
「道具（オルガノン）」である
「組織」をどう捉えるか

　明けましておめでとうございます。今年は乙未の年ですね。
安岡正篤さんの干支の話によると、未は昧

まい

に通じるとのことで、
「昧」は夜明け前の暗さを表すそうです。すべてが明るさを
増す年、明るくなるように枝葉末節を払い落とす年であるよう
です。　
　一昨年に始まった「組織と人のオルガノン」の連載も、今
回で区切りを迎えました。「組織を読む」と題した今回は、未
来を創るための「組織の意思決定」について考えてみます。
　これからの組織について洞察することで、今年を見通しの
よい明るい年にしたいと思います。
　本題に入る前に、最終回ですので「組織と人のオルガノン」
の解題として、この連載が目指したことをお話ししたいと思い
ます。個人の成長こそが組織の成長の原動力であることは、
多くの企業で言われていることですが、個人の成長にとって
組織の活動が重要であることも注目されています。
　特にネットワーク化によって世界中がつながる時代では、複
雑性と不確実性が高まることで、従来の成功体験や法則が
通用しなくなりました。組織と個人が成長するには、専門性
を武器とした個人のスキルを磨くだけではなく、チームで課題
を解決するために開かれた組織風土を作ることが求められま
す。企業の成長にとっても人の成長にとっても重要な「道具」
（オルガノン）である「組織」をどう捉えるかについて、これ
までの5回で考えてきました。
　連載の第1回は「組織を開く」と題して、生命体としての

片岡 久
株式会社アイ・ラーニング
代表取締役社長

組織と
人の
オルガノン
開かれた組織と個人の成長

最終回　組織を読む

1952 年広島県生まれ。1976 年日本 IBM入社後、製造システム事
業部営業部長、本社宣伝部長、公共渉外部長などを経て、2009 年
に日本アイ・ビー・エム人財ソリューション株式会社代表取締役社長。
2013 年より現職。内閣府ジョブカード推進協議会委員、American 
Society of Training ＆ Development（ASTD）Japan 理事、全日
本能率連盟MI 制度委員会委員を務める。

組 織 を 考 え る

図表 1 人が成長する企業

専
門
力

チーム力

個人の成長個人の成長

企業の成長企業の成長

Culture
Climate

Skills
Competency

学習

68 2015 No.6

068-071_15ISno6_soshiki_FIX.indd   68 2015/01/15   11:39



組織成長を図ることを考えました。個人が成長するにはお互
いの関係性を高める、そのためにはオープンな人間関係を作
ることが重要でした。
　第2回では「組織を省みる」というタイトルで、組織として
の経験学習の実現について検討しました。それを進めていく
と、すべての業務活動が学びの源泉であり、組織活動その
ものが個人にとっての学習であると言えます。
　個人が集団という組織の中で意思決定を行う場合、個人
の独断ということはなく、その組織の風土に特有の判断が働
きます。
　第3回の「組織を掘る」では、日本の企業がもっている意
思決定の原点を日本の風土に求め、グローバル時代に対応・
対処するためのステップについて考えてみました。
　第4回は「ありたい姿」として、創業の志について「組織
を創る」と題して考え、また結果を計る方法をヒューマン・パ
フォーマンス・インプルーブメントという手法に沿って考えました。
　さらに前回の第5回は「自分の壁」「世代の壁」の越え
方を考えながら、「ありたい姿」の追求を、クリステンセンの「意
図的機会」と「創発的機会」のバランスとして捉えて、「組
織を育む」方法を模索しました。
　最終回は、このありたい姿に向けた「行動」と、世界に
対する「経験」の間で重要となる、「意思決定」について考
えてみたいと思います。意思決定こそが過去と未来のターニ
ングポイントになる分岐点であり、さまざまな選択肢の中で唯
一の未来を創るには、将来に対する見通しが前提となること
から、「組織を読む」というタイトルにしました。

　

意思決定の仕方を
4つの領域に分ける

　IBMのワトソン研究所ではさまざまな基礎研究が行われ
ていますが、その中に組織における意思決定がどのように
行われるかについての研究があります。2003年の『IBM 
Systems Journal』という論文集に掲載された「組織におけ
る意思決定支援」に関する研究をご紹介します。
「Cynefi n」（クネフィン）と名付けられたフレームワークは、複
雑な世界で活動する組織の意思決定の仕方を、図表3のよう
に4つの領域に分けています。右側の領域は「秩序」をもっ
たエリアであり、左側の2つの領域は秩序が見えない領域です。
　右下の「知っている」領域は、自然の法則や数学などで

