や人についてこ
れほど議論したことはなかった」という声が多く
聞かれた。未曾有の非常事態にあって、事業の前
に組織や人としての在り方について深い対話が必
要だったのだ。
　戦略は事業に関する検討が圧倒的に多く、組織
や人材の在り方を語る場はあまりない。その結果、
方針や目標が上から下りてもその背景や思い――
なぜやるのか、実現した理想の姿はどんなものか
というビジョンが共有されず、現場に丸投げされ
てしまいがちである。
　組織開発の推進部門の担当者からは「経営層が
組織開発の必要性を理解しない」とよく相談を受
ける。社長の理解はあれど役員や事業部門の管理
職にとって、組織や人材の育成という数値化しづ
らい取り組みは眼前の事業推進より優先度が下が
りがちだ。しかし、事業の価値創出の源泉は組織、
つまり人である。組織の機能向上があるからこそ、
新型コロナウイルス感染症拡大や DX など不確実
で価値変容の著しい時代に対応する事業が創出で
きるのだ。経営に関わる上層部が人の変革に取り
組む組織開発の重要性に気づき、「組織開発リテラ
シー」を高めていくことが望まれる。
　

3．		対話プロセスを重視した人的資源の向上が
要

　図表 1 に示すように、経営方針やビジョン、戦
略を掲げた組織には、外部に明確に示される体制
や業務のプロセスと、その基盤をなす協働のプロ
セスを生み出す風土・体質がある。前者は、組織
体制、制度や業務システムなどの可視化されたプ
ロセスであり、後者は意識やモチベーション、判
断や行動の前提、意思疎通の在り方や関係性など
であり、価値観や文化、風土などが基礎となって
いる。
　企業の資産で最も重要とされる「組織資産」は、
組織を構成する人的資源に大きな影響を受ける。
組織開発の取り組みでは、業務プロセス以前に組
織内の人的プロセスと向き合う姿勢が不可欠なの
はこのためである。そして、人の関わりを支えて
いるのは、思いや感情、価値観、関係性など、い
わゆる「非論理的」と評されるプロセスである。
　論理的な分析で捉えた客観的なアプローチだけ
では、刻々と変容する現場の事実実態と、掲げた
ビジョンや戦略とが乖離し、非現実的なものにな
りがちである。戦略やビジョンを業務の中で形あ
るものにしていくには、基盤としての価値や理念
の共有が欠かせない。組織の変革は組織内で共有
される価値基準がアップロードされることにより

経営方針・ビジョン・戦略

しくみ・制度・組織体制

業務プロセス

協働プロセス

判断・行動特性

価値観・理念・哲学

意志

風土・体質
（組織OS）

心理的制約、暗黙のルール、
社内常識、思考の習性を
つくり出す

企業行動や個人行動に
実質的な影響を及ぼす

協力関係、意思疎通、目的の
共有、マネジメントのしかた、
情報共有のしかた、個人の自
律性発揮度など

組織活動を通じて
「こうしたい」という思い

図表 1　組織におけるプロセスの諸要素

出所：スコラ・コンサルト

「志」を軸にした組織開発から自律型の組織・人が育まれる
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進む。特に近年のドラスティックな変革において
は、不確実な未来に対する恐怖心もあって無自覚
な抵抗が生まれやすい。だからこそ、皆で「志」
を共有し、「自分たちは何のために存在しているの
か」「自分たちにしかできないことは何か」「自分
たちはどうしたいのか」と一人ひとりの熱い思い
に向き合い、恐怖心や抵抗を前向きな変化のエネ
ルギーに変えていく丁寧な対話プロセスが重要な
のである。
　対話プロセスによる価値変容には時間がかか
る。また、成果が測りづらいという課題もある。
残念ながら、現代の日本は短期的成果に重きを置
き、無形資産の価値向上に対する理解があまりな
い。人的資源に対する取り組みの重要性を経営層
がしっかりと理解すべき第二の理由がここにあ
る。組織内だけでなく対外的にも、すべてのステー
クホルダーに対し、人に係る価値変容――「志」
を軸とした組織開発の重要性を伝え、理解を求め
ていかなければならないからだ。

