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BBCの意識改革②

組織変革への自助的アプローチ
～実施に当たったリーダーの語るMaking It Happenプロジェクト～

スーザン・スピンドラー　  
（横山　滋・高松圭子 訳）　

ここに訳出したのは，BBCが2002年に開始したMaking It Happenという名の意識改革に深くか

かわった女性リーダーによる報告である（原題は，「MAKING IT HAPPEN, CREATIVITY AND 

AUDIENCES ‒ A BBC CASE STUDY」）。このプロジェクトについては，本誌1月号で，火付け

役となったグレッグ・ダイク前BBC会長の自伝と，幹部職員に対する研修を請け負った米・スタ

ンフォード大学SRI研究所のカーティス・カールソン前所長の著作に沿って紹介したが，その一方

で，実際にこのプロジェクトのリーダーとして活動したキャロライン・ヴァン・デン・ブルル氏に

英文のNHK Broadcasting Studies No. 5用に執筆を依頼した。これに対して，ヴァン・デン・ブル

ル氏から，プロジェクトの前半についてはこの時期のリーダーだったスーザン・スピンドラー氏に

書いてもらい，後半部分を自分が執筆した方がよいのではないかという逆提案があり，両氏に執筆

をお願いすることになった。

Making It Happenプロジェクトの具体的なことがらについて日本ではこれまであまり明らかに

されてこなかったが，イギリス以外の国々にも広く知られ，多くの公共団体や企業がBBCのや

り方を模倣しているという。この運動の推進に当たったリーダーとしての立場から記された経

験と考察はぜひ日本の読者にも紹介したいと考え，『放送研究と調査』用に訳出することにした。

BBCの意識改革が実際にどのように行われたのか，何が問題とされ，どんな工夫がなされたのか，

2人のリーダーたちの証言から読みとっていただければ幸いである。

紙数の関係で今月号では，「はじめに」と前半に当たるスピンドラー氏執筆部分（原題: 1. 

Making It Happen ‒ a self-help approach to organisational change）を紹介し，ヴァン・デン・ブ

ルル氏による後半部分（2. Focusing on Creativity & Audiences）は次号に掲載を予定している。

なお，翻訳はまずフリー翻訳家の高松圭子が全体を訳して，それに横山が若干の加筆を行い，疑

問点については2人で検討してとりまとめた。最終的な責任は横山にある。注意を払ったつもり

であるが，何分にもあわただしい作業だったため，まだ誤訳が残っていることを恐れている。お

気付きの方は，どうか御教示ください。

メディア研究部    横山　滋
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【 著者について 】

スーザン・スピンドラー（Susan Spindler）
新聞記者としても受賞経験を持ち，BBC入局

後は，ドキュメンタリー番組の制作に当たる。
幅広いジャンルのドキュメンタリーや特集番組
を手がけ，受賞歴のあるBBC ONEの看板科学
番組QEDの制作責任者（Editor）を務めた。1994
年にBBCの科学番組部長兼開発部長に任命さ
れ，Walking With Dinosaurs, The Human Body, Animal 
HospitalといったBBCのヒット番組の開発責任者
となる。また，チーフ・アドバイザー，編集主
幹（Editorial Policy）， ドラマ担当局長などさま
ざまな上級管理職を経験し，2作のノンフィク
ションも著している。現在はドラマ・娯楽・子
ども番組部の統括担当部長代理である。

2002年，グレッグ・ダイク会長の要請により
Making It Happen構想の推進役に就任，以後2
年間，BBC中から招集された変革の担い手たちの
チームを率い，イギリス国内で最大規模のスタッ
フ・コンサルテーションと変革プラン計画の陣頭
指揮を執った。Making It Happenはイギリスのみ
ならず世界中の公共部門および民間組織の関心を
集め，各地で類似の試みが行われている。

キャロライン・ヴァン・デン・ブルル（Caroline Van den Brul）
25年以上にわたってBBCの番組制作および

制作統括に携わり，ディレクター，プロデュー
サー，エグゼクティブ・エディターとして広範
囲のドキュメンタリー番組を手がけた。主な作
品としてはHorizon, Tomorrow's World, QED, Meet 
the Ancestors, Blood of the Vikings, Royal Institution 
Christmas Lecturesなどがある。数々の受賞歴が
あり，Hospital Watch （1986） とWhat the Roman 
Did For Us （2000）で映画テレビ芸術アカデミー
（BAFTA）に2度ノミネートされている。

2003年，ダイク会長の下で，Making It Happen 
プロジェクトの一環として，組織全体にまたがっ
た新たな創造性プロジェクトのリーダーとなった。
2006年6月，女王陛下誕生記念叙勲の際にMBA
勲章を授与された。2006年2月，BBCを退職，組
織の創造性の向上と変革の実現をめざす組織の指
導者やチームをサポートするコンサルタント会社
Creativity by Designを設立している。
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はじめに
2002年，BBCはMaking It Happenという

旗印の下に，意欲的な社風変革プロジェクト
を立ち上げた。それはイギリスでは最大規
模の公共部門における変革プログラムであ
り，その効果が出始めると，他の多くの組織
がこれに興味を持つようになった。Making 
It Happenは，何千人ものBBC職員のエネル
ギー，意欲，発想を有効利用した社風改革へ
の自前のアプローチであり，世界最大級の公
共放送機関であるBBCという組織に，迅速
かつ劇的で，目に見える影響をもたらしただ
けでなく，BBC局内における視聴者理解お
よび創造性と革新性の向上への取り組みに，
継続的で前向きな影響を与えた。イギリス国
内外の複数の機関が，Making It Happen構想
の原理を導入して成果を上げている。

第1章ではプロジェクトの成り立ち，設計，
実施内容と成果を，第2章では視聴者と創造
性に対する具体的なアプローチについて述べ
ているが，私たちの報告が，それぞれのチー
ム，部署，会社や機関をより創造的にしたい，
視聴者をもっとよく知りたい，もっと効率的な
仕事をしたい，より良い結果を出したい，より
幸せでより熱心な人材を得たい，と願う人々
にとって，励ましとなり，インスピレーション
や助言をもたらすことを願っている。