証明された世界です。たとえば物体を上から落とせば下に落
ちるとか、三角形の内角の和は180度であるなど、誰が確認
しても同じ解が出てくる領域です。この世界では反復が可能
なので、ある事象があれば、その後に起きることを予測できます。
従って、ベストプラクティスを取り入れることが可能な分野です。
　次に、「知り得る」領域です。ここには因果関係という秩
序があるのですが、それは部分的にしかわからないので、き
ちんと理解するには専門家の力が必要となる世界です。専
門家が事象を分析し原因を突き止めて、それに基づく見解を
意思決定者に提案します。
　左上にある「複雑系」ですが、この世界は非常に多くの
活動要素がお互いに相互作用を及ぼし合っていて、その結
果としてあるパターンが出現する領域です。要素とその関係
の数が大きすぎるので、これまでの分析手法や分類法では
法則化できません。
　そのため、専門家の分析によるアドバイスやこれまでの経験
に基づいた意見も、この世界での意思決定には不十分です。
この世界での意思決定のモデルは、意思決定をして行動に
移る前に起きうると思われる仮説を立て、起きうるパターンを認
識しやすくするためのさまざまなトリガーを試してみることです。
　この領域ではナラティブ・テクニック（物語の手法）が効果
を発揮します。ナラティブという言葉はあまり聞き慣れないかも
しれませんが、主に心理学の世界で使われる手法で、世の
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則も、事態が複雑化するに従って、表面では法則が見えにく
くなりますが、第2層の「因果関係・必然性」の層まで分析
を掘り下げることで、因果のチェーンを浮き彫りにできます。
　さらに複雑化が進むと、その下にある「可能性・関係性」
の層で表されるように、さまざまな因果関係がお互いに相互
作用を及ぼすため、専門家の分析は役に立ちません。さまざ
まな視点をもって関係者が対話を重ねること、そして最も確か
らしい仮説を立てて行動をしてみることが、この層での意思
決定です。
　この第3層は、可能性と関係性の層なので、ある行動を
きっかけにして新しい関係が可能性から現実化していくわけ
です。新しい関係が出現するかどうかは、仮説の内容によ
るというよりも、むしろどれだけの意思の強さで行動を始める
か、そして継続していけるかによっています。そのためにはメ
ンバー間で話し合う仮説について、より深い合意を得るため
に、先ほど紹介した「ナラティブ・テクニック」や「ストーリー・
テリング」によって、わかりにくい状態を物語にして個人的な
意味を見出すこと、それを語り合うことによってお互いの共感
を基にした新たな物語を作ることが必要です。そのようにして、
メンバー間で共有された仮説に基づく「意思決定」と「行動」
の開始が、それ以降の現象にパターンを出現させる可能性
があるのです。

雑系の領域を別の視点
で考えてみましょう。
　図表4にあるように、
楕円で表された世界の
さまざまな事象は、原因
と結果という関係や同
時に存在する縁という
関係をもっているわけで
すが、人類の長い歴史
の中で目に見える関係と
して表面化してきたもの
は、教育や学習という
形で習得できます。
　第1層である「法則・
数学・規則」の層にお
ける意思決定は、現実
の事象をその関係法則
に当てはめることで結
果を得ることができます。
しかしこの当たり前の法

中の一連の出来事に系統だった解釈を与え、それによってあ
る秩序を生み出すやり方です。
　意思決定を行う前に、今起きていることをどのように認識し
ているかを個人の物語として「語り合い」ます。複雑で先が
読みにくい状況について、できるだけ多くの立場の異なる人た
ちが自分の物語として自らの解釈を語り、それを関係者が共
有することで、新たな｢秩序｣に関する合意を得る可能性が
あります。
　さて、最後の領域は「カオス」です。それまでの3つの領
域には何らかの形で原因と結果という関係が見られました。こ
こは真の意味で「異常事態」での意思決定となりますから、
原因を分析することも、ある特定のパターンの出現を待つこと
も許されず、できることといえばその状態からできるだけ早く遠
ざかることです。つまりこの世界での意思決定モデルは、で
きるだけ早く、決然と行動することです。

組織風土の形成に求められる
共感や感動　

　この意思決定の4領域のうち、今私たちが直面している複

図表 3 組織の意思決定図表 3 組織の意思決定
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・個別の条件の変化がパターンを
  変化させるため予測不能 
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・迅速な行動－リアクションの
  センス－レスポンス 
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少しでも「組織化していくプロセス」について考えるきっかけ
になれば幸いです。
　私たちも専門性と自発性に満ちた社員の成長を支援し、さ
まざまな変化を予測しながら柔軟性に対応するチーム作りに
貢献していきたいと思います。長期間にわたりご愛読いただき
感謝いたします。本当にありがとうございました。

　不確実で予測しがたい複雑な時代における組織の意思決
定は、第1層、第2層のように発見した因果関係に基づく対
応の仕方ではなく、新たな関係を作り出すことで対処していく
第3層の形態が求められています。組織のメンバー全員の合
意のもとに仮説に基づいた行動を進めていくには、組織風土
の形成において今まで以上に共感とか感動が求められます。

新たな刺激に触発されながら
成長していく組織

　
　これはつまり時代の要請に応じて、リーダーシップのあり方
も組織のあり方も変える必要があることを意味します。第3層
の意思決定を可能にする組織とは、関係者がそれぞれの経
験を対等の立場で語り合い、お互いに違いを尊重しながら共
感を得ることで影響を与え合うことを可能にする組織です。
　メンバーとリーダーという区別された関係ではなく、全員が自
らの専門性を発揮しつつ、他のメンバーから常に新たな刺激
を受けて触発されながら成長していくチームです。それは、個
人の自立性と組織のチームワークの双方が、場合に応じて最
適に発揮される組織とも言えます。
　IBMが100周年を記
念して出版した『世界を
より良いものへと変えて
いく』というタイトルの本
の中で、「企業はどのよ
うに定義され、どう管理
されるべきか」という問
いを投げかけています
が、「単に変化を感知し
てそれに対応するので
はなく、自ら予測し答え
をあらかじめ用意できる
意欲と専門性をもった社
員で構成された非常に
柔軟な組織を作ることで
ある」としています。
　組織を読み、未来に
向けた意思決定をする
ことは、簡単ではないと
思いますが、本連載が
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図表 4 意思決定の進化
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  スティーブ・ハム、ビン・メイニー、
  ジェフリー・M・オブライアン共著、ピアソン桐原

●お知らせ
片岡久氏の新しい連載が、次号（IS magazine No.7）から始まり
ます。ご期待ください。

連載の内容

第 1回　組織を開く
第 2回　組織を省みる
第 3回　組織を掘る
第 4回　組織を創る
第 5回　組織を育む
第 6回　組織を読む
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