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ジョン・バート3）の後を承けてBBCの会長
に就任した。彼の最大の仕事は，のちに詳し
く見るように，BBC職員の士気を回復する
ことであった。ダイクは，会長就任に先立っ
て，ロンドンの放送センターだけでなく内外
各地のBBC支局などを回って多くの職員と直
に対話を積み重ねた。その結果彼が打ち出し
た意識改革の計画は，最終的に「なせばなる」

（“Making It Happen”）プロジェクトという形
を取ることになり，BBCに新しい企業文化を
生み出すことになる。多くのBBC職員が業半
ばにして去って行くダイクを惜しみ「ばかなま
ねはやめろ，グレッグを返せ」（'Cut the crap, 
bring Greg back'），「私たちはダイクを愛して
いる」（'We love Dyke'）という文字を大きく
打ち出したビラを掲げたのは，彼が起こした
この運動への共感が深く関わっている。

「なせばなる」プロジェクトの計画段階で
はスーザン・スピンドラー，また，実施に
際してはキャロライン・ヴァン・デン・ブ
ルルという2人の女性がリーダーとして事に
当たった。彼女たちの体験に基づく報告は
近々届くことになっている4）が，意識改革に

 プロローグ――「ダイク会長を返せ」

2004年1月29日，何百人ものBBC職員が
ロンドン中心部にある放送センターの外に
繰り出し，口々に「グレッグ〈ダイク会長〉を
返せ」（'Bring Greg back'）と訴えた。凍るよ
うな寒さの中で行われたこの小さなデモン
ストレーションは1時間ほど続いたとTimes
Onlineの記事は伝えている2）。2日前の1月
27日に発表されたハットン報告によって経
営委員長のギャビン・デイヴィスに続いて会
長のグレッグ・ダイクが退任を余儀なくされ
たことに対する抗議のデモであった。

グレッグ・ダイクは2000年1月に前会長

BBCの意識改革①

創造性向上のためのWatering Holeの方法
横山　滋

「組織と訓練を欠いた集合体は，その構成員の大部分よりも
移り気で忘れっぽく，だまされやすく，残忍である」

ガブリエル・タルド『世論と群集』1）

 放送センターの外に立つBBC職員たち（ロンドン西部ウッド・レイン）
「Times Online」のホームページより掲載　

この画像はありません
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向けた局内の討議を指導したブルルは，こ
のために導入した米スタンフォード大学SRI 
International研究所の方法が極めて有効で
あったと述懐している。

ブルルがSRIで受けた研修の責任者だっ
たカールソン前所長の共著Curtis R. Carlson 
and William W. Wilmot, Innovation: The Five 

Disciplines for Creating What Customers Want, 
Crown Business, New Yorkが, 2006年8月，
出版された。カールソン5）は，この書物の第
6章を「新たな価値を創造する方法としての
Watering Holes――BBCがやって来た日」と
題して，彼らがBBCの幹部職員に対して行っ
た研修の内容と注意点などを具体的に記して
いる。以下，カールソンの近著における記述を
中心に，BBCが局内の意識改革をなぜ必要と
したのか，それによって何が変わったのか，ま
た，SRI Internationalが教えたWatering Hole
とは何か，その考え方と方法を中心に紹介する。

 1.なぜ改革か，
　　 なぜスタンフォードなのか

おかしなBBC
2002年，BBCの幹部職員に対する研修を

受け持つことになって，スタンフォード大学
の研究所（SRI International）は非常に喜んだ
らしい。当時，同研究所の所長だったカール
ソンは，次のように記している。

私たちSRIとしては，政府機関に準じるような

組織がイノベーション実技の向上を求めている

ことを知って大いに喜んだが，しかもそれが，か

ねて大いに敬意を抱いていたBBCからのもので

あったために私たちの喜びはひとしおだった6）。

改めて言うまでもなく，BBCは世界的に
高く評価されている放送機関である。しかし，
そのBBC経営陣の認識は違っていた。

外部から見るとBBCはしばしば非常に創造

性に富んだ企業に見えるけれども，経営陣は

BBCがメディア界ならびに放送界における世

界的な変革の波に乗り遅れることを心配して

いた。経営陣は，組織の「創造力」を活性化さ

せるための協力者を探した。そこで，BBCは

SRIとイノベーション研修講座に関する契約

を交わし，一年半，シリコン・バレーで行わ

れた合計6回の研修講座に，幹部職員たちを

送り込んできたのだった7）。

BBCの何が問題だったのか。グレッグ・
ダイクはその自伝『真相 イラク報道とBBC』
で次のように述懐している。

BBC会長のポストに名乗りを上げた一九九九

年の夏に書いたマニフェストの中で，BBCが直

面している最大の問題は，いかにして“職員参加

の企業文化”を創造していくかだと私は述べた。

これは詳細な分析にもとづいて書いたのではな

く，BBCについて私が単に聞き知り，問題だと

感じていたことを土台にして書いたものだ。BBC

の経営に参加して初めて，その現実を知ること

になり，衝撃を受けた。それは私が予想してい

たよりもひどかった。とてもひどいものだった8）。

ダイクは，会長に就任するまでの5か月の
間に，ロンドンだけでなく内外各地の放送局・
支局を訪ねて，多くの職員たちと直接に話を
した。その際にダイクが目にしたのは，会長
の視察につきまとう「見せかけの重々しさ」
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や「仰々しい準備」であり，「ばかげた」内部
システムであった。この点について，ダイク
は2002年6月に来日した折のインタビューで
次のように語っている。