4．		対話プロセス重視の組織開発に必要なのは
「志」

　では、具体的に組織開発をどう進めていくか。
ここで最も重要なのが、「志」を軸にした変容、す
なわち「何のために行うのか」という目的の共有
である。
　ヤマト運輸株式会社を中核とするヤマトグルー
プ（以下、ヤマト）を一例にみていこう。ヤマト
の場合、社訓や理念が「志」に当たる。経営トッ
プと現場の従業員が同じ理念でつながっている。
現場へ権限が移譲され、現場は自ら判断し、自律
的に動く。図表 2 の「軸型」の全員経営である。
　ヤマトでは誰もが経営者の意識をもって判断し
行動するよう求められ、実際に自律して動く。こ
れができるのは、全員が同じ軸となる概念を理解
し、共有しているからである。ヤマトの全従業員
が「ヤマトは我なり（全員経営）」「サービスが先、
利益は後」「世のため、人のため」という理念でつ
ながっている。この「志」の共有が、現場での発
想を自由にし、試行錯誤や日々の業務による成長

チームで考え
協力して動く

価値軸を共有した
役員チーム

経営トップ

枠型 のトップダウン経営

共有する理念
（価値基準とめざすもの）

指示・命令型のリーダーシップ

こうあるべき で管理されて動く

軸型 の全員経営

社員 社員 社員

指示・命令を受けて動く現場

社員 社員 社員

管理職管理職

経営トップ

理念（価値観とめざすもの）を共有し
権限委譲された現場が自律的に動く

価値軸を共有した

経営トップ

社員

協力して動く
社員 社員社員

社員社員

経営トップ

戦略

存在目的

組織

図表 2　「枠型」の経営（左）と「軸型」の全員経営（右）

出所：ODLab合同会社
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の機会を生む環境づくりを可能にしている。
　現場の業務だけではない。採用、人材育成、組
織体制、しくみ、制度、組織文化、それらすべて
が理念という「志」を軸にしている。社内やお客
様との対話の場など日常の振る舞いの中に埋め込
まれているのである（図表 3）。
　ヤマトでは、ドライバーを「セールスドライバー」
と呼ぶ。一歩外へ出ると、彼らは「走る現場責任者」
だ。権限移譲は徹底されている。東日本大地震の際、
被災地にいたセールスドライバーは、自らの判断
で宅急便のトラックを使い、倉庫に停留し届けら
れずにいた救援物資を避難所や家庭へ運んだ。
　「本社と現場は連絡がとれない状況だった。会社
のいちばん大事にするものが社員にしっかり浸透
していた」と当時のヤマト運輸社長が感慨深げに
話す姿は今でも脳裏に焼きついている。
　想定外の事態でも “指示なし” で動ける組織の
背景には、「世のため、人のため」という理念が社
員の中で自分ごとになっているということがあ
る。荷物は送る人の思いが詰まった品物。一刻も
早く待っている人へ届けたいという「自分たちの

存在意義」から湧き上がる使命感が、社員を突き
動かしている。

5．「志」の浸透が円滑な業務再開を促進
　もう一つ、スターバックス コーヒー ジャパン
株式会社（以下、スターバックス）を例に、従業
員が自ら考え行動する自律分散の組織をみてみよ
う。
　スターバックスは、新型コロナウイルス感染症
の第 1 波のとき、他の外食・小売チェーンが営業
を継続する中、いち早く全国の大半の店舗で休業
を決め、50 日以上にわたり実店舗を閉鎖した。何
よりも「お客様やパートナー（スターバックスで
は本社をサービスセンター、従業員をパートナー
と呼ぶ）の安心・安全」を第一に考えた経営判断
だった。
　約 1 カ月半後、自社で策定した運営ガイドライ
ンが業界の水準を超えることを確認し、店舗営業
の再開を決定した。それまでには、各店舗が再開
をめざして知恵を出し合う創意工夫があった。さ
まざまな対策が各店舗で自発的に進められた。サー

