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組織文化の
重要性
オープンなチームを構築するための 
IT エグゼクティブガイド



¹ Mike Kelly 他、「The Open Organization Guide to IT Culture Change」、Red Hat Inc.、2017 年。

地球規模の変化が生じたことで、組織は、
適応力や革新を可能にする能力が組織の
存続にとってなぜ重要なのかを理解する
ようになりました。しかし、市場に対する
破壊的革新と同様、イノベーションは予測
不可能であり、制御したり、先に計画した
りすることはできません。そのため、リー
ダーたちは「すべての結果を規定したり、
すべての行動を指示したり、すべての不測
の事態を想定したりすることなく、クリエ
イティブで対応力のある組織を構築する
にはどうすればよいか」と考えています。

リーダーたちは、その
答えが組織文化にある
ことに気づいています。
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「組織文化」は単なる職場の特典のような
ものではなく、一連の価値観、優先事項、視
点を共有する結果として得られるコンテクス
トを提供し、チーム同士のつながりを維持
するものです。革新的な組織を率いるために
は、激動の時代であっても組織を成功に導
けるような文化を構築することが必要になり
ます (単に休憩室に新しい卓球台を設置する
だけでは不十分です)。

そのため、リーダーたちは、どのようにして他
者を鼓舞し、方向性を定め、フィードバック
に対応するかなど、リーダーシップのあり方
について再考しています。混乱に直面しても
人々の一致した状態を維持するには、価値
観、原則、規範を組織の中に織り込んでいく
必要があります。

オープンな
リーダーシップの
考え方

現在の IT リーダーには、技術的な
能力だけでなく、文化的な能力も
必要とされています。

Mike Kelly (マイク・ケリー)
The Open Organization Guide to IT Culture Change¹

Harvard Business Review Analytic Services 
レポート「IT Leadership in the Next Normal」
をダウンロードして、CIO の最優先事項をご覧
ください。

レポートをダウンロード

https://www.redhat.com/en/resources/harvard-business-review-it-leadership-analyst-material
https://opensource.com/open-organization/resources/culture-change


97%
2021 年、変革の成功が自らの業界で
重要性を増すだろうと述べたグローバル
エグゼクティブの割合²

² Harvard Business Review Pulse Survey (Red Hat 後援)、「COVID-19 後の世界の変革を加速する」、2021 年。

イノベーションを促進する組織文化をどのよう
に構築できるかについてご覧ください。e ブック
「IT カルチャーを変化させるためのオープン・
オーガニゼーションのガイド」をダウンロード
してください。

e ブックをダウンロードする
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環境づくりは重要な作業です。Harvard Business 

Review Analytic Services によるデジタル・トランス
フォーメーションに関するアンケート (3 回目の年次調
査) によると、調査対象のグローバルエグゼクティブの 

97% が、2021 年以降、変革の成功が自らの業界におけ
る競争要因として重要性を増していくだろうと述べて
います。89% は、適切な組織文化がデジタル・トランス
フォーメーションの実現において必要となる理由がパ
ンデミックによって明らかにされたと認識しています。²

リーダーたちは、
オープンの原則を自分たちの
仕事の指針としています。

オープンな組織でリーダーを務めるということは、つながり
を作り、人と人を互いに結びつけ、より大きなビジョンを共
有できるようにすることを意味します。また、失敗に対する
考え方を見直し、組織全体でオーナーシップを育むことも
含まれます。それは、各自が直面している問題、抱えている
悩み、各自の限界について、透明であるということです。つ
まり、他の人が最高の仕事をするために必要な環境を作り
出すことを意味します。

リーダーの中には、このように信頼を広げて仕事を進める
と、自分の力が弱くなると考える人もいます。しかし実際に
は、リーダーは可能な限り多くのことを組織内で共有する
必要があります。情報を共有することで、リーダーは、チー
ムの熱意と組織のミッションを結びつけるために必要な環
境を構築し始めることができます。

しかし、仕事の性質は変化しています。それに伴い、
人々がその仕事に積極的に取り組み、やる気を維持する
要因も変化します。プロジェクトの成否に個人的な利害
関係があると感じている社員は、プロジェクトにより多
くのエネルギーを注ぎ込むでしょう。

明らかに、エンゲージメントを高めるための従来の戦略
はもはや通用しないかもしれません。今こそ私たちのア
プローチを再考する時と言えるでしょう。

http://redhat.com/ja/engage/digital-transformation-culture-innovation-20181113
https://opensource.com/open-organization/resources/culture-change
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指揮官ではなく
懸け橋に