……例えば，そのペンが欲しいとすると，

請求番号と請求書がなければならない。請求

書を発行することは，ペンを買うより高くつ

くのですよ。それに，BBCの資料室からCD

を借りたいとすると，借用代は15ポンドです

けれど，町で買えば12.99ポンドですむ。こん

なばかげたことがたくさんあって，それを変

えたかったのです9）。

もう1つの問題は経営のトップと職員たち
との関係にあった。ダイクは言う。

BBCの局内のいたるところに恐怖心が存在

していたというのが，もっとも悪いことだった。

……ジョン・バート本人や，彼の指導性に対し

て親しみを抱いていた職員は，ほとんどどこに

もおらず，組織と職員について多くを知れば知

るほど，彼に対する職員たちの敵対心と不信感

が大きいことを実感するのだった。

一つの例をあげると，ラジオのローカル放送

局は一律に，毎年二パーセントずつ予算を削減

していかなければならないように決められてい

たが，これは経営の中央が，それだけの節約が

可能だと判断したからだった。しかし，地方の

ラジオ局を訪れたことのある人間ならば誰でも

わかるように，地方のラジオ局というのは，き

わめてわずかの予算で運営されているから，予

算を毎年続けて削減するというのは，運営に打

撃を与えるだけなのだ。地方のラジオ局で働く

職員たちが，こうしたことや，彼らが抱えるそ

のほかのもろもろのことについて，ジョン・バー

ト個人を攻めたのは妥当なことではなかったの

かもしれないが，それが実態だった10）。

その結果として，ダイクは「BBCのあらゆ
るレベルで，会長と職員たちとの関係を変え
なければならないだろう」という認識を抱い
たのだった。

ダイクの発した2つの質問
各地を回った際に，ダイクは，「管理者た

ちと職員たちの双方に，二つの同じ質問を投
げかけた」という。それは，「BBCのサービ
スを向上させるためには，どのような改革が
必要なのか」というものと，「彼らの人生を
よりよいものにするために，私ができること
は何か」というものであった。そして，彼ら
のほとんどが「小さな，日常的な，そして大
した金をかけずに実行できること11）」を提案
してきたという。

ダイクとハーバード・ビジネス・スクール
ジョン・バートにはジョン・バートの使命

があり主張があったであろうが，少なくとも
ダイクは，バートの作り上げたBBCが恐怖
心にさいなまれていると見て，その改革を打
ち出した。その背景には，あるべき経営者像
の違いがある。

自伝の中でも触れられていることだが，ダ
イクは，「84年TV-amを退社し，ハーバード・
ビジネス・スクールでMBAを取得12）」して
いるだけでなく，1989年にも同スクールで
12週間経営を学んでいる13）。

バートとダイクの違いは，経営のスタイルに
ある。やや乱暴に要約するなら，バートのそ
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れは上司が部下に命令する形を基本とし，ダ
イクのそれは部下の自主性を尊重することで
より多くの成果を引き出そうとするものであっ
た。このことは，のちに触れるような熾烈な競
争状況下で，どうやって数々の創造的な仕事
を行い，生き延びてゆくかという認識と対応
に関する違いによっているように思われる。

ダイクも，バート時代までのBBCの企業文
化に「きわめてすぐれていたもの」があること
は認める。それは，「ニュースや番組の編集
にかかわる価値観や，高い完成度を求めて前
進する意欲，それにいくつかの組織やグルー
プに存在した強固なチーム・スピリット14）」
である。しかし，「それを除けばよくはなかっ
た」と言う。

……職員の多くが，自分は上司からひどい

扱いを受けていると感じており，組織が自分

のことを価値がある人間として評価してくれ

ていないと，彼らは思っていた。その代わり

に，競争意識がそこらじゅうに溢れていて，

競争というのはBBCの組織の中にいる人間と

するものだと，多くの職員たちが考えていた。

職員相互の間の信頼関係は希薄であり，中間

管理職たちはリスクを回避する傾向にあった。

そして経営や管理に携わる上級の職員の間に

は依然として不満がくすぶっていた。

BBCはすばらしい放送番組をいくつか制作

しているが，番組の制作者が創造的な番組や，

独創的な番組をつくるには難しい職場だと，

われわれに告げる職員もいた15）。

そして2001年の末に民間企業の出身者で
あるスティーブン・ダンドー，アンディ・ダ
ンカン，ロジャー・フリンの3人が新しく理

事に就任したのを機に，企業文化の改革に向
けて具体的な動きが始まることになる。

成功した事例に学ぶ
ダイクは生え抜きの理事を含めた3人の理事

を「事実調査のためにアメリカに派遣し，企業
文化の改革に成功しているいくつかの企業と
組織を訪問」させた。「三人はまるで改宗した
人間のようになって戻ってきて，企業文化の改
革と，企業が持つべき価値観と，職員教育の
必要性を熱心に説いた」という。またダイクは，

……私はといえば，三人が持ち帰ってきた標

語にとりわけ魅了されていた。私のお気に入り

の標語は，「従業員を態度で雇い，われわれは

技術を教える」というもので，それはテキサス州

ダラスのサウスウェスト航空会社の標語だった。

スタンフォード研究所が使っていた「冷笑する

人間を殺せ」というのも好きだった16）。

とも述べている。結局，BBC は，前に触れ
たように，スタンフォード研究所と契約を結
び，幹部職員を派遣して研修を受けさせるこ
とになる。

BBCの「なせばなる」プロジェクト（“Making 
It Happen”）という名の意識改革は，2002年2
月7日に始まっている。このプログラムの責任
者を最初に引き受けたのは，スーザン・スピン
ドラーで，彼女は，長年，番組制作を担当し
ていた。また，後に触れるように，BBC局内
でWatering Holeという方法の実施指導に当
たったのがキャロライン・ヴァン・デン・ブル
ルであった。彼女もまた，長年，ドキュメンタ
リーを制作していた。
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 2.“挨拶代わり”の1分間テスト

スタンフォードでの研修に派遣された
BBCの幹部職員たちは，試合開始のゴング
と同時に，とでも言いたくなるが，初日，研
究所に着くや否や，予期せぬテストを受ける
ことになる。カールソンは言う。

たいていの人々が自分の価値提案を簡潔に

述べることができないということに，私たち

は以前から気が付いていた。この点をテスト

するために，BBCの管理職が研究所にやって

来た最初の日に，私たちは彼らを直ちにビデ

オ・カメラの設備された4つの別々の部屋に，

一人ずつ呼び込んだ。部屋に入ってドアを閉

めるなり，私たちは彼らにこう言った。「あな

たは，今BBCの会長と一緒にエレベーターに

乗ったところです。会長はあなたの方を振り

向いて，『君は，今，どんな重要なプロジェク

トに取り組んでいるのかね? 』と尋ねます。考

える時間を十秒あげましょう。十秒経ったら，

きっかり1分間だけビデオを録画します。1分

経ったらベルが鳴りますから，それで録画は

終わりです17）。」

BBC幹部の名誉のために急いで付け加え
ておけば，「幸いなことに，失格者はひとり
も出なかった。……彼らの多くはテレビ経験
のある人々だったから，彼らがカメラと巧み
にアイ・コンタクトをとりながら歯切れよく
語っているビデオは，見もの18）」ではあった
が，「アカデミー賞を獲得できるレベルには
達していなかった19）」由である。