第1章　組織変革への自助的アプローチ

スーザン・スピンドラー

1999年夏，BBCは，7年間組織を率いてき
たジョン・バートの後を継ぐ新しい会長を任
命した。グレッグ・ダイクは，その経歴の
ほとんどを放送業界で過ごした人物であった
が，そのすべては民間部門で，BBCでの勤
務経験はなかった。

就任前，ダイクは5か月間にわたってBBC
という組織をじっくりと見てまわり，職員た
ちと直接に話をし，BBCについて学び，取
り組むべき問題を見定めた。

国内だけでなく世界中のBBC支局を回っ
たダイクは，内外600以上の職場を訪ね，顔
を合わせた職員の数はのべ28,000人にのぼっ
た。BBCが掲げてきた目的―情報を伝え，
教育し，娯しませる番組その他のサービスを
提供することで人々の生活をより豊かにす
ること―を達成するために，当時BBCは
8つのテレビチャンネル，10波のラジオ全国
放送ネットワーク，50の地方ラジオ局，200
万ページにわたるオンライン・コンテンツを
有していた。職員数は24,600人，年間の総収
入は25億ポンド以上だった。

ダイクは，複雑でコストがかかる国内市場，
あまりにも官僚的な体質，無駄な管理階層の
多さ，職員の士気の低さに気がついた。

1. 組織改革と信頼関係の構築
2000年4月，会長に就任したダイクは，

「BBCは1つ」（ONE BBC）を旗印に，一連
の構造改革・財政変革に乗り出した。彼は，
組織構造を大々的に変え，理事会メンバーに
は番組制作関連部門の代表者たちを今までよ
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りも多く抜擢した。管理階層をスリム化し，
新しい理事会に対しては一層の協力を要請
し，24%もあった間接費の大幅削減を打ち出
した（この数値は2004年までに12%に削減す
ることができた）。

1年半の後，ダイク会長は彼がBBCの悪し
き企業風土と目していたものに対処し始め
た。そろって民間放送出身の3人の新理事が
任命されたことが1つの転機となった。彼ら
がこの組織に抱いた最初の印象も，ダイク会
長が受けた印象と重なり合っていた。つまり，
彼らの見るところでは，BBCは内向きであ
り，官僚的で，視聴者に対する関心を欠き，
職員は親子的上下関係で結ばれていた。

2001年の末に，ダイク会長はBBCの社風
を変革するための行動を起こす必要がある，
と理事会を説得した。彼らを立ち上がらせた
のは，次の三つの要素だった。

第一。視聴者調査のデータが以下のことを
示していた。それは，BBCが視聴者―とり
わけ若者および人種的マイノリティー―と
の距離を縮め，また21世紀においても社会的
に意義を持ち，受信許可料支払者に尊重され
る存在であり続けるために，もっと努力をす
る必要がある，ということであった。

第二。BBCが毎年職員に対して行ってい
る意識調査からは，BBCは職員間の信頼を
生み出し，協調性を育み，職員たちが大事に
されていると感じられるような，また創造的
で革新的な仕事ができるような環境の構築に
力を入れる必要があることが示唆された。

第三。そしてさらに，アメリカで確固たる価
値観と社風を持ついくつかの組織を視察して
きた3人の幹部が帰国し，ますます競争が激し
くなるこの世界で生き抜くためには，BBCは変

わらなければならない，と理事会に報告した。
ダイク会長は，大変革を敢行するにはまさ

に絶好の時機であると感じた。BBCは，地上
波の主要なライバルたちが広告収入の減少で
ダメージを受ける中，ラジオ，テレビ，インター
ネットで際立った成果を上げていた。また，
次の5年間の収入は保証されていた。ダイク
会長の最初の構造改革が成果を上げ，職員の
信頼を得始めていたところだった。すなわち，
今だからこそ，社風と価値観の問題に取り組
むことができる―今後10年から15年，BBC
が強靭で健全な公共放送機関として存在し続
けたいのなら，変革は不可欠であった。

2. 下からの改革（従来とは異なる変革へのアプローチ）
BBCの理事会は，これまで局内で行われ

てきた変革プロジェクトの経験が参考になら
ないことを知っていた。理事会の2人のメン
バーが，これまでの試みがなぜしばしば実施
段階で失敗したのかを分析するための調査を
行った（これらの失敗が結局，組織内に「変
革に対する嫌気」が蔓延してしまう原因と
なっていたのである）。

彼らは，これまでのプロジェクトが外部コ
ンサルタントによる「トップダウン」方式，つ
まり経営陣主導の方式で行われてきたこと，
そのためにBBCの放送中枢部（editorial）に
まで浸透できなかったことが，主な原因だっ
たと結論づけた。これらの改革では，経営コ
ンサルタントたちの耳慣れない専門用語が頻
繁に用いられ，記者やプロデューサーという
ジャーナリストたちの組織に向けて発せられ
たことが致命傷となって職員たちの反発を招
き，きわめて短命に終わるという結果になっ
ていたのだった。
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私はダイク会長から，社風変革プログラム
のリーダーを引き受けてほしいという依頼
を受けた。私自身は組織開発に関する知識も
なく，また社風変革プログラムの指揮を取っ
た経験もなかったので，リーダーとしての資
質を問われる試練となったが，このことがか
えって思わぬ役に立つことになった。

これは，私にとってもBBCにとっても，
未知の領域への旅立ちであったが，振り返っ
て，これ以上やりがいと爽快感と満足感を感
じた期間はなかった。BBCの放送の中核を
担う人たちの意見をよく聞いて，このアプ
ローチ全体の骨組みを作った。すなわち，私
も，このプロジェクトに貢献した何千人もの
BBC職員も，その途上ではさまざまな間違
いを犯しながら，また時には偶然に効果のあ
るものごとを発見したりしながら，プロジェ
クトの進行とともに学んでいったのだ。

