BBCの意識改革③

創造性と視聴者理解は
いかにして達成されたか

〜実施に当たったリーダーの語る Making It Happen プロジェクト（2）〜
キャロライン・ヴァン・デン・ブルル
（横山

滋・高松圭子 訳）

ここに訳出したのは，Making It Happen 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」
）
。これは BBC が 2002 年に開始した意識改革プロジェクトで，本誌 1 月号では，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
カーティス・カールソン米・スタンフォード大学 SRI 研究所前所長の著作に沿って紹介し，
2 月号ではスーザン・スピンドラー氏（現 BBC ドラマ・娯楽・子ども番組部総括担当部長）
の執筆による「実施に当たったリーダーの語る Making It Happen プロジェクト ――組織変革
への自助的アプローチ」（原題 : 1. Making It Happen ‒ a self-help approach to organisational
change）を掲載した。ここに紹介するのは，リーダーによる報告の後半，BBC 内における
Watering Hole の実施に当たってプロジェクト・リーダーとして活動したキャロライン・
ヴァン・デン・ブルル氏による「創造性と視聴者理解はいかにして達成されたか」（原題 :2.
Focusing on Creativity & Audiences）である。なお，翻訳は 2 月号と同様，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
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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。

（第 1 章執筆）

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，

第1章

組織変革への自助的アプローチ

（2 月号掲載）

1. 組織改革と信頼関係の構築
2. 下からの改革（従来とは異なる変革へのアプローチ）

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

3. Making It Happen プロジェクトの構造

Body, Animal Hospital といった BBC のヒット番組の開発

4. 運動はどのように始まったか

責任者となる。また，チーフ・アドバイザー，編集主

5. 職員を引きつけた Just Imagine 運動

幹（Editorial Policy）
，ドラマ担当局長などさまざまな

6. BBC の価値とは何か
7. 変革のプラン
8. 局内の大いなる対話

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

9. 達成は何によって測られるか

It Happen 構想の推進役に就任，以後 2 年間，BBC中か

10. 企業文化の変革におけるリーダーシップの重要性

ら招集された変革の担い手たちのチームを率い，イギリ

11. 局内の叡智を集めることの重要性

ス国内で最大規模のスタッフ・コンサルテーションと変

12. 結論

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。
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第 2 章 創造性と視聴者理解は
いかにして達成されたか
キャロライン・ヴァン・デン・ブルル

らわれない心で―それは創造力には不可欠
な要素である―新しい体験を楽しむことへ
の狂信とも言えるような情熱に感染すること
が多々あった。新規の参加者が学ぶブレーン
ストームの手法は，オズワルドとパーニーズの
考案を大々的に利用していたが，それ以外に