 3.「指数的経済」

研修の最初に彼らが学んだのは，SRIで
いうところの「指数的経済」（Exponential 
Economy）であった。カールソンは，「グロー
バリゼーションのインパクトが注目を集めて
いるが，それよりも重要な変化は『指数的経
済』である」と述べ，次のような例を挙げて
説明を加えている。

……インテルの共同創設者の一人である

ゴードン・ムアは，コンピュータのコスト・

パフォーマンスは100年以上にわたって，18

か月ごとに倍々の伸びを示してきた，と述べ

ている。“ムアの法則”――と言っても，本当

の「法則」ではない――は単なる経験則に過ぎ

ないが，二〇世紀初頭以来の変化にほぼ見合っ

たもので，それは，木製の機械仕掛けからリ

レーや真空管，トランジスタを経て今日の集

積回路の時代まであてはまるものである20）。

このことは，「指数的に（=急速かつ持続的に――

引用者）変貌を遂げる経済と世界の放送界にお
ける変化の速度21）」についていけなければ，事
業体としての存在が維持できないということを
意味している。BBCからの出席者はこの指数
的経済について学んだのち，スタンフォード研
究所のインストラクターとともに，放送を取り
巻く世界の「変化の見取り図」をつぶさにまと
めあげる。

新しい顧客や潜在的な競争相手，変革を惹

き起こす技術についての彼らの「世界の見取り

図」が出来上がってゆくにつれて，彼らは，彼

らの世界の中でハッキリと見え始めた絶好の
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機会――それは，他面，脅威でもあるのだが

――に気づき始めた22）。

このようにして見た時に，見えてきたのは，
視聴者が「ただ座って受動的にTVを見たり
ラジオを聞いたりすることは少なくなった」と
いうことであり，「彼らは絶えず互いに電話や
メールのやりとりをしたり，コンピューター
ゲームをしたり，ネット・サーフィンをした
りしている」ということであり，それが「その
ことが在来の放送（例えばBBC）を見聞きする
時間を減少させている」ということであった。
そして，カールソンが注意したのは，「これら
の挑戦に立ち向かうことができる唯一の方法
はもっと多くの顧客にとっての価値を創造す
ることで，それには新機軸をてこ入れする革
新的なアプローチが必要だという点23）」だっ
たという。

 4. NABCフォーマット

ここでスタンフォード研究所が用いている
NABCフォーマットに触れておきたい。

NABCフォーマットとは何か
NABCというのは，それぞれ，N=need,  

A=approach ,  B=bene f i t s  per  cos ts , 
C=competitionの頭文字である24）。
N=重要なニーズ

まず最初の「N」は需要，すなわち「顧客の
ニーズは何か」ということを意味している。
ここで重要なことは，それが単なる発想や技
術が面白い（interesting）だけではダメだと
いうことであって，それが「欲しい」と思わ
せる具体的な形になっていなければならな

い。言い換えると，製品の価値は，顧客もし
くは市場において判断される。生産者が価値
を決めるのではない。
A= アプローチ

次の「A」はアプローチ，すなわち「そのニー
ズにあなたはどのように対応しようとしてい
るのか」ということである。
B= コスト・パフォーマンス

3番目の「B」は，便益対費用効果，コスト・
パフォーマンスのことである。どんなによい
製品であっても，費用が高すぎては買い手が
ない。このことは，次の「C」とも関係している。
C=競争

最後の「C」は競争である。すべての製品並
びにサービスは，競合する製品やサービスと
の競争関係に置かれている。どんなによい製
品やサービスがどれだけ安価で提供されてい
たとしても，そこにそれよりも安価でよい製
品やサービスを提供する事業体が参入してく
れば，これまでのようには売れなくなる。公
共放送の場合，歴史的に見るとどの国でも例
外なく，商業放送が力をつけてきた時に苦い
思いをさせられてきた。

 5.“5つの作業ルール”

スタンフォード研究所は，NABCフォー
マットと並んで，“5つの作業ルール”（The 
Five Disciplines）を定め，創造的イノベー
ションを行うに際してこれを守ることを求め
ている。この“5つの作業ルール”について，
カールトンは次のようなことを記している。

　①重要なニーズ :
重要な顧客および市場のニーズを充たす
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ことに取り組め。あなた自身にとって面白

いだけでは不十分である

②価値の創造 :

顧客価値（顧客が価値を感じる製品やサービス――

引用者）を迅速に創造するためのツールを使え

③イノベーション・チャンピオン :

価値創造過程を率
ひき

い，イノベーションの

後ろ盾となる人物が必要である

④イノベーションのためのチーム作り :

さまざまな専門家を集め，集団として一

人の天才に匹敵するようなIQ水準を有する

チームを作ってアプローチせよ

⑤組織的バックアップ体制 :

高い顧客価値を有するイノベーションを

体系的に生み出すことができるように，チー

ム並びに組織体制を整備せよ25）

①の「重要なニーズ」については，すでに
NABCフォーマットのところで触れたので，
②の「価値の創造」以下について，BBCの研
修体験に即して見てゆくことにする。

 6. Watering Holeとは何か

1） スタンフォード方式の特徴点
「指数的経済」も「NABCフォーマット」

も，その言葉はともかく，そこで指摘されて
いること自体は，そう目新しいものではない。
スタンフォード研究所の方法でユニークなの
は，Watering Holeと名づけられた会議運営
法である。シリコン・バレーでの研修に参加
したキャロライン・ヴァン・デン・ブルル
が，のちに「これこそ，私たちが作業ルール
として私たちがBBCに適用しようとしたも
のでした。創造性開発グループの一員として，

BBCの職員の中でも真っ先にこの研修に参
加できたことは大変幸運だったと私は思って
います26）」と述懐しているのは，この方法の
ことを指しているように思われる。

