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1．はじめに
本稿ではこれまで 2 回にわたり、「リーダーシッ

プに必要なビジョン構築」、および、「リーダーに
求められる倫理観」について、筆者なりの考え方
を述べてきた。これらは、リーダーが常に意識し
なければならないことであり、「決して逃げない」

「組織の緊張感をコントロールする」等々の命題と
併せて、リーダーシップの普遍的な要素ではない
かと思われる。

しかし、「いかなる状況下でも役に立つリーダー
シップ」の他に、「状況によって変えなければなら
ないリーダーの行動」があるとして、むしろ後者
を重要視するリーダーシップ論もある。ハーバー
ド大学大学院講師のディーン・ウィリアムズがそ
う主張する学者の 1 人であり、彼は、ある局面で

成功を収めたリーダーが、何年か後の異なる局面
では大失態を演じた多くの事例を分析し、「状況に
応じたリーダーシップ」の重要性を強調している。
彼の近著『リーダーシップ 6 つの試練』は、国家
や企業などあらゆる組織が直面する試練を 6 つに
分類し、豊富な事例とともに状況に応じたリー
ダーのとるべき態度を明らかにしている。この書
を読み私は大いに共感するところがあったので、
関連する私の体験と併せてご紹介したい。

2．	環境に応じたリーダーシップと	
「創造型試練」

ディーン・ウィリアムズの掲げる 6 つの試練を
要約すると以下の通りであり、読者諸賢の属して
いる組織が、この中のどれか 1 つの試練に直面し
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ている可能性がある。そのように考えて、ご一読
いただくことは、きっと何らかのお役に立つこと
と信ずる。

＜ウィリアムズの掲げるリーダーシップ 6 つの試練＞
（1）活動家型試練

　 集団が大きな問題を抱えているにもかかわら
ず、集団のメンバーはそれに慣れっこになっ
ていて問題を問題とも思わない状態。リー
ダーは現状の問題の深刻さを集団メンバーの
目の前に突きつけて理解させ、問題解決に向
かわせる必要がある。

（2）発展型試練
　 集団には人的あるいは物的な潜在能力がある

にもかかわらず、その能力が顕在化していな
い状態。リーダーは集団の中で戦力化されて
いない人材等の優れた経営資源を活用できる
ような新しいシステムを導入する必要があ
る。

（3）移行型試練
　 集団が持っている従来からの組織文化が、集

団を取り巻く環境に対応できず、失敗を重ね
ている状態。リーダーは集団の組織文化の中
で守るべき部分を残し、変えるべき部分を変
え、組織文化全体を新しいものに移行させる
必要がある。

（4）維持型試練
　 深刻な不景気などの外的要因によって、集団

メンバーがベストを尽くしても状況の改善が
難しい状態。リーダーは守備体制を整え、不
採算事業からの撤退を含めて対策を講じ、集
団の核となる人・モノなどを維持することに
努める必要がある。

（5）創造型試練
　 集団が行き詰まった状況にあるにもかかわら

ず、リーダーには克服するための名案がない
ため、集団メンバーの総力で対応策を生み出
すべき状態。リーダーはメンバー全員の独創
性を遺憾なく発揮できるような状況と場を作

る必要がある。
（6）非常事態型試練

　 想定外の壊滅的な事件が起こり、集団が危急
存亡の事態に直面してしまった状態。リー
ダーはメンバーを総動員して正確な情報を収
集し、危機を鎮静化させるための対策を果断
に講ずるとともに、鎮静後直ちに再発防止策
に取り組む必要がある。

紙数の関係で、以上に掲げた「6 つの試練」の
全てを詳細に述べることはできないので、広く参
考となりそうな「創造型試練」に絞って説明した
い。この試練の特徴は上記のとおり、「集団の抱え
ている問題を克服するための名案をリーダーも持
ち合わせていない」という特殊な状況だ。本稿の
第 1 回（5 月号）に筆者は「リーダーにはまず何
よりもビジョンがなくてはならない」と書いた。
その意味では名案を持ち合わせないリーダーを

「リーダー失格」と見なす人もあろう。しかし困難
な問題に対して、リーダーにも解決策が思い浮か
ばないという状況はよくある。そんな時、リー
ダーはどのように対応すべきであろうか。

リーダーの過去の成功体験を生かした対処法で
は事態を克服する見通しがつかないからこそ起こ
るこのようなケースでは、今までにない独創的な
アイデアが必要になってくる。そのアイデアをさ
らに上位のリーダーや権威者に求めて自らのリー
ダーシップを実質的に放棄する前に、なすべきこ
とがあると私は考える。それは、集団メンバーの
力を信頼して、彼らの独創性を遺憾なく発揮させ
るような、自由討論やブレーンストーミングと
いった創造的討論の場を設けることである。とこ
ろで、このような創造的討論によって新しいアイ
デアを生み出すために、リーダーが口うるさく干
渉するのと、高みの見物を決め込むのではどちら
が効果的であろうか。リーダーの干渉が大き過ぎ
れば自由な発想を妨げ、リーダーが高みの見物で
あれば討論が散漫になり結論に至らない恐れが出
てくる。
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ディーン・ウィリアムズは、多くの事例を基に、
リーダーの注力すべき役割の 1 つとして、創造的
討論の場の雰囲気を高め、討論の場の集中力を維
持すべきだと提唱している。その討論が意義深い
ものだと参加者が思えるように場の雰囲気を高め
つつ、討論が脇道にそれ過ぎたら本道に戻すよう
に適切なまとめを行うなどしてメンバーの集中力
を維持する必要があるというのである。

