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Point
❶	リーダーシップ論研究の流れと全体像を理解しておくと自身のリーダーシップ開発に効果的である。
❷	置かれている環境やメンバーの状況に応じて、取るべきリーダーシップを変えていく必要がある。
❸	セルフ、チーム、グローバル、ソーシャルの 4 つのリーダーシップを参考にリーダーシップを開発、
活用していく。

1）はじめに

2）リーダーシップ研究の流れ

企業や大学でリーダーシップ教育を行うと、欧

リーダーシップは、人類が村落などで集団生活

米や日本以外のアジアの国では「自分はリーダー

を行うようになって以来の課題である。いかに集

シップには自信がある」
「組織のリーダーになりた

団で食料を獲得し、いかにチームワークを保つか、

い」という人が多いが、日本人受講者の多くは

またいかに後継者を育成するのかなどは、古来よ

「リーダーシップをとるのは苦手」
「できればリー

り考えられてきたであろう。

ダーにはなりたくない」と言う。反面、日本の企

リーダーシップのあり方について、西洋では紀

業・組織では「リーダーが不足している」
「次世代

元前 400 年ごろソクラテスが「なんじを知れ（自

をリードする経営者・リーダーを育成したい」
「管

分自身を知れ）
」と言い、また東洋では紀元前 500

理職や若手社員にリーダーシップを身につけさせ

年ごろ、孔子が『論語』の中で「仁」
「義」
「徳」

たい」とのニーズが多い。これには、“出る杭は打

などを説いている。これらの考え方は、現在でも

たれる” “競争を好まない” 文化などが影響してい

通用する点が多く、ギリシャ哲学や中国古典など

るかもしれないが、日本の学校・企業などで適切

を学び、自分自身の経営やリーダーシップに活か

なリーダーシップ教育が行われていないことも 1

している経営者・リーダーも多い。

つの原因であると考える。下記にこれまで欧米や

現代のリーダーシップ理論の研究は 1900 年代

日本で研究されてきたリーダーシップ論の流れと

から米国を中心に研究が盛んに行われた。国、企

リーダーシップの開発、実践方法について述べる。

業、組織の発展のためには、リーダーシップがい
かに重要であるかということの表れであろう。
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これまで研究されてきた主なリーダーシップ理
論は下記のようなものである。

シップについて、課題軸と人間関係軸のどちらが
得意でどちらが苦手かを意識し、その強みをうま

①特性理論（ 1900 年代～）

く活かし、弱みの改善に取り組む。そして弱みを

②行動理論（ 1940 年代～ 1960 年代）

補うため “コ・リーダーシップ（共同リーダーシッ

③条件適合型理論（ 1960 年代後半～）

プ）
” という、1 人だけではなく、2 人以上で協力

④コンセプト理論（ 1970 年代～現在まで）

しながらリーダーシップを発揮する方法もとられ
る。例えば、本田技研工業の創業者の本田宗一郎

①特性理論
特性理論とは、リーダーの性格、個性などの特
性に着目したものである。
1900 年 代 か ら 1940 年 代 ま で、 リ ー ダ ー と 非

氏は技術に集中し、その参謀である藤沢武夫氏は
経営、人のマネジメントを行うというコ・リーダー
シップという形をとり、日本だけではなく、世界
で事業拡大させていった。

リーダーとを分ける特徴、特性に着目した特性理
論が研究された。一般にリーダーと認められる人
間を取り上げその特性（例えば、向上心、他者を
導こうとする欲求、自信など）を特定しようとし

図表 1
例）
PM理論

日本の社会心理学者、三隅二不二
（みすみじゅうじ）
が提唱した理論
（１９６６年）

ＰＭ理論 ＝ 課題関連行動

た研究は、優れたリーダーに共通する特性を特定
同じ米国の大統領でともに優れたリーダーシップ
を発揮したと評価される複数のリーダーを分析し
た場合、その特性は違っており、同じではないた
めである。リーダーシップは生まれながらの特性