それでは，そのWatering Holeとは何か。英
和辞典を繰ってみると，次のような記述がある27）。

watering hole
酒 が 飲 め る 社 交 場 , 酒 場 , 飲 み 屋  

（=watering place） 《バー・ナイトクラブなど》; 
水たまり, → WATER  HOLE , 《動物の》水
飲み場

適当な訳語を思いつかないので，ここで
はWatering Holeをそのまま使うことにする
が，命名者の連想を刺激したのは，この最後
に記されている「《動物の》水飲み場」であっ
たらしい。「構造化された反復的な会合の必
要性」という個所で，カールソンは次のよう
に説明している。

SRIにおける同僚の1人がこの種の会合を

Watering Holeと名づけたのは，それが市場を

念頭に置いた組織的かつ反復的な会合で，全

ての「ビジネス・アニマルたち」になくてはな

らぬ生命の泉を与えるものだからだった。大

自然の中における水飲み場との直接的類似性

があるわけではないけれども，Watering Hole

という名前は印象に残った28）。

2） Watering Holeはどう行われたか――BBCの場合
予め概略を紹介しておくと，Watering 

Holeというのは，
①提案者が顧客価値についての提案を行い，
②さまざまな専門性を有する出席者たちが，そ
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の提案の改善に資するような意見を述べ，
③提出されたさまざまな意見を取り込んだ修
正案について同様の検討を行う

というプロセスを何度か繰り返して，最終的
な完成提案に至ろうとする方法である。以
下，BBC 幹部職員に対して行われた研修を
たどってみよう。

①提案説明――簡潔なプレゼンテーション

スタンフォード研究所における研修では，
BBCからの参加者は，4つのチームに分けら
れ，それぞれ，初日に行われた“エレベーター・
トーク”で話したことを練り直して，3分で
それを発表するよう求められた。

ポイントの1つは，この時間の短さにある。

……グループの面々は，「1時間は必要だよ。

3分じゃとうてい無理だ。こんなことが本当

にできるとあなた方は思っているんですか」な

どと言いながら，作業に取りかかった。彼ら

は，それまで局内では，1時間ていどのプレゼ

ンテーションに慣れていた。例えば新番組の提

案のような場合，開発者は何週間も何か月もか

かって準備をし，それから番組の採否を決める

権限を持った担当局長（"controller"）の前で長

時間の説明を行っていた29）。

これは推測で言うのだが，ニュースや番
組の中での語り口は別として，会議における
BBCには“お役所的”なところがあったのでは
ないか。ビジネスにおけるプレゼンテーショ
ンは，通常，短かくてインパクトのあるもの
ほどよいとされる。それは，聞いているクラ
イアントに対する意識があるからである。

②提案を落とすのではなく，改善する姿勢

もう1つのポイントは，提案の扱い方にある。

……そして，典型的には，10以上の提案が

あっても，選ばれて，資金を供給される番組

はその中の1つのだけということになってい

た。私たちが彼らに要求したのはそれとは違

うやり方で，それぞれのチームが支援する立

場に立って彼らの価値提案を改善してもらい

たい，ということだった30）。

これには，2つのことが関係している。第
1は，効率性ということであり，第2は担当
者のやる気である。

第1に，例えば1つの枠に対して10本の提
案があった場合，残りの9本は捨てられる
ことになる。しかし，その中にも，すぐれ
た提案はまだあるであろう。それらは旧来
のBBC方式では救済されない。このことは，
カールソンのいわゆる「指数的経済」におけ
る競争状況を考えると非常にもったいない話
である。残りの9本すべてではないにしても，
通常，その中の何本かは，衆知を集めて手を
加えれば，立派な提案になる可能性をもって
いる。他局との競争が熾烈になればなるほど，
それをみすみす捨ててしまうのは組織として
惜しいことである。旧来のBBCの提案会議
が，事実上，提案を落とすための会議だった
のに対して，Watering Holeでは，以前なら
振るい落とされた提案を拾い上げ，衆知を集
めてこれらを育てようとする。

第2に，10人のうち1人は勝者になれると
して，残りの9人は敗者になる。10本の提案
のうち1本しか勝ち残れないシステムを前提
とすれば，常に9割は敗者であり続けること
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になる。野球の打率になぞらえるなら，よく
ても1割を超えることはないであろう。その
ことが提案者の心理，ひいては組織の心理に
与える影響もある。しかし，この点について
は，あとで改めて触れることにしたい。

③会議における個人と組織
～緑と赤の帽子が意味するもの～

Watering Holeを行わせたところ，BBC幹部
には次のような行動パタンが見られたという。

……実際にやってみて私たちがすぐに気づい

たのは，彼らが援護する側に回っている時でも，

ややもするとイギリス風の，少々意地の悪い，

辛辣なウィットが議論の中で飛び出してくるこ

とだった。そこで私たちは，発表を聞く側の人々

を「緑帽子」組（"green hats"）と「赤帽子」組（"red 

hats"）に分けることにした31）。

「緑帽子」組には批判的な言辞を述べるこ
とが禁止され，彼らは肯定的なフィードバッ
クを与えることだけが許される。その結果，
彼らは，例えば「私は，あなたが市場におけ
る需要の量を効果的に測定した点を評価す
る」とか，「私は，あなたが視聴者属性の特
徴を明確に描き出した点に好感を持ってい
る」というふうに言わねばならなくなる。何
回か行われたWatering Holeで出席者は誰も
が必ず「緑帽子」組と「赤帽子」組の両方を経
験させられたが，どちらの組でも共通に求め
られたのは，「簡潔，具体的，そして数量的
に助言を行う32）」ということであったという。