従来の組織のリーダーは、手段と目的の両方を指示し、これらを規定し、目的を達
成するために手段を使用するよう人々を監視する指揮者に例えることができます。
オープンな組織では、リーダーは架け橋として触媒のように機能します。その方法
は次のとおりです。

変化の担い手になりましょう。
従来のリーダーは、常に介入し、決定を迫り、指揮
しようと考えがちです。一方、架け橋の役割を果
たすリーダーは、適切な会話ができる状況、つま
り適切なコラボレーションが促進される状況で、
組織はより良い結果を実現できると考えます。

オープンなリーダーが架け橋として触媒のよう
に機能することは、実際には指揮官になること
よりも困難なことです。単に指示を与えるので
はなく、最も影響力のあるイノベーションを引き
起こすために、適切なタイミングで適切な人材
とアイデアを結びつける能力を習得する必要が
あります。

つながりを優先しましょう。

進んで譲りましょう。
優れたリーダーたちは、正しい方向に進んでいること
を確認できるような仕組みを提供しますが、道筋を 1 

つだけに定めようとはしません。リーダーは、人々が
自身でプロセスを主導しているのだと感じられるよ
うにする必要があります。



オープンなリーダーのチェックリスト
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共有することを決意する (そして共有の
仕方を定める) ことで、オープンなリーダーは、
グループは個人よりも優れたソリューションを
常に生み出すという重要な結論へと導かれます。

Jim Whitehurst
Organize for Innovation³

オープンなリーダーシップの実現に関する
エキスパートの視点は、Web セミナーシリーズで
ご覧いただけます。

オープンなリーダーになるためは、次のことが必要です。

今すぐ見る

³ Jim Whitehurst Organize for Innovation、Red Hat、2021 年。

リーダーが架け橋として触媒のように機能
できるのは、最もよく知っているのは
自分だけだという考えを捨てるときです。
コラボレーティブな取り組みが必要であり、
これは組織的な報酬に十分見合うものです。

オープンなリーダーシップはジャグリングのように困難なものです。リーダーは
常に、人々が持つスキル、個性、文化的資本のバランスを取る必要があります。

意欲
自ら進んで信頼を広げ、情報を共有する。

認識
可能な限り、透明性とコラボレーションを推進することの
重要性を認識している。

感受性
組織を構成する人々の気持ち、感情、熱意を敏感に察知する。

知識
何を共有するかだけでなく、どのように共有するかを知っている。

信念
グループは、単独で作業する個人よりも常に優れた結果を
もたらすと信じている。

信頼
必要な変化を導くために取り組むグループを信頼する。

https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x365504abcd
https://www.redhat.com/en/engage/organize-for-innovation-20180913


オープンなリーダーは、他者に取ってほしい行動の模範を自ら示し、チームが組織に
とって最も有益と思われる方法で行動できるようにします。単に指示するのではなく、
大きな決定をする前に適切なデータを収集して、チームメンバーの環境を確立します。
目的を明確にすることで、人々は自身の創造性や構想を活かし、組織の目標達成に貢
献することができます。その方法は次のとおりです。

目標の明確な
組織文化をつくる
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明確な目標が共有される
透明性のある文化を
つくりましょう。
目標を公に記録し、追跡し、繰り返し確認し
ます。これにより、グループが共有する目標を
全員が知るようになり、全員が同じ意思で活
動しやすくなります。

これには、人々やチームが自分たちが持つデー
タ、リソース、視点を使って最善を尽くしている
という信頼と強い直感が必要です。スタッフ自
身が自らの意図 (ポジティブであるかネガティ
ブであるかを問わず) を自分で明らかにするま
で、最悪の場合を想定するはやめましょう。

ポジティブな意図を
想定しましょう。

動機は目に見えないませんが、行動ははっきり目に
見えます。この 2 つをどう結びつけるかが重要に
なります。

Jim Whitehurst
Organize for Innovation³

³ Jim Whitehurst Organize for Innovation、Red Hat、2021 年。

https://www.redhat.com/en/engage/organize-for-innovation-20180913


オープンなリーダーは、彼らが他者に期待するような行動を自らが取ることで、透明性が
高く信頼できる組織文化を生み出します。そのような環境ではコラボレーションが容易に
なります。オープンなリーダーは、人々がつながりを感じ、モチベーションを高め、自分の
仕事に打ち込める空間をつくります。組織のニーズと個人の才能、そして熱意が交わると
ころで、人々は最高の仕事をすることができ、変革が起こすことができるのです。