当初から私はできるだけ多くの人にこのプ
ロジェクトに関わってもらいたいと思って
いた。局内各分野の専門家である職員たちが
24,000人もいるのだから，彼らこそ，真のコ
ンサルタントであり，私たちの文化の守り手
でもあるのだ。私たちは彼らの知識と経験，
そして組織に対する職業人としての責任感を
十分に生かす方法を見つける必要があった。

コンサルタントの一団を外部から入れずに
組織の文化を変えようと試みることは重要に
思えた。外の力に頼るよりも，むしろ，優秀
で信頼できる内部の人材にこのプロジェクト
のリーダーシップの一端を担ってもらい，そ
れまでこの組織内に散在していた幅広い専門
知識を利用するように頼んだ。鍵は，社風の
変革を「トップダウン」ではなく「ボトムアッ
プ」の形で行うことであり，あらゆるものを，

理屈の上での処方箋ではなく，BBCの現実
に即してあつらえてゆくことであった。

私は，ダイク会長の直属の部下として，こ
のプロジェクトに投資する個別の予算を運
営費として与えられた。最初の仕事は，迅
速にプロジェクト事務局（a central project 
team） を編成することだった。私はBBCの
17部局（それぞれが独自のアイデンティティ
と文化を持っていた）から人材を集めた。こ
のように，さまざまな専門性を有する複合的
なグループにすることを心掛けた結果，若い
人もベテランもいて，チームは柔軟性を備え
ることができた。そしてチームの大きさと構
成はそれぞれの必要に応じて変わった。

事務局の役割は，変革プログラム全体を率
い，構想を練ること，そして，プロジェクト
をコーディネートすることであった。すな
わち，変革プログラムのリーダーおよびプロ
ジェクトの擁護者という役割で会長と理事会
をサポートすること，テーマ別チーム（theme 
team）と部局別チーム（divisional teams 詳細
は後述）を指導すること，Making It Happen
の目的と活動内容をすべての職員に知らせ，
その展開を見守り，問題への対処がきちんと
なされているか，タイミングを逸していない
かなどを確認することであった。

3. Making It Happen プロジェクトの構造
私たちはこの変革プロジェクトをMaking 

It Happenと名づけた。そして私たちは，「BBC
を世界で最も創造的な組織に変える」という
ことを私たちの課題とした。私たちのプロ
ジェクトはBBCが早急に対処しなければなら
ない7つの大きな主題に力を入れた。
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①すべての職場で創造性を呼び覚ます―第
2 章（3 月号掲載予定）参照

②視聴者との結びつきを大切にする―第 2
章（同上）参照

③働いている人々を尊重する―職員の一人ひ
とりが尊敬・尊重され，それゆえに最大限の
努力を費やせる環境を作ることを目的とする

④私たちがBBCだ―組織の誰もが理解し，
信じ，支持することができる共通の価値観
を明確に定める

⑤すばらしい職場―局内のすべての職場
に共通の基準を設け，労働環境と空間利
用を向上させる

⑥指導力の向上と，より良い管理を―新しい
リーダーシップ研修を通じ，リーダーたちが
それぞれのチームの士気を高め，行政職は
効率性を向上させるための手助けをする

⑦とにかくやってみる―局内の官僚的体
質に挑戦状を突きつけ，ものごとを迅速
かつ効率的に進められなくしている障壁
を乗り越える

これらの主要テーマに取り組むために7つ
のグループが設立された。それぞれのグルー
プはBBC全体から集められた中間管理職と
上級管理職で構成され，BBC局内の力のある
カリスマ的な人物―ラジオ，テレビ各チャ
ンネルの担当局長やテレビニュースの部局長
など―がチームを率いた。これらのグルー
プは，実施への提案を含め，1年をかけて変
革への5か年計画を考案することとなった。

また，局内の17の部局はすべて，それぞ
れのMaking It Happenチームを作るよう指
示された。リーダーには信頼されるベテラン
が当たるが，参加するメンバーには部局内か

らあらゆるレベルの人材が動員された。彼ら
の任務は，それぞれの部局独自のMaking It 
Happenプロジェクトを作りだし，部局単位
の変革プランを作成することだった。

こうしたさまざまなMaking It Happen
チームは定期的に一堂に会して，情報とアイ
デアを共有した。プロジェクト・チームは「接
着剤」として異なる活動や人々を結びつけ，
問題を解決し，万事を建設的な方向に推進す
る役割を担った。

この，自前による社風変革へのアプローチ
は，BBCにとって大きな一歩であった。外部
コンサルタントを追放するということは，変革
に失敗した際にその責任をなすりつけられる
外部の「スケープゴート」がいない，というこ
とを意味している。外部のコンサルタントに
処方を頼むのではなく，自分自身で組織の問
題を診断し治療を行おうと決意するというこ
とは，自分自身で結果に対する責任を負わな
ければならないということである。したがって，
このモデルを用いると，リーダーたちには大き
な重荷が課せられ，彼ら自身が問題に全面的
に関与しなければならなくなるのだ。

とはいえ，BBCは実際には1人のコンサル
タントを依頼した。この変革プログラムの陰
のコンサルタントの役割を担ったミー・ヤン・
チュン・ジャッジ博士（Dr Mee-Yan Cheung-
Judge）である。チュン博士は（外部の人とは
言っても）1990年代にBBCのいくつかの異なっ
た部署で働いていた経験があったため，この
組織を熟知していて，多くの幹部から好感を
持たれ，信頼されていた。組織開発に関して
は25年の経験を持っていて，私にもMaking 
It Happenチームのメンバーにも助言と情報と
サポートを与えてくれた。彼女のアドバイスを
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採用することもあったし，BBCに最も適切で
あると思われるルートを選択することもあった
が，チュン博士の存在はMaking It Happenの
成功にとって重要な鍵であった。

4. 運動はどのように始まったか
2002年2月，私たちはロンドンの放送セ

ンターの大スタジオでMaking It Happen
プロジェクトの幕開きを告げる式典を行っ
た。BBCの職員は局内放送でこの催しを見
た―そしてそれは，より優れた，よりプロ
フェッショナルな，より誠実な局内コミュニ
ケーションの始まりでもあった。