pM
pm

②行動理論
行動理論とは、前述の特性理論がリーダーの

Maintenance function

PM

目標達成よりも、集団内の
人間関係に気を配るリーダー

目標達成を強調しながら、
人間関係にも気を配るリーダー

目標達成にも人間関係の調整にも
消極的なリーダー

（性格など）だけで決まるものではないということ
である。

× 対人関連行動

Performance function
対人維持行動
︵メンテナンス︶

できずにいずれも行き詰まってしまった。例えば、

リーダーシップ行動理論

Pm

目標達成に重点を置き、人間関係
には、
あまり配慮しないリーダー

課題達成行動
（パフォーマンス）

出所：三隅二不二『リーダーシップ行動の科学』（有斐閣）を筆者修正

③条件適合型理論
さらにリーダーシップの研究者たちは、リー

持っている特性に焦点をあてたものに対して、

ダーシップはリーダーの行動のみで決まるのでは

リーダーがとる行動に着目したものである。

なく、リーダーを取り巻く環境、すなわちメン

リーダーのさまざまな行動が分析されたが、多

バーとビジネス環境などによって、リーダーシッ

くの理論は生産性やタスクを重視する生産志向の

プ行動を変化させるべきであるという理論に発展

行動と人間関係を重視する従業員志向の行動との

させた。前述の行動理論にはなかったリーダーを

2 つから構成されることとなった。

取り巻く環境を加味し、それによって、リーダー

ここでは行動理論の 1 つとして、日本の社会心
理学者、三隅二不二（みすみじゅうじ）が提唱し

の取るべき行動を変えていくことが効果的である
というのが条件適合型理論である。

た PM 理論を紹介する。P はパフォーマンス（課

代表的な理論として、ロバート・ハウスが提唱

題）軸、M はメンテナンス（人間関係）軸で、こ

したパス・ゴール理論がある。リーダーが適切なパ

の双方に優れた PM 型リーダーシップをとれるの

ス（道筋）を踏めば、組織のゴールを達成できる

が理想のリーダーであるという理論である。

という意味である。これはメンバーの状況、ビジネ

行動理論の活用法としては、自分のリーダー

スの状況に応じて、リーダーのとるリーダーシップ
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行動を、
「指示型」
「支援型」
「参加型」
「達成志向型」

（ 1 ）カリスマ型リーダーシップ

と使い分けていくものである。例えば、スキル・経

「カリスマ型リーダーシップ」は、①ビジョンを

験の少ない新人のメンバーに対しては「指示型」

示す ②リスクをとる ③環境を現実的に評価す

で細かく、具体的な指示を与える。ある程度スキ

る ④メンバーを理解しニーズや感情に対応する

ル・経験を身につけてきた中堅メンバーなどには、

⑤並外れた行動をとる などの特徴を持つ。例

基本的にメンバーに主体的に行動させ、必要に応

えば、iPod、iPhone、iPad などの商品を次々に生み

じて支援する「支援型」をとったり、意思決定に

出し、Apple 社の復活を進めた元 CEO のスティー

メンバーを参加させる「参加型」をとったりする。

ブ・ジョブズ氏や、日本最大のコンビニエンスス

そして経験、能力、主体性が非常に高いメンバー

トアチェーンを日本に導入し、小売業日本一にな

には目標設定を行い、やり方などは主体性に任せ

るまで事業発展させてきたセブン＆アイ・ホール

る「達成志向型」をとるというやり方である。

ディングスの元 CEO 鈴木敏文氏などは、カリス

パス・ゴール理論は今現在でも通用する理論で
あり、ビジネスパースンには、理解し実践活用し
てもらいたい理論である。

マ型リーダーの例である。
このように「カリスマ型リーダーシップ」がう
まく機能すると、大きく事業発展する、メンバー
の満足度も高くなるなどのメリットがある反面、

図表 2 パス・ゴール理論

Path Goal Theory
（R.House 1971）
リーダーの行動

環境要因
・ビジネス環境

結果

（創業期・成長期・成熟期・変革期 等）

・タスク／権限など

①指示型
②支援型
③参加型
④達成志向型

業績

逆にメンバーがリーダーに依存しすぎて自主性を
失ったり、次世代のリーダー・後継者が育ちにく
くなったりするなどのデメリットがある。2016 年
に起こったセブン-イレブン・ジャパンの社長交
代問題は、
「カリスマ型リーダーシップ」のデメリッ