その効果について，カールソンは次のよう
に記している。

発表者としてWatering Holeに入ってみれ

ば直ちに明らかになることだが，この種の（=

肯定的――引用者）フィードバックは非常に重

要で，何が必要かつ有効であるかの理解を助

けてくれる。肯定的なフィードバックにはま

た，次のプレゼンテーションに向けていっそ

う身を粉にして準備しようとする，やる気を

起こさせ励ます効果もある。私たちは赤帽子

組に対しても，彼らが援護者としての側から

コメントできるように指導を行った33）。

このことは，会議とは何か，とりわけ提案
会議とは何かという問題を投げかけているよ
うに思える。

個人として考えた場合，提案会議というの
は自分の提案を通すための場以外のものでは
あり得ない。そこで，通常，できるだけ自分の
提案については有利なことだけを主張し，他人
の提案に対してはその問題点だけを指摘する
ことになる。また，基本的な問題意識が見失わ
れている場合には，批判をすることによって自
分の見識や要求水準の高さを誇示するという
ことも行われるし，批判と建設とを勘違いする
ことも少なくない。しかし「代りがないうちは，
壊すものではない34）」という，社会学の創始者
オーギュスト・コントの言葉が示唆しているよ
うに，批判・破壊と建設とは別ものである。

組織として見るなら，誰の提案であろうと，
また誰の意見によって改善されたものであろ
うと，最終的に顧客に対して示される新しい
価値がすぐれたものであれば，それでよい。
さらに，「指数経済」的競争環境においては，
そのようなすぐれた提案を次から次へと創造
してゆかなければ，事業体としての存在が危
うくなるであろう。
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④反論はせず，検討は持ち帰ってから

BBC幹部に対する研修では，もう1つの行
動パタンが明らかになったという。

彼らは討論することに非常に熱心だったの

で，私たちは，発表者にその場でフィードバッ

クに反論することを禁じ，黙って立ったまま

出席者の言っていることを虚心に聞くよう求

めた。赤帽子組との討論許可のサインが出る

と，彼らはフィードバックを提供してくれた

参加者に御礼だけを申し述べる。せっかくの

コメントが消失しないように，各々のプリゼ

ンターにはコーチが付けられ，フィードバッ

クの終了後，彼/彼女は別室で改めてコーチ

と会い，そこで初めてフィードバックの内容

を検討するのである35）。

「このやり方は役に立つ」とカールソンは
述べている。というのは，彼らが発見したと
ころによれば，「発表者はWatering Holeで
の議論の10パーセントぐらいしか覚えてい
ないから36）」だという。

⑤練り直された提案 ――感動の最終プレゼンテーション

何度かWatering Holeを重ねたのち，最終
的に，BBCからの受講者たちはイノベーショ
ン計画の完成版を5分でグループ・メンバー
に紹介するという課題を与えられる。

この最終ラウンドでは，各チームとも，感

動的な大喝采を受けた。彼らのプレゼンテー

ションは，ボール紙の切抜きを使ったり，楽

しい寸劇が入ったり，はたまた写真やイラス

トなどを交えて，イノベーション・プログラ

ムの提案を聞き手が視覚的に理解するのを助

けていた。居合わせた面々は，みな，これま

で彼らが見た最高のプレゼンテーションの部

類に属するという点で同意した37）。

3） Watering Hole の本質と留意点

ブレーン・ストーミングとの違い
――構造化された反復的な会合の必要性

こうしてスタンフォードで学んだBBCの
幹部職員は，帰国後，局内でWatering Hole
を積み重ねてゆくことになる。その際の催
しの一つは大ブレーン・ストーム（the Big 
Brainstorm38））と呼ばれたが，通常ブレーン・
ストーミングと呼ばれているものとスタン
フォード方式のWatering Holeは，どこがど
う違うのか。カールソンによれば，次の点が
大きく違うという。

……ブレーン・ストーミンングが効果的で

あるためには，具体的な問題を解決するため

の手続きがきちんと順序立てられていなけれ

ばならないし，事前と事後に多くの作業をす

ることが必要となる。

……必要なことは，新しい思いつきを生み

出すだけでなくて，それらの思いつきを一つ

にまとめ上げて当該のイノベーションによっ

てもたらされる顧客価値を指数的に改善する

ことである。最初の思いつきを何度も何度も

改善するというプロセスがなければ，創造的

なひらめきは新たなイノベーションとして実

を結ぶことは絶対にない39）。

それゆえ，Watering Holeは，次のような
点に注意して構造化され，反復して開催され
る必要がある。
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①出席者――さまざまな専門性を結集させる

Watering Holeには，内外から，必要に応
じて，さまざまな専門家を集める。そのよう
な人々が一堂に会して検討を行うことによっ
て，成功に必要な，あらゆる角度からの検討
が初めて可能になる。

人数は，通常，5人から20人で構成され，
その中に下記のような立場の人々が含まれる。

●推進役（会議を招集し，お膳立てをし，会議
を取り仕切り，資金の割り当て権限を持つ人）

●チャンピオン（champions40））と彼らのイ
ノベーション・チーム

●コーチ，協力者（パートナー）と企業内外
からの顧客（適宜）

●“ジャングル・ガイド”――市場各領域の専
門家

●その他の専門領域からの助言者（貢献者），
例えば技術，営業，法務担当者 41）

②会議の間隔と事前・事後の“オフ・ライン”作業

会議は2週間から8週間の間隔を置いて，
何度か繰り返される。スタンフォード研究所
では，段階に応じ，ジャズの演奏になぞらえ
て，次のように異なる名称を与えている。

・ジャム・セッション――調査チームが，最
初の段階での思いつきに関連する情報を探
し集めるために行うもの

・リハーサル――完成度は上がってきている
が，まだ改善のための努力が続けられてい
る段階のもの

・コンサート――完成されたイノベーション
計画のプレゼンテーション

「これらすべてのタイプのWatering Hole

を通じて，建設的フィードバックが与えられ，
価値提案を改善する努力が続けられる」必要
がある。

なぜ，2週間から8週間の間隔を置いて開
催するかといえば，構造化された会議にする
ためには，“オフ・ライン”での事前の準備と
事後の整理・検討が必要だからである。

③出席者の心構えと「場」についての合意

会議への出席者に対して，カールソンは次
のような姿勢を要請している。

・出席する以上は貢献せよ

Watering Holeには座っているだけの参加
者は要らない。すべての出席者は議論に加わ
ることが要請されている。新しいプロジェク
トや営業面での発議に関する価値提案がある
場合には，その思いつきをより洗練されたも
のにして行くために継続的に参加することが
求められる。