また彼は、創造的討論の参加者を権威者の支配
から守らなくては全てが無意味になるという警告
を発してもいる。経営トップや権威者が出席する
会議において、気の弱い出席者が控えめにしか発
言しないか、まったく発言しなくなるという場面
を皆さまもご覧になったことがあると思う。創造
的なアイデアを出し合おうというブレーンストー
ミングなどの場では、そのことの弊害が一層顕著
となる。アイデアを披歴してかえって叱られたり
する者が出てくると、発言はどんどん減るのであ
る。

3．ブレーンストーミングから得たアイデア
ある事業のプロジェクトリーダーに任ぜられた

私が、その事業が直面している危機的な状況を解
決する一貫したアイデアを思いつかず苦労した体
験を以下に述べてみたい。

1988 年から 2 年間、私は（財）経済広報センター
（以下広報センターと略す）という経団連の広報機
関に出向し、多くのプロジェクトに取り組んだ。
広報センターの幹部は全て経団連からの出向者で
あり、企業からの出向者である研究員 25 名が、
各プロジェクトのリーダーを務める体制だった。
プロジェクトの多くは、経団連の見解や立場を
PR することであったが、広報センターの会員企
業に対するサービス事業も実施していた。会員
サービス事業の中には、各会員企業の広報室長ら
に同行し米国の広報活動を視察・調査する「米国
広報スタディツアー」というプロジェクトがあっ
た。日本の企業の広報パーソンにとって学ぶこと
が多い広報先進国である米国の視察ツアーは会員

企業からの期待も大きく、毎年開催されていて、
私が出向した頃には 10 年目を迎えていた。

私が着任して数日後に、「米国広報スタディツ
アー」の担当者として先輩研究員の A 君と B 君が
指名された。ところが普段は明朗快活な 2 人が、
担当に指名された途端に表情が暗くなり、他の研
究員たちも 2 人の席に寄ってきては、「気の毒だ」
とか「運が悪かった」と 2 人を慰めている。異様
な雰囲気なので聞いてみると、このプロジェクト
はこの 10 年来、一度も成功したことがなく担当
者は毎年、地獄の責め苦を味わってきたという。
私は、会員企業からの期待も大きいツアーが、な
ぜ失敗続きなのか、さらに失敗を重ねながらなぜ
10 年も続いてきたのか、内心疑問を感じながらそ
の場の様子を見守っていた。

さて、A 君と B 君は気を取り直して忙しく準備
を始めた。団員募集をかけ、2 週間ほどで集まっ
た 15 人の応募者を集めて会議を開き、団員の希
望を聞いて訪問先企業を決め、最後に団員の中か
ら互選で団長を決めた。そのあと 2 人は忙しく国
際電話をかけて訪問先のアポイントを取り、やが
て団員一行に随行して事務局として離日した。

だが、数日後、彼らは驚くことに広報センター
の常務理事に米国から泣きながら電話をかけてき
たという。常務理事の話では、2 人は米国到着の
翌日から団員につるし上げられて、これまでの先
輩担当者同様に地獄を味わっているとのことだっ
た。常務理事が電話で両担当者に当面の対策を指
示し、団長に謝罪して何とか団員の怒りをなだめ
ることができ、一行は当初の旅程を曲がりなりに
も終えて帰国した。しかし、帰国してからも、数
名の団員は広報センターに対して怒りを爆発させ、
抗議の電話が鳴り続いた。

そんなある日、広報センター内の会議の席上
で、ある幹部が「このプロジェクトは会員企業の
評判が悪いので廃止する」と宣言した。米国企業
の広報活動からは学ぶことが多く、会員企業も期
待を寄せているプロジェクトなのに、「失敗続きだ
から止める」という安易な考え方に私は納得でき
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ず、「これまでの失敗の原因を明らかにし、その反
省の上に立ってやり方を改善し、継続すべきだ」
と主張した。あまりしつこく主張したせいか、常
務理事から「そうまで言うなら君が来年の担当者
になって実行してください」と言われてしまった。
私には正直言ってまったく自信がなかったが、事
ここに至っては後に引くこともできず、引き受け
ることとなった。

