CMOE Japan

有機的に変化し続ける組織の課題に
切り込むコンサルタントの「仕掛け」が
組織の上昇スパイラルに火をつける

人と組織の活性化 をミッションに、1978 年に
米国でスタートした CMOE。働く人の行動特性の調
査・分析に基づく学術的アプローチと、現場経験豊
かなコンサルタントのノウハウを併せ、高い実績を
誇るこの組織活性化プランが、2006 年から日本で
もトータルに導入できる体制になっている。コンサ
ルティングの特長を、CMOE Japan で活躍中の 3
人に紹介していただいた。
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図表 1: 高い成果をあげる組織の構成要素（ダイヤモンドモデル）

ける組織活性化のあり方を、コンサル
タントはどう捉えているのだろうか？
「現在の組織が共通して抱える課題
は、人材の流動化、そして規制緩和や
グローバル化などを受けた競争の激化
です。これまで以上の高い生産性を求
められる状況の中では、従来のような
単なる分業の確立ではなく、組織全体
が方向性を揃え、緊密な連携を取って
進むことが必要です」
（山田氏）
近年、生産性をあげる方策として、
個々のパフォーマンス（成果）の追求
を重視する動きが盛んだが、パフォー
マンスだけを重視すると、業務に必要
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した組織診断や、企業を取り巻く環境

というのも組織開発の興味深い側面だ。
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要な分野へのアプローチを行っていく。
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た要素があることが明確になりました」
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組織が成長する過程では、
課 題 が 次 々 に 変 わっていく

「方向性」であった課題が「組織の中の
体制や、役割責任の明確化」に場所を
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図表 2:組織の進化・発展のスパイラル

また組織開発におけるもう1つの側面
として、常に外向きの視線をもち、外
部環境の変化を如何にいち早く察知し、
これに対応していくかということも挙
げられる。単に、企業風土や社内の状
態だけでなく、組織を取り巻く環境の
変化によっても常に新しい課題が生じ、
これにいち早く対応していく必要があ
ることが、変化が激しい時代において
特に注意すべき点だという。
CMOE の組織コンサルティングアプ
ローチでは、ダイヤモンドモデルに即
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間氏）

図表 3:組織学習のプロセス
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