・経験
（多い ⇔ 少ない）
・能力
（高い ⇔ 低い）
・主体性
（高い ⇔ 低い）

満足度

トが出たケースである。

メンバーの要因
環境（内部環境・外部環境など）、メンバーなどに応じたリーダーシップ・
スタイルをとることが効果的である。

出所：スティーブン P．ロビンス著 髙木晴夫訳『新版 組織行動のマ
ネジメント』（ダイヤモンド社）を筆者修正

（ 2 ）変革型リーダーシップ

企業、組織が経営危機などに瀕し、大胆な変革
が必要な場合は、
「変革型リーダーシップ」をとる
ことが効果的である。例えば、1999 年以降の日産

④コンセプト理論

自動車の変革、2000 年以降のパナソニックの変革

条件適合型理論を前提としながら、さらにビジ

などが挙げられる。ともに経営危機の状況に合っ

ネス環境や組織・メンバーの状況に応じて、さま

た企業をいわゆる “ V 字回復” させたこれらのケー

ざまなパターンでのリーダーシップのとり方を具

スでは、①組織内の危機感を醸成する ②ビジョ

体的に落とし込んでいったのが、リーダーシップ・

ンを構築する ③変革チームを中心に、メンバー

コンセプト理論であり、代表的なものとして下記

の自発的な動きを促す ④早い段階で小さな成功

のようなものがある。

をもたらす などの「変革型リーダーシップ」の

（ 1 ）カリスマ型リーダーシップ

ステップを踏んでいる。

（ 2 ）変革型リーダーシップ

また、リーダーシップの権威者であるハーバー

（ 3 ）EQ 型リーダーシップ

ドビジネススクールのジョン・コッター教授は

（ 4 ）ファシリテーション型リーダーシップ
（ 5 ）サーバント型リーダーシップ

「リーダーシップは “変革能力” であり、マネジメ
ントは “管理能力” である」としており、現在の
多くの企業は「マネジメント（管理能力）過多で、
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リーダーシップ（変革能力）が不足している」状

かさまになっているスタイルである。リーダーが

態になっていると述べている。

メンバーに奉仕・サポートすることにより、メン
バーは顧客に奉仕・サポートし、顧客満足度を向

（ 3 ）EQ 型リーダーシップ

上させ、ビジネスを好循環させる。ただしここで

組織内の人間関係やモチベーションなどが重要

注意したいのは、リーダーはサーバント（召し使

な要素とされる場合は、
「 EQ 型リーダーシップ」

い）そのものではないため、ミッションやビジョ

が効果的である。例えば、元ダイエー会長、現横

ン、最終の意思決定、責任はリーダーにあるとい

浜市長の林文子氏は、積極的にあいさつする、声

うことである。その上で、メンバーをうまくサ

をかける、ほめる、認めるなどでメンバーの感情

ポートすることで組織を運営する。

をポジティブな方向へリードしている。
「 EQ 型

資生堂で 2001 年から 2005 年まで社長をつとめ

リーダーシップ」の 4 つの要素は、①自己の感情

た池田守男氏は、資生堂の美容部員や営業などの

の理解 ②自己の感情のコントロール ③他者の

現場の社員をリーダー、マネージャーがサーブ
（支

感情の理解

援）する、そして現場の社員が顧客にサーブする、

④他者の感情への働きかけコント

ロール である。

という「サーバント型リーダーシップ」をとり、
資生堂の組織力強化に取り組んだ。

（ 4 ）ファシリテーション型リーダーシップ

メンバーの自律性を重視し、多くのメンバーの
意見・情報を引き出したい場合は、
「ファシリテー
ション型リーダーシップ」が適する。このスタイ
ルでは、リーダーはいわゆる地位や権威によるポ
ジションパワーはあまり使わず、上下関係のない
中立のファシリテーター的なリーダーシップをと
る。リーダーは質問や傾聴などにより、メンバー
の意見を引き出し、極力メンバー主導で意見、結
論をまとめ、メンバーに主体性を持って行動させ
るようにする。日本全国でホテル・旅館などを経

図表 3

サーバント型リーダーシップ

〜 方向性（ビジョン・戦略）はリーダーが主役であり、
実務・実行段階では、メンバーが主役である 〜
リーダーが方向性を明確にした上で、実務実行において、
メンバーを効果的に支援すると、
メンバーは、顧客を効果的に
支援するようになり、
ビジネスを成功に導く
方向性
（ビジョン・戦略）
Responsibility
（責任）

実務・実行段階
Responsibility
（責任）

顧客・市場
支援
メンバー
（主役）

リーダー
（主役）

支援

メンバー

営運営する星野リゾートの星野佳路氏は、各ホテ

Response
（対応・反応）

リーダー

Response
（対応・反応）

出所：ケン・ブランチャード氏資料を参考に筆者改編

ル・旅館のメンバーが自主性を持ち運営すること
を推進するため、できるだけ自分から答えを出さ

前述の各リーダーシップの事例として、分かり

ず、
「どうしますか？」
「あなたたちはどう考えま

やすくするため、企業などのトップリーダーの例

すか？」などの質問と傾聴を繰り返し、メンバー

を示して説明してきたが、これらのリーダーシッ

をリードする
「ファシリテーション型リーダーシッ

プは部門の長や小さなチームのリーダーでも全く

プ」を効果的に活用している。

同じである。
またリーダーシップスタイルは、どれか 1 つが

（ 5 ）サーバント型リーダーシップ

最も優れているというものではなく、状況に応じ

「サーバント型リーダーシップ」は、リーダーは

て使い分けることがポイントである。下記に各

あたかもサーバント（召し使い）のようにふるま

リーダーシップのメリット、デメリットを表記す

いながら、しかしうまくチームをリードするスタ

るので、参考として有効にご活用いただきたい。

イルである。言い換えると、組織ピラミッドがさ
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図表 4
リーダーシップ
の型