・目標，認識，判断基準の共有が前提条件

また，そもそもの前提として，Watering 
Holeの出席者は，例外なく，目標と課題の認
識を共有していなければならない。Watering 
Holeは，「チャンピオンおよびチームの価値
提案を強化することにあるのであって，チャ
ンピオンの自信を打ち砕くためのものではな
い。」また，参加者は「味方としてチャンピオ
ンをもり立てて行く立場なのであって，敵と
して足を引っ張る立場にあるのではない42）。」
Watering Holeは，自然界におけるそれのよ
うに「安全な場所」でなければならない。この
ことは，前提条件として非常に重要であると
思う。このような「場」についての合意が成立
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することによって初めて，「人々が新しいイニ
シアティブを試み，思いつきを集め，フィー
ドバックとリソースを得ること」ができる。

もう1つの留意点は，Watering Holeを行
うに際しては，顧客のニーズを計るモノサシ
を出席者に共有させておく必要があるという
ことである。それがないと，「時間を浪費し
て，発表者をいたずらに失望させることにな
る」とカールソンは言う。

組織目標がどのようなものであれ，何をもっ

て成功と考えるのか，その明確な測定基準を伝

え，全員が共有していなければならない。その

モノサシは，たとえば，「私たちは，年5,000万

ドル以上の収入が見込めるビジネスだけに関心

を持っている」とか，「私たちは，年に15パーセ

ント以上の投資収益を上げたい」というふうに

表現する必要がある43）。

・Watering Hole は，それを行っても

   ペイする時だけ開催せよ

ただし，Watering Holeを行う場合にはそ
れだけの「市場価値」がなければならない。

Watering Hole形式の会議は時間もお金も

かかる。だから，その見返りは投資に見合う

ものでなければならない。つまり会議は，効

率的でなければならないのである。出席者は

誰もが，そこにいることから利益を得なけれ

ばならない。SRIで私たちがWatering Hole式

の会議を行うのは，重要な新しい顧客価値を

創造しようとしている時だけである。日常的

な作業については，私たちの他の概念（例えば

NABC価値提案）は全ての活動に適用するけ

れども，Watering Holeは行わない。

Watering Holeを行うか行わないかも，市場

価値に応じて判断されるのである44）。

④学習の場としてのWatering Hole

スタンフォード研究所の理解によれば，
Watering Holeというのは，「個人的ならび
に組織的な学習」の場である。それは，

・価値を創造するにはどうすればいいか
・簡潔で要領を得たプレゼンテーションの仕方
・「市場における位置取り」や「ビジネス・

モデル」というような新しいコンセプト
・追体験による相互理解
・リーダーシップのあり方

などを教えるとカールソンは言う 45） 。

⑤全組織的な支援体制

多くの事業体で「組織間の壁」がイノベー
ションを生み出す上で最大の障害となってい
ると言われる。この点についてカールソンは
次のように言う。

Watering Holeは組織間の壁を取り除く優れ

た方法である。……（Watering Holeの場合――引

用者）さまざまな専門領域ならびにプロジェク

トから有為な人材を参加者として招請するこ

とができる。したがって，Watering Holeに集

まってきた中の誰かが，全組織のどこに決定

的な情報を持った人物がいるかを知っている

ということになる。

チャンピオンは，必要なら社内のどこでも，

その人物に話を通す公的な権限を与えられる。

もう一つ重要なことは，新たなチャンピオン

たちを招請することである。これまでのプロ
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セスには参加していなかったこれらの人びと

は，Watering Hole経験によって動機付けられ

鼓舞されて，彼ら自身のイノベーションに向

けて旅立って行くことになるかも知れない人

びとである46）。

⑥「学習性無力感」を払拭する

BBCが“Making It Happen”プロジェクト
によって職員の意識改革に一定の成果を収め
たことは，ハーバード・ビジネス・スクール
のローザベス・モス・カンターによって紹介
されているが，その中で彼女は「『学習性無力
感』を払拭する」という表現を用いている47）。

「学習性無力感」（learned helplessness）とい
うのは，ペンシルヴェニア大学のマーティン・
セリグマンによる造語で，「長期にわたって，
ストレス回避の困難な環境に置かれた人は，
その状況から逃れようとする努力すら行わな
くなるという見解」とされている。Watering 
Holeの効用を，カールソンは次のようにまと
めている。

Watering Holeは，動機づけを与える。絶

えずフィードバックに励まされ，競争心も拍

車をかけて，改善のための刺激が与えられ続

ける。一たび誰かが価値提案の面で功績を挙

げれば，グループ全体が次は自分がそれを上

回りたいと思う。これ以上に速くイノベーショ

ンのコンセプトを教えることのできる手段は

ほかにない48）。

このような会議を積み重ねてゆくことで，
しばしば重要な発見がもたらされる。例えば
BBCはこのWatering Holeのおかげで，彼ら
の顧客である社会全体のためのより大きな価

値を創造する必要があることをハッキリと認
識することができたという。このことが，そ
の後BBCが掲げている，最大の公共的価値
の創造に結びついたのである。

 7. BBCにとっての5つの本質的発見

BBCがWatering Holeを通じて何を発見し
たのかについて，カールソンは，次の5点を
挙げている。

1） 顧客が本当にわかってきた
BBCの幹部たちは，確かに顧客について語っ

てはいたが，顧客のことを本当に理解してい
たわけではなかった，とカールソンは言う。

当初，彼らは「我々は8時台用の番組を必要

としている」とか，「我々は11時台にコメディを

必要としている49）」というような言い方をしてい

た。この点に気づいたことで，1つには，彼ら

は私たちが与えたNABCというフォーマットを

aNABCに変更した。この「aN」というのは，一

般的なneedではなくて，視聴者が感じている

ニーズaudience needで，SRIが教えたA（ア

プローチ），B（価格対便益比），C（競争ならび

に他の選択肢）に加えて，この「aN」に焦点を当

てたのだった。その後に生まれた「国民的肥満」

Fat Nationのような番組は，この発見から生まれ

たものである。彼らは，実際に多くの視聴者と

話し，人々が本当は何に関心を持っているかを

理解した50）。

2） 「プロセスをルールで縛ることは，創造を阻害しない」
第2の本質的発見は，キャロライン・ヴァ

ン・デン・ブルルの証言とも符合することだ
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が，「規律に従って改善を図ってゆくという
やり方が，創造力を必ずしも阻害するもので
はないということ」であった。