ダイク会長は組織に対して新たな構想を示
し，「今後5年間でBBCを世界で最も創造的
な組織にしたい」と述べた。この構想は，番
組制作者たちを奮起させ，また，BBCが競
争と変化が激しさを増すメディア界の中で将
来も健全性を確保できるように道を示す羅針
盤となることを目的としていた。

ダイク会長はまた，BBCには「神様が与
えてくださった生存権が与えられているの
ではなく」，もっと視聴者に目を向ける必
要があることを強調した。彼は，Making It 
Happenプロジェクトの旗印の下でBBCの社
風を変えたいと述べ，先に述べた7つの主要
テーマの概要を説明した。

彼はまた，2000年に行った職員に対する
最初の演説で取り上げた主題，「BBCは1つ」

（ONE BBC）に立ち返り，職員の気持ちがひ
とつになること―「職場の人々が協力し合
い，それぞれの仕事に喜びを見出し，刺激を
受け，優れたテレビ番組・ラジオ番組，卓越
したインターネットサービスを作ろうという
共通の目的により団結すること」―の必要

性を再確認した。
しかしその一方で，ダイク会長は警告する

ことも忘れなかった。「世論調査を見ますと，
BBCは，国民から広く敬愛されていること
がわかりますが，他方ではひどく否定的な意
見もあります。『親方日の丸』的だとか，傲
慢だとか，どこか浮世離れした組織だという
ふうに見ている人も大勢います。局内の職員
意識調査でも同じような結果が出ています。
最近の調査によれば，局内の人間は，以前よ
りは情報が提供されていると感じています
が，リスクを恐れないとか，革新的である，
創造的である，という点ではBBCはまだ不
十分であると思っています。それから公開性，
誠実性，協調性についても基準を満たしてい
ないと思っているのです。」

ダイク会長はさらに，視聴者がBBCを気
に入っている点について率直に語っているビ
デオを見せた。そこでは嫌いな点も語られて
いた。彼はまた最近の視聴者調査が浮き彫り
にした課題を職員たちに投げかけた。少数の
例外を除いて，BBCは致命的に，若い視聴
者―たとえ55歳以下を「若年層」と定義し
たとしても！―に対して十分なサービスを
提供しておらず，若年層になるほど，彼らの
生活におけるBBCの存在は小さい。国内の
人種的マイノリティーの人々は，BBCの放
送を利用している割合が極端に低く，BBC
は彼ら向けのサービスではない。そして，
BBCのサービスの大部分は，依然イングラ
ンド南部に住む視聴者に向けられている，と
思っている。

ダイク会長は，「なぜできないのかという
言い訳ばかり言っている組織ではなく，（約
束して）ものごとをやってのける，有言実行
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の組織」にBBCを変えようとする取り組みへ
の参加を，職員全員に呼びかけた。「変革は
長い道のりになるでしょうが，BBCはゼロ
からスタートするわけではないのです。」

「私たちの第一の任務は，視聴者をより良
く理解し，視聴者との結びつきを深めること
です。第二の任務は，第一の任務と切っても
切れないものですが，BBCを最も創造的か
つ革新的でリスクをいとわない組織に変える
ことです。ということは，私たちには失敗す
る権利も与えられているということで，BBC
のあらゆる職場で新しい発想が奨励され，場
合によっては仕事の進め方も変わるというこ
とを意味しているのです。」

式典における圧巻は，15分ほどの映画の上
映で，それは近年BBCで実際にあった感動的
なストーリーを伝えるものだった。この映画に
は，ヒットコメディのThe Office ―後にイギ
リス内外で数々の賞を獲得した番組―がど
のように作られたのか，いかに制作と委託の
担当責任者が大きなリスクを背負いながら，2
人の無名の人物からのクレージーなアイデア
を育ててまとめ上げていったかが描かれてい
た。また，ダイク会長自身がいかにして，施設
管理部が立ち入り禁止にしていたロンドンの
都心にあるBBCの建物の中央部吹き抜けを職
員に開放するため，BBCの官僚的体質に挑戦
していったか，それから，若いチームがわずか
半年でいかにして2つのBBC子ども向けチャ
ンネルを立ち上げたのか，が紹介されていた。
これは，私たちがめざす世界を象徴する逸話
を盛り込んだ内部コミュニケーションだった
が，このような手法が用いられたのは，まさに
初めてのことだった。

ダイク会長は，最も小規模な地方ラジオ

局や番組制作各部から最も大規模な報道局や
ドラマ制作部に至るまで，あらゆるグループ
のメンバーたちに，BBCを視聴者にとって
も職員にとっても，より良い場所にするには
どうしたらよいかを議論してもらいたいと訴
えた。「もし，ここにいるあなたがた全員が
今日帰りがけに『変革のために自分ができる
ことがたった一つあるのだとしたら，それは
いったい何なのか』と自問してくれたら，私
たちは一夜のうちにこの組織を変えること
だってできるでしょう。だから，あれこれと
考えずに，まず実行を心掛けてください。」

式典の評判は上々で，テーマ別チームと部
局別チームには何百もの提案やアイデアが寄
せられるようになった。BBCの広報誌アリエ
ル（Ariel）は，こうした反応を象徴するある職
員の言葉を掲載した。「すばらしい。意欲を
そそられるね。みんなこういう考え方を知っ
ておくべきだ。会長は，おかしなことがある
ならドンドン声を挙げるべきだし，変革する
必要があれば変えるべきだ，と言っている。」

数か月後，BBCは，開局以来初めて，幹
部職員400人を集めた大会議を開いた。会議
は2日間続き，その焦点は，社風を変革する
ことの必要性とMaking It Happenプロジェ
クトの目的を説明することだった。これはプ
ロジェクトの将来がかかった催しだった。も
しこれらの幹部たちを納得させることができ
なければ，プロジェクトは間違いなくこの時
点で終わっていただろう。しかし，結果的に
は大成功を収め，参加者の多くに，このプロ
ジェクトにぜひ参画したいという意欲を燃や
させることができたのだった。