①カリスマ型

各リーダーシップについて
メリット

組織の危機を救う
スピード、統率力

デメリット

適する場面・状況

カリスマの判断ミス
が組織の失敗につな
がる
後継者、次のリー
ダーが育ちにくい

創業期（ソフトバンク
孫氏）
危機的な状況（1997
アップル社 ジョブス氏）
事業拡大期（セブン-イレ
ブン・ジャパン 鈴木氏）

②変革型

変革力、スピードが
ある

変革疲れがおこるこ
とがある

組織変革が必要な時
（1999日産 カルロス・
ゴーン氏）

③EQ型

良いムード、チーム
ワーク、やる気が醸
成される

人の気持ちを無視し
にくい。リストラ等
が行いにくい。

チームワークが必要な時
（横浜市長 林文子氏）

④ファシリテー
ション型

メンバーの意見、や
る気を引き出す
多くのリーダーが育
成できる

組織変革しにくい
スピードが遅くなる

メンバーの自主性を引き
出したいとき。（星野リ
ゾート 星野氏）

⑤サーバント型

ES（社員満足度）が 組織変革はしにく
上がり、CS（顧客満 い、スピードが遅く
なる
足度）が上がる

サービス業、IT産業など
（資生堂 池田氏）

出所：立教大学大学院 リーダーシップ論 レクチャーノートより

3）ビジネスパースンのための実践的リーダー

いる。
「ソーシャル・リーダーシップ」は、自社・自部
門・自分たちの利益のみではなく、環境、貧困、
教育、人権などの社会的な問題の解決をしていく
リーダーシップである。
例えば、バングラデシュ出身でノーベル平和賞
の受賞者であるムハマド・ユヌス氏は、貧困者向
けの銀行であるグラミン銀行において、マイクロ
クレジットという仕組みを作り、世界の貧困をな
くすことを目指し、現在 50 社ほどのソーシャル・
ビジネスをリードしている。

シップ開発・実践手法
最後に、これらを踏まえながら、筆者がまとめ

これまで述べたリーダーシップ研究の全体像、

たリーダーシップ体系を解説する。この体系は、

それぞれのリーダーシップスタイルの特徴、メ

次の 4 つのリーダーシップから構成される。

リットとデメリットを理解し、自分が置かれてい

①セルフ・リーダーシップ

る環境を考慮して、とるべき適切なリーダーシッ

②チーム・リーダーシップ

プスタイルを知り、実践していっていただければ

③グローバル・リーダーシップ

と思う。

④ソーシャル・リーダーシップ
「セルフ・リーダーシップ」とは、自分自身で目
標を持ち、モチベーションを保ち、自分自身を
リードすることである。自分自身をうまくリード
できていないと他者をリードすることはできな

皆様の会社、組織そしてご自身のリーダーシッ
プ開発のヒントとなれば誠に幸いである。
図表 5

4 つのリーダーシップ

③グローバル・リーダーシップ ④ソーシャル・リーダーシップ
世界をリードする
社会をリードする

い。
「チーム・リーダーシップ」は文字通り、チー

②チーム・リーダーシップ
チームをリードする

ムをリードすることであり、
（ 1 ）チームのミッショ

①セルフ・リーダーシップ
自分自身をリードする

ン、ビジョン、戦略などの方向性を作り出すこと
（ 2 ）メンバーへの声掛け、励ましなどにより動
機づけること （ 3 ）相手に答えを教えるティーチ
ングや答えを引き出すコーチングなどによりメン
バーを育成することの 3 要素からなる。
「グローバル・リーダーシップ」とは、国境、国
籍を超えてチームをリードすることであり、端的
にいうと、
（ 1 ）国や地域の文化、習慣の違いなど
を理解すること （ 2 ）互いの違いを否定せずに、
尊重すること （ 3 ）共通点、相違点を有効活用す
ること である。例えば、フランス ルノーの資本
が入った日産自動車は、モノづくりへのこだわり
は日本から、デザインや戦略はフランスの文化を
取り入れ、新しい効果的な組織文化を創り出して
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出所：
【日本語版】「ワールドクラス・リーダーシップ」（安部哲也著
同友館） P20
【
 英語版】“World Class Leadership”（Tetsuya ABE /World
Scientific）
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