「お客様が最優先」を判断軸に、人が自ら育つ環境

お客様が
最優先

理念・価値観
の共有

チームで
全人的に学ぶ

お客様から
学ぶ

現場のため
の制度

「ヤマトは我なり」（全員経営）
「サービスが先、利益は後」
「世のため、人のため」シンプルワード

社訓の唱和
DNA研修

人事制度の思想
「現場がどう元気になるか」

・理念研修（人間性評価）
・役員の人事制度
・役員チーム
・分け隔てのない登用
 （役職立候補制）
・360度評価
・ひざ詰めの対話
 （対話のコーディネーター養成）
・階層別・職種別研修
・職労一本化の賃金体系

・社内免許制度
・安全教育
（交通事故ゼロ運動）

お客様とのやりとり
クレーム対応
満足ＢＡＮＫ

人事制度
評価制度
採用基準
教育

エリアセンター制
少数精鋭の小集団
支店長・センター長・先輩
が見守るＯＪＴ

提案・チャレンジ
の機会

採用基準
人に信頼される
「人間くさい人」

経営戦略会議
エリア戦略mtg
業績表彰制
対話の場
連合営業チーム
（ＪＳＴ）

図表 3　「理念」を軸とした組織環境づくり

出所：ODLab合同会社
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ビスセンターでは SNS 投稿を駆使し、お客様の
気持ちに寄り添う発信を続けた。休業店舗のパー
トナーとお客様が投稿を介して交流できる企画も
立ち上げ、心をつないだ。このような行動を可能
にしたのは、「各店舗やサービスセンターのパート
ナーの自発的な行動のおかげ」だと CEO は感謝
のメッセージを発信している。店舗再開の日、お
客様とパートナーが涙を流しながら再開を喜び、
笑顔で交流する姿が各地でみられた。
　「人々の心を豊かで活力あるものにするために―
ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつ
のコミュニティから」という、スターバックスの
掲げるミッションがサービスセンターや店舗の各
現場に浸透していたという背景があり、各現場が
自律的に考え、自ら動き出せた。そして、「バリス
タと早く会いたい」とお客様に言わしめる心のつ
ながりを保つことができたのだといえよう。
　
6．なぜ自律した行動がとれるのか
　ヤマトとスターバックスに共通しているのは、
現場の自律性である。そして、上層部から指示が
与えられなくても状況に合わせて判断し、自発的
に行動する能力を持つ人で構成される自律した組
織に共通するのは、日頃の業務の中で「志」を共
有し、何が大事かの判断軸や価値軸の共有ができ
ている点である。ぶれない「志」という軸がある
からこそ、想定外の出来事が起きても、一人ひと
りが軸をベースに判断し行動することができるの
だ。
　ヤマトが理念、スターバックスがミッション &
バリューと呼ぶ「志」は、単に概念として掲げて
も勝手に浸透していくものではない。具体的に「志」
を体現していくための環境づくりには地道で膨大
な労力が必要となる。生半可な取り組みでは通用
しないのである。両社はこの労力を惜しまなかっ
た。「志」を従業員一人ひとりが自分ごとにしてい
くまで、時間をかけてトップからの働き掛けと現
場での支援を行っている。
　ヤマトとスターバックスが「志」を自分ごとに

していくために行っていた取り組みについて、共
通する点を挙げると以下のようになる。
①   「志」を日常業務の中で共有している。
②   「志」を実現可能にする組織風土がある。
③   現場に「志」を体現しているリーダーがいる。
④   社員が自ら考えて行動できるよう、現場に権限

移譲がなされている。
⑤   トップダウンだけではなく、ボトムアップ型の

自律型組織である。
⑥   論理的分析より「志」や人間らしさ（世の中に

とって／人としてどうか）を出発点に考えてい
る。

⑦   「自分たちの現場経験」をストーリーにして語
り継ぐ対話の場がある。さらに、ストーリーが

「自分たちはどうすべきか」を問い直す材料に
なり、組織として大事にしている価値観を再確
認する契機となって、現場で新たなストーリー
が紡ぎ出され、語り継がれている。