幹部会議の主たる内容は，ダイク会長の
ハーバード・ビジネス・スクール時代の恩師で，
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マネージメント研究の権威であるジョン・コッ
ターの刺激的な基調演説，BBC全体から集め
た改革・創造・問題解決の逸話を紹介する映
画，そして「考えてみよう」（Just Imagine）の
試験的セッション（詳細は後述）であった。

幹部会議への招集を受けた者の多くは，2
日間も職場を離れなければならないというこ
とにあからさまに敵意を示し，会議をボイ
コットしようとした。しかし，会議への出席
が義務づけられ，最終的な反応は肯定的なも
のばかりだった。この会議は「指導者会議」

（Leading the Way Group）と呼ばれるように
なり，その後数年間にわたって半年に一度，
一堂に会することとなった。

5. 職員を引きつけた Just Imagine 運動
次の課題は，できるだけ多くの職員を

Making It Happenプロジェクトの目標と活
動に関わらせることだった。それには，コス
トがあまりかからず，柔軟性があり，中央
集権的でないアプローチを取る必要があり，
多様かつ懐疑的な何千人もの職員を積極的
に関与させるものでなければならなかった。
BBCの「変革に対する嫌気」を克服できるア
プローチでなくてはならず，プロジェクトを
引っ張ってゆく力と意欲はあるかもしれない
が，他面ではMaking It Happenに対して懐
疑的でもある，あらゆるレベルの職員のエネ
ルギーをうまく生かすことができるアプロー
チである必要があった。

これらの目的を達成したのは，Just Imagine
と名づけられた一連の大規模な職員の声を聞
く会だった。この名称は，Making It Happen
の最初の式典で，ダイク会長が職員に対して

「想像してみてください，想像するだけでいい

のです（Imagine, just imagine1））。私たち皆が
力を合わせて変えようとしたら，BBCがどん
なにすばらしい組織になるかを」と即興で語っ
た言葉に由来している。Just Imagineのセッ
ションはイギリスでは最大規模の，直接に職
員の声を聞く会となった。

Just Imagineは，BBCにはびこる風潮に
真正面から対抗するものとなった。そしてそ
れだけに，批判的・冷笑的・懐疑的になりや
すいBBCの局内環境においては，きわめて
危険なアプローチでもあった。それは「アプ
リシアティブ・インクワイアリー（快感想起
法）2）」と呼ばれる組織改革のための職員諮
問プロセスを応用したもので，この方法は，
自分たちの組織に関する最も快い体験を思い
出させ，その経験から，どうしたら組織をよ
り良いものに変えられるかについての合意を
形成しようとするものである。それを方法的

「改悪」と見る人もいるかもしれないが，私
たちは，BBCの実態にうまくマッチするよ
う，純粋なアプリシアティブ・インクワイア
リーの方法を少々手直しして用いた。

セッションの参加者には全員，それまで
面識のなかったBBCの同僚職員にインタ
ビューを行ってもらった。それは，Making It 
Happenの7つのテーマのうちのひとつに関連
する，BBCで最も良かった経験について，3つ
の簡単な質問に自由回答で答えてもらうとい
うものだった。最後の質問は，回答者が自発
的に，BBCをより良い場所にするための実践
的な提案とアイデアを提供できるよう，自分の
体験を掘り起こすようにデザインされていた。

聞き手は，できるだけ説明を少なくし，回
答者に話を促し，ノートを取るように指示さ
れた。インタビューが終わると今度は役割を
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交代した。すべての聞き手は，10人ほどの
グループの前で，聞き出した話を紹介し，そ
の中で最も印象に残ったことと最もすばらし
い提案が披露された。

組織を批評し，組織の悪い面をあげつらっ
て分析するというのが，高等教育を受け，頭
の回転が良く，かつ懐疑的なBBCの記者や
プロデューサーたちのお気に入りの暇つぶし
なのだが，Just Imagineのセッションでは，
そうではなく，職員のBBCに対する熱い思
いを蘇らせた。かけがえのない体験を同僚に
語る時，職員の多くが誇りの感情の高まりを
経験し，BBCとBBCの中核をなす価値観に
対する情熱を呼び覚ました。

グレッグ・ダイクは，のちに次のように書
いている。

「BBCについて何を考え，どのように感
じているかをほかの人間から聞くというの
は，数千人の職員たちが初めて経験したこと
だった。しばしばそれはとても感動的な場面
をつくり出した。誇りの感情や，忠誠心や，
BBCに対する深い愛情の気持ちを蘇らせた
職員たちが涙を流すことが，まれではなかっ
たからだ。職員たちがかつて持っていたその
ような感情は，多くの場合，数年前に，失望
と冷笑によって置き換えられ，彼らの心の奧
底に埋められてしまっていたのだ。

……改革反対派だとして私がひそかにしる
しをつけていた人間の中に，考え方を変えた
人間が出てきた 3）」

Just Imagineは私たちのプロジェクトチー
ムが中心になって企画したものだが，各部局
レベルでは，部局別チームによって編制され，

運営された。基本構造は共通していて，参加
者からのフィードバックは常に，決められた
用紙の同じ見出しのもとに記録されたが，運
営方法はすべての部局で異なっていた。一度
に何百人も集めたセッションを行った部局も
あったし，50人ほどの小さなセッションを
数多く催した部局もあった。

Just Imagineに対する職員たちの情熱は，
私にとっても私のチームにとっても驚きだっ
た。6か月にわたって，1万人の職員が自発
的に国内および海外210か所で行われたセッ
ションに参加し，25,000のアイデアと提案を
生み出したのだ。

大きな課題もいくつか出てきた。多くの職員
を取り込むことは時間の要る仕事だった。上
級のリーダーたちは意見に耳を傾け，提案に
対してフィードバックをしなければならなかっ
た（そして，彼らの気に入るような提案ばかり
であるはずもなかった…）。職員に助言を求め
ることで，リーダーは，自分があらゆる事柄に
ついて答えを持っているわけではないというこ
とを認めることになった――つまり彼らにとっ
てチームが頼りであるということを。このこと
には，それで職員が，リーダーを，非力で何
も考え出せない存在だと思ってしまう危険が
あった。とりわけ職員が統制的な管理スタイル
に慣れている場合はその危険は大きかった。