却って，彼らは，私たちが説明したやり方が

実際に創造性を増幅するものだということだ

と実感した。具体的に言うと，Watering Hole

は，1つのフォーラムとしてBBC中から必要な

スタッフを集め，提案をより速やかに改善す

るために欠かせない情報と専門知識を得るた

めの場を提供した。以前のBBCには，この機

能を担う適当な場がなかったのである51）。

3） イノベーションは大仕事である
第3に，研修を受けたBBC幹部たちが一

致して認めたのは，重要な革新を生み出すの
は大変な仕事だという点であった。

BBCを取り囲む事業環境が指数的に変化し

てゆくのに応じた速度で根本的な諸問題を解

決してゆくには，組織ぐるみの対応がなけれ

ば成功はあり得ない。……彼らは，帰国後，

局内に自前のWatering Holeを設置した。そ

の指導に当たったのはキャロライン・ヴァン・

デン・ブルルで，彼女はBBCの局内変革運動

「なせばなる」（"Making It Happen"）プロジェ

クトのリーダーを務めた。彼らは，その後さ

らにこの計画を推し進め，局内各部局から推

進役を募って次々にWatering Holeを実施し

て行った52）。

4） 最終目標としての「最大の公共的価値」
カールソンが挙げる第4の本質的発見は，

BBCにとって世界で「最も創造的な」組織に
なるのが最終目標ではなく，「最大の公共的

価値」（the "greatest public value"）を供給す
ることが大事だということであった。

言い換えると，さまざまな視聴者層のニー

ズを満たす革新的なアプローチを採用する必

要があるということである。……社会全体に

とっての顧客価値に焦点を移す，ということ

には重大な発想の転換があり，それは彼らが

公共機関の使命をどう認識し，それをどう実

現して行くかの再考につながるものであった。

その結果は，BBCに対する新しい特許状の一

部をなしている53）。

5） 新時代のビジネス・モデルとは何か
最後に挙げられてはいるが，その意味合い

が小さくない本質的発見は，市場の細分化に
ともなう公共放送の新たなビジネス・モデル
に関するものである。

BBCは，もはや受動的な視聴者に対して番

組を一方的に送信する「放送局」であるよりは，

むしろマルチ・チャンネルを使った「プラット

ホーム」にならなければならない。そこでは，

ゲームや双方向のウェブ・サービスを含め，

コンテンツの創造に視聴者を取り込むことを

考えねばならない。研修参加者の一人が言っ

たように，「学校という学校にカメラがあって，

自分たちで番組を作る十代の若者たちがいた

らどうなるかを想像して見たまえ。彼らは，

私たちがしゃっちょこ立ちしても敵わないよ

うなアイディアを出すだろうし，われわれの

視聴者の関心がどこへ向うのかを教えてくれ

るだろう54）。」

Radio 1の担当局長だったアンディ・パー
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フィットAndy Parfittは，帰国後，部下たち
全員に聴取者の写真を撮ってくるように命
じ，大きく引き伸ばした聴取者たちの写真を，
放送局の壁や階段，彼らの仕事場のホールに
貼りだした。「顧客が何に関心の焦点を合わ
せているかについて話し合いなさい」という
含みであろう。パーフィットは言う。

「SRIで研修を受けてから12か月の間に，

私たちはRadio 1における創造のプロセスを革

命的に変えました。私たちがStar Pupil のよう

な番組を新たに生み出した発想や，Glastonbury

やthe Big Weekendで用いたようなアプローチ

は，私たちの創造性とイノベーションのレベ

ルが明らかにステップ・アップしつつあるこ

とを示すものです55）。」

 8.“指数的変化”の時代における
 　　公共放送と職員の意識改革

もともと局内改革というようなものが地味
な問題であるためか，“Making It Happen”
のその後については，あまり情報がない
が，この路線はマーク・トンプソン現会長の
BBCにも引き継がれているようである。こ
のプロジェクトが実際にどれだけの成果をあ
げたかについては，事実に照らして検証を行
わねばならないであろうが，ここでは若干の
考察を加えるにとどめておきたい。

経営者像の転換
 ――「命令」から「コーチ」へ

1990年代の初めごろまでには，アメリカ
ではあるべき経営者像の転換が起こってい
た。ダイクが言うように，「高名な学者たち

が経営学を教えることをやめてしまったあと
のイギリスでは，多くの組織が一九七〇年代
から八〇年代にかけての経営哲学を相変わ
らず追いかけていた」が，「ビジネススクー
ルでは，もう一〇年以上にわたって，経営管
理の重要さを教える代わりに，リーダーシッ
プの重要さを教えるようになっていた56）。」
1996年，当時アメリカGE会長だったジャッ
ク・ウェルチは，言っている。「こうなると，
管理職の役割は変わらざるを得ない。部下が
知らない情報を握っていることによってのみ
権威づけされたような管理職は存在意義を失
う。今後，管理職に必要となるのは，コーチ
としての資質です。部下のエネルギーを引き
だす力を備えなければいけない57）。」

このような認識は，やはり，カールソン
の言う「指数経済的」変化の速度と切っても
切れない関係にある。カールソンも，ノン
ビリした時代なら，一人の天才が偶然に創
造するのを待っていられるが，現在のように
な，急速かつ持続的に変貌を遂げる経済状況
下では，「集団としての天才」を作り上げて，
そのチームをうまく運用してゆかなければ，
次々に顧客価値を創造してこの熾烈な競争状
況を生き延びてゆくことはできない，という
意味のことを言っている。ダイクが行おうと
した変革は，「命令」型経営者から「コーチ」
型リーダーへの転換であったといってよい。

「顧客」とは何か，「市場」とは何か
改めてカールソンの著作の副題を見ると，

そこには「顧客が求める創造のための5つの
ルール」と謳われている。売り手にとって「面
白い」（interesting）だけではダメなのだ，と
いうことを，カールソンはこの書物の中で何
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度となく繰り返している。BBCが学んで実
践に移した中にも顧客の大切さは示されてい
る。今や，公共放送にとっても「顧客」の意
向を離れた事業運営はあり得ない。