1. はじめに

も多くのセッションが開かれ，そこでは，創造

BBC に対してきわめて批判的なハットン

性の向上をサポートすることで生計を立てて

卿の報告書を発端にダイク会長が辞任した

いる経験豊かな専門家たちが，彼らの最新の

あと，間もなく，Making It Happen プロジェ

考察やフレームワークを発表した。創造性研

クトは打ち切りとなった。ダイク会長が擁護

究の手引きとしてはこれ以上のものはなかっ

者となって進められた社風変革への気運は失

たであろう。ここで大いに刺激を受けた私は，

われた。しかし，創造性向上および視聴者理

職員たちが創造性を開発し，新しい発想を生

解に関するプロジェクトは十分に根付いてい

み出すことの手助けをするために，多くのアイ

たため，BBC の DNA に入り込み，会長の交

ディアを携えて意気揚々とBBCに戻り，創造

代を越えて生き延びた。したがって，このプ

性 作 業部 会（creativity working group）に加

ロジェクトの概要をより詳しく紹介する価値

わった。作業部会では私が新たに学んできた

は今でもあるだろう。

創造性向上のテクニックとフレームワークのい
くつかを試したいと思っていた。

2. 意識改革への私の道のり
2002 年夏，私はCPSI（Creativity Problem

3. 創造性作業部会

Solving Institute 創造的問題解決研究所）の年

創造性作業部会は，BBC が常に世界で最

次総会のために世界中から集ってきた500 人

も創造的な番組やサービスを提供できるよ

の参加者の一人となった。この催しは，1954

う， すべての部局で創造性の向上を とい

年に，創造的ブレーンストーミングの開拓者

う 5 か年計画の策定を委ねられた。それまで

であるアレックス・オズワルド（Alex Oswald）

BBC は長い間，特定の個人，つまり卓越し

とシド・パーニーズ（Sid Parnes）が問題解決

た品質の番組を生み出すことで評判の高い創

過程の6 つのステージを発表し，広く紹介す

造の天才たちに依存してきた。しかし，すべ

る目的で開催したものである。CPSIの参加者

ての新しいチャンネルで高品質の番組を提供

は，いわゆる古顔たちの集いで，この催しに

しなければならないという需要が高まってく

毎年参加し，旧知の友であろうと私のような

ると，それに対応するためには，天才たちの

新参者であろうと，志を同じくする仲間たちと

数が少なすぎた。私たちは，創造のプロセス

会うことを楽しみにしていた。CPSIは創造性

をもっと掘り下げる必要があった。どうした

の大会であり，問題解決と着想の祭典であり，

ら職員全体の創造性を育成し，維持し，能力

参加者はその独特な儀式を通して，偏見にと

形成を進めてゆくことができるのか。
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およそ 12 人からなる私たちの創造性作業

関する IDEO の理念を幅広く伝えた著作があ

部会は，さまざまな専門性を持った人たち

り，その理念は視聴者とのつながりをさらに

で構成された。テレビ・ラジオ番組の制作部

深めたいというBBC の目的と共鳴していた。

門から来た者の多くは BBC での経験が長く，

IDEO は何百ものユニークな製品を企画して

この業界で最も優秀なプロデューサーたちで

いた。その範囲は，ごく普通のコンピュータ

あった。メンバーのうち 2 人は番組制作の経

のマウスから非常に専門的な医療機器まで，

験がまったくなかった。彼らはハイテク企業

また，缶切りから歯磨きのチューブにまで及

で研究開発チームを率いたことがあり，2 人

んでいた。彼らの問題解決のアプローチは，

合わせてさまざまな種類の創造性開発プロ

消費者の経験に重きを置いていた。デザイ

セスの経験を持っていた。他のメンバーは，

ンチームはデザイナーだけによって構成され

ニュー・メディア，教育研修，総務担当の者

ているわけではなかった。チームのメンバー

たちだった。私たちは皆で 2 つの大きな課題

は色々な分野での専門知識をもとに集められ

に取り組んだ。1 つは，どうしたら日常の創

た。技術者もいれば，人類学者や科学者，社

造性を質・量ともに向上させることができる

会学者も交じっていた。彼らは，ある特定の

のか，もう 1 つは，どうしたら「大ヒット」に

経験にまつわる行動を子細に観察するという

つながる革新的発想を生み出すことができる

アプローチを取った。彼らは人々が日常的に

のか，という問題だった。

活動する様子をカメラに収め，話を聞き，観
察を深め，そして，ある一定の活動の中で人々

4. BBC の外に目を向ける
私たちは，或る時はグループで，また或る時

に特定の行動を取らせる根本原因がいったい
何なのかを全員で話し合った。こうして彼ら

は単独で，視聴者の理解や創造性，革新性で

は人々のニーズに関する洞察を深め，それが，

評判の高い企業を視察した。これらの実態調

自分たちのデザイン―機器であれ道具であ

査の出張は，プロジェクトの初期の段階から日

れ，あるいはまた空間や新しいプロセスであ

常的に行われるようになった。プロジェクト各

れ―でニーズに応えるためのアイディアの

チームのリーダーたちの多くは，それぞれの分

閃きにつながった。IDEO の仕事の方法とス

野で成功したアメリカの組織をすでに偵察し

タイルは ABC の取材を受け，ニュース番組

てきており，彼らの訪問から得られた予備的な

Nightline で紹介された。そのドキュメンタリー

情報の一部は，私たちが研究を深める際の重

は，わずか 1 週間でスーパーマーケットの

要なポイントとなった。私たちは2 つの企業に

ショッピングカートのデザインを変更すると

注目した。それはデザイン会社のIDEOとシリ

いう仕事を請けた IDEO チームの作業風景を

SRI（Stanford
コン・バレーにあるハイテク企業，

追ったものだった。IDEO の徹底した消費者

Research Institute，スタンフォード研究所）

への視点と，彼らのさまざまな専門性を持つ

だった。

複合的なチーム編成，それにアイディアを生

IDEO を率いていたのはケリー兄弟だった。
トム・ケリーには，消費者ニーズの理解に

み出して磨きをかけてゆく明快なメソッドか
ら私たちは多くのアイディアを学び，それら
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のアイディアを応用して，BBC の職員にもっ