しかし，Just Imagineセッションはまた大き
な恩恵ももたらした。セッションによってリー
ダーたちは組織の体温を測り，職員が取り組
む必要があると感じている問題を見定めるこ
とができた。セッションが最高にうまく行くと，
問題を指摘した人物は，その後自主的に解決
策を考案してきた―つまり，全員が組織改
革の当事者であるという意識がそこにはあっ
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た。それこそがダイク会長がプロジェクトの発
足当初から求めていたものであった。Making 
It Happenを通して多くの新しいリーダーが生
まれ，BBCは，埋もれていた専門知識の力と
範囲，また，抑え込まれていたエネルギーを
発見することとなった。外部コンサルタントが
組織の自信と指導力を骨抜きにするのに反し
て，Just Imagineセッションのようなアプロー
チは，組織の自信と指導力をより強く，より堅
牢なものにする。

セッションはリーダーたちにも改革への
使命感を植えつけた。質問が標準化され，
データが詳細に記録されたため，Making It 
Happenチームには多量の重要なデータが集
まり，それらは，部局ごと，テーマごとに分
析することができた。これらはまた優先順位
をつける際の指針ともなった。

短期的な利点もあった。早急に導入できる
ような改善提案が出されると，担当の上級管
理職は，すぐに導入すると発表した。これら
の「速戦即決（quick wins）」は，新採研修か
らヤカンのような日用品，現金自動預け払い
機の設置にいたるまで，懐疑的な職員に対し
てBBCが本当に変化しているのだというこ
とを示すために，広く公表された。

わずか半年間で1万人の職員（これは，従
業員総数の37%に当たる）が自主的にJust 
Imagineに参加した。年に一度の職員意識調
査では，セッションを推進した分野への評価
が上がりだした。この変化はまだ小さかった
が，心強く感じられた。

6. BBCの価値とは何か
2003年1月，BBCは80年の歴史の中で初

めてBBCが奉ずる価値（The BBC Values）

を明文化して公表した。これは，Making It 
Happenのテーマ別チームが生んだ最初の大
きな成果であった。その価値観は，経営陣に
よって誘導されたり押しつけられたりしたも
のではなく，Just Imagineセッションに参加
し，4,000もの提案を出した1万人の協議か
ら導き出されたものであった。

それらの価値とは，

・ 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

これら6つのBBCの中核となる価値に加
えて，私たちはそれらを実現する行動の記述
を公にした。抽象的な価値ではなく，個別具
体的な行動こそが組織改革の鍵となるもの
だ。人に特定の価値を信じさせることは誰に
もできないが，組織がある一定の行動の基準
となるものを奨励することはできる。BBC
にとってこのことは，文字で示された価値観
を職場でのさまざまな行動に表したり，職員
同士や視聴者との結びつきを深めたりする際
の，重要な手段になっている。

ダイク会長は職員の一人ひとりにメールを
送り，BBCの価値観と行動様式をリストアッ
プした小冊子を送った。Just Imagineという
プロセスがあったからこそ，彼はこう記すこ
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とができたのだ，「これらの価値は私や理事会
が考え出したものではありません。あなたが
たが生み出したものです」と。

7. 変革のプラン
Just Imagineのセッションから得られた

データは，3か月かけて分析され，Making It 
Happenの7つのテーマに即して分類された。
さらに，それぞれの部局の懸念を理解し，改
善やイニシアチブのためにそれぞれ現場の声
を聞けるよう，各部局ごとに該当するデータ
が与えられた。

テーマ別チームと部局別チームは，Just 
Imagineセッションのデータと，内外を問わ
ず最も成功した事例を参考にして，それぞれ
の改革プランを作成した。2003年3月，理事
会は7つのテーマ別チームのリーダーから提
出された意欲的な変革の5か年計画を承認し
た。それらには，組織のあらゆる部局に関連
する45の個別提案が含まれていた。

これには，全局的指導者再研修，創造性向
上訓練プロジェクト，新しい人材採用方法，
パフォーマンス管理システムとその実践，職
場作りに対する職員の発言権の強化，視聴者
と視聴者ニーズに関する情報提供の向上など
が含まれていた。17の部局別改革プランは，
ローカルな問題と提案に力を入れた。以下の
問題は17部局すべてに共通していた。

・ Just Imagineセッションにおける最大の問題
はリーダーシップであった：参加者は指導力
不足と整備の不十分さを感じた。2003 年に
は大規模なリーダーシップ・プログラムが発
足したが，それは，1つのプログラムとしては，
変革プラン中，最も大きな投資となった。

・ パフォーマンス管理は多くの BBC 職員に
とって重要な問題であった。2004 年から，
統合評価と従業員開発システムが使われる
ようになり，標準評価と，より誠実で建設
的なパフォーマンス管理が導入された。

・ 視聴者との結びつきを深め，視聴者をより
良く理解することは Just Imagine セッショ
ンの参加者にとっては優先度が高いもので
あった。そのため，あらゆる職場で，すべ
ての職員が視聴者情報にアクセスできるよ
うにした。視聴者調査チームが作られ，コ
ンテンツ開発に大きく役立った（詳細につ
いては第 2 章を参照されたい）。

・ 職員たちは，創造性と革新性の向上へのサ
ポートを求めた。ブレインストーミング研
修，創造性向上のための局内共同作業の育
成，創造性を損ねる内部構造や慣習への取
り組みが組織の優先事項となった。