私はまず、「本番の訪米前に担当者が渡米して訪
問企業にわれわれの目的などを説明し、事前打ち
合わせをするべきだ」と考えた。しかし、それ以
外にはさしたるアイデアが浮かんでこなかった。
そこで、手始めに、団員の中で特に不満の度合い
が強かった各社の広報室長たちの批判を聞いて
回った。分かったことは、①ほとんどの訪問企業
に訪問の趣旨が伝わっていなくて的外れな各社の
PR しか聞けなかった、②訪問先企業のうち 2 社
については連絡ミスで広報の責任者に面会するこ
ともできなかった、という 2 点が多くの団員を激
怒させているということだった。

私は、広報センターの幹部や研究員を集めて団
員の不満を報告し、「このままでは広報センターの
評価が地に落ちる」と危機感を述べた。その上で、

「次回のプロジェクトリーダーとなったが、成功さ
せる名案がなくて困っている」と正直に告白し、 

「皆さんのアイデアを聞かせてほしい」と頼んだ。
頼みに応えて研究員たちが、1 つまた 2 つとアイ
デアを出し始め、その中には優れた提案も多かっ
た。しかし、私が困ったことには、幹部たちが過
去の彼らのやり方を批判されたと受け取ったのか、
すぐに否定してかかることであった。「それは以前
にやったが失敗した」「そんなことは非常識」「広
報センターの性格にそぐわない」などと、いちい
ちケチを付けるのである。

たまりかねた私は、「研究員だけで、ブレーンス
トーミングをさせてください。その結論を後で報
告して決裁を仰ぎますから」と言って幹部たちに
退場していただいた。その後は、「他の人のアイデ
アを否定しない」というルールを宣言して会議を

続けたところ、前にも増して創造的な意見が続出
した。さまざまなアイデアを私なりにまとめたら
こんな風になった。①初めに団長を決める、②団
長と相談して訪問企業とスケジュールを決める、
③団長と訪問先とスケジュールを明記して団員募
集をする。そして一番最後に私のアイデアの、④
プロジェクトリーダーが事前訪米して訪問先と打
ち合わせる、というアイデアを付け足した。

幹部に説明すると「団長を互選で選ばないと不
満が出る」等々反論する人もいたが、最後には最
初の 3 項目は納得してくれたし、ある幹部はより
積極的に「団長にはこの人が最適任だ」と推薦ま
でしてくれた。しかし、4 つ目の事前訪問に関し
てある幹部が「出向者が海外出張するのは 1 回だ
けという暗黙の約束がある。貴君が事前訪問する
なら本番は別な人を行かせる」と言うのには驚い
た。他の幹部が「それでは事前訪問の意味がない」
と応援してくれたので、結局私だけ例外的に「2
回の海外出張」となったが、笑うに笑えない官僚
的発想の一例だと思う。

ところで、ある幹部が「団長に」と推薦したのは、
当時セコムの副会長をしていた、故小島正興さん
であった。氏はロッキード事件に巻き込まれた当
時に丸紅の広報部長として的確な対応を取られ、
各社の広報パーソンの尊敬を集めていた方であっ
た。私は早速、小島氏を訪問し、これまでの経緯
を説明してお願いすると、広報センターの方針に
賛成し、快く団長を引き受けてくださった。また、

「ツアーのコンセプトを決めた方が良い」とアドバ
イスをいただき、相談の結果、コンセプトを「危
機管理と企業広報の在り方」とし、さらに具体的
調査項目を 6 つのテーマに細分化して、テーマ別
に訪問先を決めることにした。準備過程で幸い優
秀な研究員が広報センターに出向して来たので、
彼を誘い込み、2 人で担当すると決めて訪問先へ
のアポイントなどを進め、参加者募集の手紙を各
社に郵送した。この団員募集には、団長、コンセ
プト、訪問先等々、全てが明確に記されていたの
で、参加申し込みが 3 日間に 18 件も寄せられ、
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その後の申込者を断らざるを得なかったほどであ
る。

結果、プロジェクトは大成功を収め、団員諸氏
からも絶賛を浴び、小島団長を囲んでの「ツアー
同窓会」は団長がお亡くなりになるまで、毎年催
された。また、われわれが渡米した翌年以降も「米
国広報スタディツアー」は基本的にこの方式を踏
襲して続けられ、会員企業から好評を博しつつ今
日に至るまで続いていることは、何よりもうれし
いことである。

期間限定の出向者の寄せ集めである広報セン
ターの組織において、個々のプロジェクトリー
ダーは担当分野の専門家であるとは限らない。当
時の私も視察ツアーのオーガナイズなどまったく
経験がなく、何とか成功させたいという思いを形

にすることができなかった。そんなときに現状を
正しく把握した上でメンバーの知識や経験に頼る
という行動に迷いなく出られたことで、参加者の
満足を得られるツアーを作り上げることができ
た。当時は意識して取ったリーダーシップという
ことではないが、結果的には「創造型試練」に対
応する適切な行動だったのではないか。メンバー
のアイデアを結集して成功を収めた実績は、組織
に一石を投じたのではないかと今では考えている。
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