7．		対話による環境づくりに重要な「ストーリー
の共有」

　両社の共通項目の中で、環境づくりとして特に
注目したいのは、⑦の「ストーリーの共有」である。
　自分たちの現場経験をストーリーとして語り継
ぐ対話の場は、まさに①の「志」の共有や、②の「志」
を実現可能にする組織風土づくり、③の「志」を
体現するリーダー育成に大きな影響を与える。
　ヤマトには、役員から現場責任部署まで、ひざ
詰めの対話で第一線の現場の声に耳を傾け、みえ
てきた問題に向き合い、そこから一緒に「めざす
もの」に向かう場がある。この対話の場で話され
るストーリーからは、現場での経験、過去の失敗、
自分自身についてなど、話し手の人となりが一緒
に伝わってくる。
　また、対話は一方通行ではなく、双方向のやり
とりで行われる。テキストによるメッセージの発
信だけでは理解できても共感に至りにくいものが、
対話であれば共有しやすくなる。「志」の背景にあ
る思いや真意、めざすべき目的が現場に伝わりや

マネジメント



2021.10　経営センサー
3131

すいのである。経営側が現場を遠いと感じたり、
現場がみえにくくなったと感じたりすると、何を
おいてもまずは現場へ出掛けていって直接対話す
るところから始めるという文化がヤマトにはある。
　スターバックスも同じである。コロナ禍の有事
で大変な時期だからこそ、経営層や部門責任者自
らが「自分たちはどのような社会をつくりたいの
か」「われわれはそれにどう貢献できるのか」など
について時間をかけて対話し、その結果をわかり
やすいストーリーにしてパートナーに伝えている。
　そして、現場レベルでは、日頃から店長と全パー
トナーが定期的に対話の場を持っている。「なぜス
ターバックスで働くのか」など、「働く目的」を一
人ひとりが定め、ストーリーとして持っているの
である。
　「志」を日常的に意識する対話やストーリーの語
り継ぎなど、人材育成のための環境整備に多大な
時間をかけて「志」を共有し、軸として貫く努力
により、両者は震災や感染パンデミックなどの危
機的状況であってもぶれずに対応できたといえよ
う。時代の変化に合わせて価値を進化させる組織
能力の開発は、「志」を軸にして経営トップと現場
がつながり、高い自律性が発揮できる環境づくり
が不可欠なのである。
　
8．		組織開発の取り組みは経営トップから始め
よう

　両社の事例からもわかるように、「志」を軸とし
た組織開発に取り組むためには、経営トップ層の
関わりは不可欠である。なぜなら、「志」の解は外
ではなく、自社の内にあるからだ。経営トップ層
自らが背景となる思いを語り、「志」を掲げるとこ
ろから対話が始まる。それらを現場の従業員一人
ひとりが自分ごととして捉え、自らの内に浸透さ
せていくためには、上司や先輩の位置にいる者が
自己開示しつつストーリーを語るプロセスが必要

であり、この環境を整えるのは経営トップにある
者の役割だ。
　現在のように先のみえない状況の中では、多く
の組織に変革が求められている。経営責任者が伝
えるべきは危機感ではない。従業員がその思いに
共感し、やりがいや使命感が持てるよう、自分の
言葉で現場に伝える「志」こそが重要である。そ
して、一方通行のメッセージではなく、双方向の
対話をベースに自分たちの体験をストーリーで語
り継ぐ。このプロセスを愚直に繰り返すことで、
現場の一人ひとりが自分にとっての意味を考え始
め、「志」の体現を自らの判断で行うようになるの
である。
　水源から湧き出した水が大きな川となって浸透
していくように、社長をはじめとする経営トップ
層が語った思いが幹部層に伝わり、それぞれの言
葉になってストーリーが紡がれ、現場に浸透して
いく。そして、上層部が自らみせる「志」を体現
した行動により、ようやく現場の従業員が「志」
を自分ごととして感じるようになるのである。上
層部の地道な積み重ねが、ミドル層、若手層など
にまで広がったとき、第一線にいる現場の従業員
の姿を通じ、顧客やパートナー企業、株主、社会
から共感を得ることができ、ブランド価値を高め
ていけるのだ。
　組織開発は、「志」を軸に考える現場をつくるし
くみづくりと捉えよう。まずは、経営層が率先し
て組織開発の必要性を実感し、組織能力の開発を
推進するスポンサーシップを発揮することをお勧
めする。
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