8. 局内の大いなる対話
「大いなる対話」（Big Conversation）計画

は，イギリス最大の内部コミュニケーション
行事として発足した。2003年5月，ダイク会
長はMaking It Happen組織改革プランに関す
る声明を職員17,000人（全従業員の63%）に対
して発表した。彼らは，イギリスおよび世界
中のBBCのオフィスで，2時間半も通常業務
を中断してそれぞれの会議室に集まり，BBC
のロンドン放送センターの最も大きなスタジ
オから局内放送を通じて送られてくるライブ
映像を見た。彼らはそこで話されたことを議
論し，そして，世界中のBBC職員を巻き込ん
だ生放送の双方向ディスカッションに加わっ
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た。400の大会議が開かれ，何千人もの職員
が小さなグループに分かれてそれに見入った。
そして3,500以上の質問が寄せられた。

主要なメッセージのひとつは，これらの計
画がトップダウン方式で経営サイドから発せ
られたのではなく，職員たちの中から生まれ
たということだった。そして，BBCのリー
ダーたちは，できる限り多くの人々をこのプ
ランの実施に関与させたがっている，という
ことだった。プランは5つのテーマに分けら
れていた。

優れた指導力を提供する
リーダーシップ・プログラム
360度のフィードバック
コーチングと指導教育
採用と昇進

BBCを働きやすい，すばらしい職場にする
IMPACT―人々の開発プロセス
フレックス労働/フレックスな退局/育児
職場についての発言権

視聴者との結びつきを深める
意欲的なコンテンツ制作のための視聴者理解

（視聴者の意をよく汲み取る）
全職員の視聴者理解促進のサポート
フィードバックと会話
地域社会との接触/視聴者歓迎プログラム

すべての職場で創造性を呼び覚ます
創造性プロジェクト
部局間協力
大ブレーンストーム

BBCの価値に導かれ，1つのBBCとして動く
価値に生命を吹き込む
価値に対する報賞
内部コミュニケーションの向上

Big ConversationはBBCの職員が国内外の
他の地域の職員と交流した初めての機会であ
り，ここで彼らは初めて，組織の大きさ，スケー
ル，そして多様性の真価を体感した。参加者
からの反応はきわめて肯定的なものだった。
このイベントは，イントラネットのMaking It 
Happenのホームページによりバックアップ
された。このウェブサイトにはその後数週間
にわたって何千もの質問やコメントが寄せら
れ，またそれらへの回答が書き込まれた。

あなたの属する組織がスタジオを持ち，局
内放送またはイントラネットを通じて職員の
コミュニケーションが図れるメディア機関で
あれば，内部コミュニケーションにはこの種
のアプローチを取ることをお勧めしたい。こ
のようなイベントには綿密な計画が必要で，
コストもかかるが，組織の発展において最も
大切な時機に組織全体で対話を行い，組織改
革や重要なメッセージを伝え合うことは，き
わめて効果的な方法である。

9. 達成は何によって測られるか
組織改革プランは2003年の夏に導入され，

順調に実施された。その成果は測定可能な
ものであった。社風変革プログラムの喜ばし
い成果のひとつは，自分たちの意見や実績が
尊重されていると感じる職員の人数が順調
に増えていったことである。2001年初頭の
Making It Happen発足の時点では，このよ
うに考えるものは職員の27%にすぎなかった
が，1年後のJust Imagineのスタッフ・コン
サルテーションの後には，この数字はほぼ2
倍の50%になり，2003年の末には58%となっ
た。同時に，プロジェクトのメッセージに同
意しない人の数は40%から20%に半減した。



29FEBRUARY 2007

他の質問への回答結果を見ても，大多数の
職員（62%）がMaking It HappenはBBCに真
の変化をもたらすと信じていることがわかっ
た。20%の職員が，自分は社風変革プロジェ
クトを積極的に推進していると思う，と答え
た。調査に対する有効回答率も，喜ばしい兆
候を示していた。2001年には37%だったもの
が2003年には52%に増えていたのだ。外部の
組織開発の専門家は，これだけの短い期間で，
これだけの向上が数値で示されたことは例外
的だと言った。彼らはまた，このプロジェク
トへの職員の参加率が例外的に高いことと，
Making It Happenの最初の2年間で私たちが
獲得した変革への承認とを，成功の要因とし
て挙げた。

10. 企業文化の変革における
　　　　　　　リーダーシップの重要性

リーダーシップは社風の変革にとってたい
へん重要な要素である。組織のCEOとその
幹部たちが変革の必要性に同意し，構想を打
ち出し，説得力のある形で組織にそれを伝え
なければならない。彼らは変革プロジェクト
を議題のトップに位置づけ，それにともなう
付随的な仕事にも誠心誠意取り組まなければ
ならない。

執行部の言動は最初から注目の的となる。
彼らは新しい組織の手本を示さなければなら
ない。これはかなりやっかいな仕事だが，行
動は言葉よりも雄弁であり，良いうわさは
―悪いうわさも―電光石火のごとく広ま
り，プロジェクトの信頼性を左右する。

組織改革プロジェクトにおけるリーダー
シップは矛盾した側面を持っている。一方で
は，明快かつ強力なものでなければならない

が，他方では控え目で寛大であることも求め
られる。リーダーは何でも達成できる，とい
う使い古された決まり文句があるが，常に周
りの人たちに花を持たせている限り，それは
本当である。組織改革のリーダーたちには，
可能な限り，周りの人間を賞賛し，建設的な
貢献に関しては誉め過ぎなくらいに認めてあ
げることが決定的に重要だ。また，職員に対
して「疑わしきは罰せず」の原則で臨むこと
と，彼らの力量を信じ，プラス面に焦点を当
てることが大切だ。これはなかなか骨の折れ
る戦略だが，大きな見返りが期待できる。

リーダーたちを定期的に一堂に集めること
も決定的に重要で，そうすることによって彼ら
に伝えたいメッセージを強化することができ
るし，精力的，先進的で組織内の士気を高め
るリーダーシップの持主を，スピーチやビデ
オで紹介することができる。リーダーたちの
想像力を刺激する人物を例に出しながら，なっ
てもらいたいリーダー像を彼らに示すのだ。