組を作成する権利であり，また，自分たちの

と視聴者に対する関心を持たせ，もっと注意

見解に異議を唱えるかもしれない，彼らの小

を向けさせるプランを開発していった。

さな世界の外に住む者からのインプットを拒

「大ヒット」を生む革新的発想へのアプ

む権利となってきたのだった。彼らの番組で

ロ ー チ で 参 考 に し た もう1 つ の 企 業 は SRI

は，視聴者が惹きつけられないケースがしば

だった。BBC のあらゆる部局を代表する 15

しばあった。私たちはイノベーションのため

人の職 員が 代 表 団を作り，SRI のイノベー

のプロセスを導入することに注目した。そし

ション・プロセスを学ぶために彼らの研究所

て IDEO は視聴者との距離を縮めるための多

を訪れた。私自身も，最初の研修に参加した

くのアイディアを提供してくれ，SRI は私た

モルモット の一人だった。ここでの訓練方

ちのアイディアを洗練させ評価するテクニッ

法はカート・カールソン（Curtis R. Carlson）

クを教えてくれた。

CEO が彼自身の職場に導入するために，より

SRI で は，ア イデ ィア は Watering Hole

統制の取れたイノベーションへのアプローチ

と呼ばれるミーティングで構築され試された。

として考案したものである。

特殊専門用語を嫌うBBC 局内では，Watering

SRI はイノベーションで名を馳せている。

Hole を導入する際，当然のこととしてこの言

HDTV，ウィンドウズ，ハイパーテキスト，

葉の適切性を問う長い議論が行われた。カー

そしてインターネットの基礎となる多くの要

ルソンは，普段は食べ物やテリトリーをめぐっ

素が SRI の研究所から生まれた。一般的には，

て争う動物たちも，荒野の水飲み場（watering

イノベーションは奇跡や市場から偶然に発生

hole）ではライバルたちと一緒に水を飲むとい

したもの，または一人の孤独な天才が世間か

う彼の認識からこの名称を考案した。そこは，

ら隔絶したところで努力を積み重ねた末に生

競争や攻撃から解放された場所だった。BBC

まれたものと考えられているが，カールソン

で，特に自然番組部で最初に問題になったの

の出発点は，このような見方に異議を唱える

は，野生動物の世界の水飲み場に関する実態

ことであった。彼は，集団は個人よりもはる

は，そのような平和な見解とはマッチしない，

かに賢く，チームは個人よりも多くの価値を

ということだった。プロデューサーたちは，

生み，イノベーションは厳密なプロセスから

水飲み場でリフレッシュしているところを襲

生まれる，と主張する。

われてずたずたに引き裂かれた動物の話を披

これは，創造性作業部会が他の多くの成功

露し，また，次の獲物に飛びかかることだけ

した組織から学んだことでもあった。BBC

を目的に水飲み場周辺をうろつく捕食動物も

は常に卓越した創造力を持つ個人としての天

いる，と言って参加者を笑わせた。こういっ

才に価値を置き，彼らに自分のプロジェクト

た行動様式は，自分の新しいアイディアを初

を推進する舞台を提供してきた。しかしこの

めて発表する公の会議に期待されているもの

ことは，実際に多くの人々によって解釈され

とは正反対の性質を備えていた。

てきたところによれば，プロデューサーたち
が自分が面白いと思うテーマを追求して番
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用 語 に 対 す る 懸 念 は あ っ た も の の，
Watering Holeにおける作業ルールは前向き