しかし，その際に，「顧客」をどのような
存在として想定するかという問題は残る。例
えばドイツの公共放送ARDは，その視聴者
に対する「約束」（「2005/2006年の番組編成
ガイドライン」）の中で，「十分な情報を与え
られた成人視聴者だけが民主的な社会を担
い，強固にしてゆくことができる」と述べ，
そのような視聴者との交流を重視してゆくこ
とを表明している。また，「顧客」側からの
理解を深めるためには何が必要なのか，とい
う問題もある。

同じことは「市場」についても言える。カー
ルソンの語彙の中にそれがあるのは不自然で
はないが，BBCの年次報告書の中でも89か
所でmarketという言葉が用いられている58）。
しかし，公共放送は元来，「市場の欠陥」を
前提として作られたもの，「通常，市場が提
供できない財やサービス」を提供するための
組織として生み出されたものである。そうい
う生い立ちを持った機関が，「市場」とどう
付き合わねばならないかということも，そう
単純な問題ではないであろう。

組織に「魂」を吹き込む
――「烏

う ご う

合の衆」と「組織された集団」
これもすでに知られていることであるが，

ダイクは「なせばなる」プロジェクトの開始
に先立って「BBCは1つ」（One BBC）を旗印
とする組織改革を行っている。このことの意
味を見誤ってはならないと思う。

冒頭にエピグラムとして引用したように，

群集心理学ないしは大衆心理学の基本的な知
見の1つとして，「組織されていない集団は，
たとえ個々の構成員が優秀でも，また，どん
なに大きな集団であっても，組織された，よ
り小さな集団に及ばない」ということがある。
しかし，ガブリエル・タルドは「りっぱな規
則にもとづいて訓練され，非常にその訓練が
ゆきとどき，全員がほぼ同じ様式を身につけ
たような集団では，個人の精神はより高次の
理性に支えられる」とも言っている。もう15
年ほど前のことになるが，そういったことに
ついて，「烏合の衆」と「組織された集団」の
対比を論じたことがある59）。

近年の経営学では，タルドの“焼き直し”と
見てよいと思うが，同じことが「共鳴型リー
ダーシップ60）」というような形で再提出され
ている。35ページにも出てきたテキサス州
ダラスのサウスウエスト航空のコリーン・バ
レット社長と同社の事例は，『実践EQ 人と
組織を活かす鉄則』でも大きく扱われている。

サウスウエストでは，社員はまず，会社の

目的と社員同士に対して基本的なコミットメ

ントを表明する。日常業務でのちょっとした

やりとりでも，社員は友好的に尊敬をもって

接する。そこには明らかにチーム精神があり，

たがいに助けあう。行動の基本原則が組織に

息づき，うまく機能している。“自分がしても

らいたいことを，他人に対してしよう”という

ものだ。だからこそ，社の内外を問わず，顧

客でも，納入業者でも，外注先でも，顧客サー

ビスの関係は本物で，人の顔が見えるサービ

スなのである。ある社員はこう言う。「私たち

の仕事は顧客サービス業です。たまたま飛行

機を飛ばしているにすぎません」。……社内の
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報告書によれば，この雰囲気とコリーンのリー

ダーシップ・スタイルのおかけで，社員は喜

びとコミットメントを感じ，日々押し寄せる難

題に立ち向かう気力がわいてくる，という61）。

「なせばなる」プロジェクトの結果は，ま
ず，2003年に向けたBBCの「約束」の中に，
次のような形で現われる。

　私たちの目的は , 情報 , 教育および娯楽を提

供する番組その他のサービスによって , 人々

の生活をより豊かなものにすることである。

　私たちの未来像（ビジョン）は , 世界で最

も創造性に富んだ組織になることである。

　私たちの価値は

・信頼は BBC の基礎である。私たちは独立 ,

不偏 , 正直を旨とする

・常に私たちの事業の中心には視聴者がいる

・私たちは金額に見合った番組やサービスに

誇りを持っている

・創造性は BBC の生命の源である

・お互いを尊敬し多様性を大切にすることで

誰でも自分の最善を尽くすことができる

・私たちの BBC は一つである。力を合わせて

取り組めば , 大仕事も成し遂げられる 62）

これらと，BBCにおける意識改革運動と
がどれだけ緊密に対応しているかは，改めて
数え上げるまでもないであろう。

残りの紙数は少ないが，2つだけ付け加え
ておきたい。

1つは，この改革が自前で行われたことの
重要性である。BBCがこれまでに多くの改
革を行ってきたが，それらの多くが「外部の
経営コンサルタントの手で試みられたこと，

組織の経営者が改革をトップダウンで押しつ
けたこと，経営の決まり言葉が……多用され
ていたこと63）」などのために失敗に終わって
いた。これに対して「なせばなる」は自前の
改革として行われた。

もう1つは，ホワイトシティーにあるBBC
の建物の吹き抜け開放という出来事が持った
意味の大きさである。この部分は「安全管理
上の理由」から，長らく立入禁止になってい
たのだが，ダイクはこれを若干改造して，職
員に開放することに成功した。このことが，「改
革の実現は可能である」という象徴的なメッ
セージとなって職員たちに伝わったという64）。

 エピローグ

筆者がこのBBCの局内改革に強い関心を
持つようになったきっかけは，キャロライ
ン・ヴァン・デン・ブルルの訪問を受けたド
イツの大学教授から，「BBCは自前で大変な
内部改革をやったらしい。担当者が，『世界
の公共放送で初めてのことだ』と言っていた」
という話を耳にしたことであった。ブルルと
の連絡がつき，その内部改革がダイクの『自
伝』や『ハーバード・ビジネス・リビュー』で
断片的ながら紹介されていることを知って，
BBCなりの悩みを理解できるようになった。

ダイクの記しているところでは，「イギリス国
内でも前例がなかったほどの大規模な指導者
研修の一つ」を求めたのは職員たちだったとい
う65）。組織の内部で「学習性無力感」にさいな
まれていた職員たちが「なせばなる」計画をど
う受け止めたのか。それは，近々届くはずのス
ピンドラーとブルルの報告に待つほかはない。

（よこやま しげる）
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