Making It Happenスタイルのアプローチ
の一例であるプロジェクトやテーマ別チー
ム，部局別チームが，信頼できる実力者によっ
て率いられているかどうかを確認することも
重要である。このアプローチには副産物もあ
る。当初の目的とは別に，勇気があり協力的
な次世代のリーダーたちを見定めることもで
きるだろう。

11. 局内の叡智を集めることの重要性
内部コミュニケーションはどのような組織

にとっても常に大切な要素だが，とりわけ組
織改革の時期には最も重要な要素である。内
部コミュニケーションに当たっては，組織の
風土とニーズの双方に細心の注意を払う必要
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があり，放送機関であれば，なおのこと極上
の品質のコミュニケーションを提供する必要
がある。メディア産業で生計を立てている記
者やプロデューサーたちは，業界用語や情報
操作，矛盾，そして偽善に対して敏感である。
彼らには最高級の内部コミュニケーションが
ふさわしく，それ以下のものでは組織改革プ
ログラム自体にダメージを与えてしまう。要
領を得ない，たいくつな，または不誠実なメッ
セージは，効果的なプロジェクトであっても
それを台無しにしてしまう可能性がある。

以下，メッセージを伝える際の留意点につ
いて述べておこう。

・ 社風の変革が最優先の課題であることを強
調し，何をする時でもアウトプットと顧客
に結びつけて考えるべきである。職員とは
生き生きとした，刺激的な対話を頻繁に行
う。また，年中行事化できそうな催し，い
い話，組織に関する建設的な神話を掘り起
こすのがよい。

・ 司会者・発表者などは自前のリーダーを使う
べきで，雇い挙げた外部の専門家にゆだねる
べきではない。自前で行うことによって，リー
ダーたちを最初から組織改革プログラムに直
接関与させ，彼らの責任を公にし，改革が本
物であるという感じや参加感を作り出すこと
ができる。また，こうすることによってリー
ダーたちが，組織全体に奨励したい行動様式
の手本となることを意識するようになる。

・ BBC では第 1 回からフィルムとビデオの利
用に力を入れた。Making It Happen には

専属の制作チーム（communication team） 
が設けられた。つまり，優秀な番組制作者
や記者たちがこのプロジェクトの話を紹介
するために駆り出され，通常業務から短期
間離れることになった。すべての職員に向
けたダイク会長のビデオメッセージのおか
げでインパクトが増大した。十分に利用さ
れていなかった BBC の局内放送も定期的
に利用されるようになった。

・ 速戦即決方式を活用せよ。Making It 
Happen と Just Imagine セッションの早い
段階で提案されたアイデアは迅速かつ鳴り
物入りで 実行された。それらは，リーダー
たちが言明したことは必ず実行するという
ことを納得させるのに役立った。提案の多
くは小さな，局部的なものであった。例え
ば，BBC カーディフの現金自動預け払い
機の設置，テレビのノー E メールデー，ラ
ジオ国際放送 World Service の建物の玄関
広間での大道芸などである。もっと大きな
イニシアチブもあった。新入社員に対する
4 日間の採用者研修，万人に向けた職場体
験制度（job shadowing），緊急委託（quick 
fire commission），任期付き契約の見直し
などだ。

・ BBC が行った Big Conversation のような，
運動を盛り上げる催しを考案することも重
要である。そうすることによって職員に組
織の広がりや規模，事業理念を実感させ，
同僚とのコミュニティの一員であることに
誇りを持たせ，変革に直接関与していると
いう感覚を抱かせることができる。
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12. 結論
今すべての公共サービス放送局にとって，

定期的に公共放送の概念を根本的に見直す差
し迫った必要が生じている。それは，時代に
ふさわしい存在意義を公共放送に与え，予算
を決定する主計官と受信者の双方を納得させ
るためである。またメディア機関にとって必
要になっているのは，競争市場がどのように
変化しているか，彼らがどのような業界にい
て，彼らの組織を次の10年間どのように位
置づけるべきか，を理解することである。

時に，このことは，チーム，部局ないしは
組織全体の文化の変革を必要とする。もし，
あなたの組織がその必要を感じているのであ
れば，Making It Happenのアプローチはきわ
めて有効であろう。その際によく考えていた
だきたいのは，次のようなことだ。本当に変
わる必要があるのか? 職員は変革の必要性を
理解し受け止めてくれるか? あなたと職員に
は，この長期的な変革に真摯に取り組むだけ
の時間とエネルギー，スタミナがあるか? 今
がそのタイミングなのか? 文化の変革はあな
たの作品・製品・サービスを改善するか?

もしこれらの質問への答えが「イエス」で
あるならば，自分自身やあなたのチームを，
そして必要とあれば組織全体を見つめ直し，
あなたと勇気，資源およびスタミナが，組織
の問題点を診断し，どんな治療法が必要であ
るかを決定し，治療のためにすべての職員を
関与させるに足るものかどうかについて決断
を下すことには，きっとそれだけの価値があ
るだろう。
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注：
1）  この言葉は，ジョン・レノンの「イマジン」を想

起させる―訳者。「イマジン」では，Imagine 
there's no heaven, it's easy if you try （hell, 
countries, religion, possessions …）と歌われて
いる。

2）  「アプリシアティブ・インクワイアリー」Appreciative 
Inquiry （AI） 組織の欠点や問題点を探してそ
れを解決するのではなく，成功体験や各人の長
所・強みに注目して，それを集合的に活用して
組織を変革し，開発を進める手法。米国ケース・
ウェスタン・リザーブ大学のデイヴィッド・クー
パーライダー教授（David Cooperrider Ph.D.）
が提唱し，NOKIA（ノキア）・英国航空・BP・
NASAをはじめ，多くの組織で導入され，輝か
しい成功実績を上げたと言われている。

3） グレッグ・ダイク『真相 イラク報道と BBC』
（平野次郎訳，日本放送出版協会，2006 年）
273-274 ページ

スーザンとキャロラインの Making it Happen への貢献
についてさらに詳しく知りたい方は，スーザンの E メー
ル（susanspindler@gmail.com）とキャロラインの
ウェブサイト（www.creativitybydesign.co.uk） ま
でご連絡ください。