Red Hat では Organization Passion Talent モデルを使用して、社内でのコーチング、
開発、プランニングを行っています。
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オープンなリーダーシップとマネジメントに
関する記事とリソースをご覧ください。

記事を読む

関係する人々の意図について急いで結論するのではな
く、彼らの価値判断や行動の枠組みについて熟慮しま
しょう。彼らはあなたと同じ知識や情報を持っていま
すか。あなたは彼らがすることをすべて理解しているで
しょうか。あなたが見ているものを、他の人も同じよう
に見ているとは限りません。つまり、あなたにとっての
大きな問題でも、他の人にとっては問題ではないかも
しれません。時間をかけて話し合い、優先事項を一致
させましょう。

忍耐強く取り組みましょう。

Organizaion
組織

Talent
才能

Passion
熱意

Career best
最高の仕事

https://opensource.com/open-organization/17/3/leadership-organization-passion-talent
https://opensource.com/tags/leadership-and-management


古い習慣
を壊す
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行動を奨励し、指示を
減らしましょう。
現在のイノベーションにおいて、リーダーにはあ
る程度のコントロールを放棄する覚悟と能力が
必要です。そのため、意思決定の権限を、より顧
客の問題に近いところで働く人々に委ね、(命令
やトップダウンの要求によってパフォーマンスを
上げさせるのではなく) 成功に導くために必要
な目的意識を喚起する必要があります。

何を変えるべきかを理解することは、プロセスの
一部に過ぎません。

革新的であるためには、他の働き方に目を向け
られなくなるような、ある種の「デフォルト」設定
のようになった習慣を打ち破ることが必要です。
習慣は、気をつけないと心地よい停滞状態に人
を陥れる可能性があります。

デフォルトをリセット
しましょう。

オープンなリーダーは、変化を遂げて持続させるには、深く根付いた習慣を壊し、難し
い決定を下し、厳しい事実に直面しながらも、目標とコミットメントをじっくり検討する
必要があることを理解しています。その方法は次のとおりです。

組織に革新的な文化をもたらすには、斬新なアイデア
と、組織のリーダーが時間をかけて得てきた貴重な知
恵とのバランスを取る必要があります。このバランスを
取る作業は継続的に行う必要があります。しかし、最
高の結果を生み出すには、新しいアイデアのメリット
に対する組織の対応の仕方を定期的に評価すること
が重要です。



破壊的革新の時代におけるリーダーの役割について学びましょう： 

試す、学ぶ、修正する。変化に対応するための IT エグゼクティブガイド。

さらに詳しく知りたい方は

Jim Whitehurst 著『Organize for Innovation』の 
e ブックの全文をダウンロードできます。

デジタル・トランスフォーメーションに
関するその他のコンテンツ、リサーチ、
e ブックにアクセスできます。

組織のアジリティを高めたいのなら、
指示を減らし、行動を奨励しましょう。

組織文化を変えるプロセスには、ほとんどの場合、長期的な利益を得るための短
期的な苦痛が伴います。組織全体からのアイデアに耳を傾け、自らの計画が以前
考えていたほど素晴らしいものではないという意見を聞き、考えを何度も改めると
いう作業は簡単なことではありません。オープンなリーダーは複雑さを認識し、
私たちを悩ませているものを説明する際には過度に単純化せず、正直さと信念を
持って変化への道を進みます。

短期的な痛みと長期的な利益。
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Jim Whitehurst
Organize for Innovation³

e ブックをダウンロードする

³ Jim Whitehurst Organize for Innovation、Red Hat、2021 年。

よりオープンで、インクルーシブ (包括的) な
実力主義のリーダーになるには、多大な
努力が必要です。

個人レベルか組織レベルかを問わず、あらゆる変化を抽象的な概念でとらえるの
は簡単です。しかし、実際に変えていく作業ははるかに困難です。

https://www.redhat.com/en/engage/organize-for-innovation-20180913
https://www.redhat.com/ja/solutions/digital-transformation
https://www.redhat.com/en/resources/executive-guide-to-navigating-change-ebook
https://www.redhat.com/en/engage/organize-for-innovation-20180913