な展開につながるだろうというのが大方の見

にはどうすればいいかということだった。私

方だった。本質的には，Watering Holeは，異

たちは皆にもっと広い視野で物事を見るよう

なった能力を持つ人々が集まり，あらかじめ

促す必要があった。私たちは視聴者を BBC

合意された基準に照らして，新しいアイディ

の放送センターに招き，BBC のプロデュー

アやビジネスチャンスを形成したり評価した

サーやエンジニア，人事部や経理部の部課長

りできる建設的な会議である。SRIを訪問し

たちと話をする機会を設けた。これらの視聴

たBBCの最初の代表者グループは Watering

者は放送の新時代の最先端を行く人たちだっ

Holeメソッドの実験に加わった。視聴者ニー

た。彼らは積極的なメディア利用に目がない

，
，アプローチ（Approach）
ズ（audience Need）

人たちで，最新のテクノロジーを器用に使い

，競争（Competition）―専門用
便益（Beneﬁts）

こなして新しいタイプのコンテンツにアクセ

語ではaNABC ―という4 つの客観的な基準を

スすることができた。半日のセッションで，

1）

使ってアイディアが出されていった 。

上記の BBC 部課長たちは，彼らの生活の実

私たちが訪問したすべての優良企業は，新

態と，BBC を取り巻く競争の激しさに職員

しいアイディアを考案する時や古いものに新

の目を開かせることができた。これらの催し

しい命を吹き込もうとする時には，部局の壁

は，多少なりとも，BBC の職員を揺り起こし，

を越えた開発チームの集団的な知力を利用し

自らが属している業界に対する自分たちの視

ている。これは，その企業全体から（時には

野の狭さに気づかせたのだった。

外部のパートナーも含めて）広くさまざまな
見解を集め，そのアイディアの長所と短所を

6. 視聴者との絆を深める

検証するために行われる。この訓練の全体的

作業部会が会合を重ねた 1 年の間に，私た

な目的は，アイディアを可能な限り強力なも

ちはすでに，私たちの考えを試す小規模な実

のに鍛え上げ，失敗の可能性を最小限にする

験を始めていた。テレビの生活情報特集番組

ことである。

部では，新しいスタイルのアイディア開発
チームが試験的に立ち上げられた。メンバー

5. BBC の内部に目を向ける

を構成したのは，部局を越えて広範な関心を

局内では良く知られていることだが，BBC

持つ興味深い面々だった。というのは，メン

には，最上級の管理職のグループでないかぎ

バーのほとんどはテレビ番組の制作経験のな

り，アイディアをより良くするための意見を

い者たちだった。これまでと最も違っていた

求めて自分のアイディアを他の人に公表する

のは，視聴者調査の専門家を 1 人チームに入

習慣はない。「アイディアは金なり」という

れたことで，彼女は，プロデューサーたちが

文化の下では，他人のアイディアにどれだけ

より効果的に番組制作のターゲットを絞れる

貢献できたかではなく，自分のアイディアの

よう，彼らに視聴者理解の手がかりの集めか

良し悪しで評価され，報いられる。私たち社

たを伝授する役割を担っていた。これはまっ

風変革の擁護者にとっての問題は，職員たち

たく新しい冒険だった。視聴者調査の専門家

が競い合うのではなく協力し合うようになる

は，伝統的にマーケティング部局から来てお
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り，番組制作部局とは直接のつながりがなく，

を絞った園芸番組を作るという閃きが生まれ，

番組制作の過程では重要な存在とはみなされ

そ れ が 後 に，BBC の 画 期 的 な 超 人 気 番 組

ていなかった。

Ground Force の制作につながったのだった。

真に画期的で型破りな番組制作で評判が高

視 聴 者 研 究 グ ル ー プ（Audiences working

かったプロデューサーたちには，何が視聴者

group）の提案の 1 つは，視聴者調査の専門家

にアピールするかを理解する直感が発達して

の集団を各番組制作チームに配属し，番組の

いる。彼らは視聴者の行動に常に興味を持ち，

対象となる視聴者をもっと絞り込めるように

気を配っている。しかし，視聴者ニーズの把

しようというものだった。この方法を取り入

握につながる手がかりを見つけるのは容易な

れ，BBC のさまざまなタイプの視聴者につい

ことではなく，プロデューサーと私たちとの

ての情報を広く局内に知らしめたことで，職

話し合いの中で，このことは最も厄介な問題

員たちは視聴者一般に対して，以前よりも情

となった。しかし私たちは，視聴者を理解す

報に裏打ちされた正確なイメージを持てるよ

ることがいかに番組作りに役に立つかを示す

うになった。

1 つの話を繰り返し説いた。

創造プロセスの中核に視聴者を置き，発

10 年ほど前まで，園芸番組はどれも似た

想を生かすプロセスをさらに効率的にするた

り寄ったりだった。それらは，植え方，育て

めのもう1 つの試みは，委託権限を持つプロ

方，そして丈夫に育つように植物の健康状

デューサーたちに，どの視聴者対象にはどの

態を保つ方法などをアドバイスするものだっ

ような内容やスタイルが受けるのか，また，

た。それらの番組は園芸好きな人たちに向

重要な点として，どのような基準で決定を

けて作られていたのだ。しかし，それまで園

行うべきかについての考えを簡潔に示しても

芸番組にはまったく興味を持っていなかった

らったことである。プロデューサーたちにとっ

あるプロデューサーが，庭があってもあまり

てこれは，きわめて難題であり，中には抵抗

手をかけたくない視聴者層に思いをめぐら

を示した人もいた。BBC の中核に視聴者を置

せた。彼はガーデンセンターに行き，そこで

くための闘いは，担当局長と委託権限を持つ

人々を観察した。すると，買い物客の多くが

プロデューサーの権威―彼らは自分たちこ

家族連れであることに気づいた。彼らが買っ

そが大衆の欲求と趣向に関する権威であると

ているのは球根や袋入りの種や雑草除去剤

思っていたのだが―と自治権に対する公然

ではなく，彼らのショッピングカートには十

とした挑戦であると見る向きもあった。

分に育った庭木や花の咲いている苗が積ま
れていた。彼らは鉢や花かごを買っていた

7.「先駆け」のグループ・セッション

のだ。プロデューサーは，これらの多くの家

「先駆け」（Leading the Way）セッション

族が望んでいるのはレディーメードの庭だと

は新しい作業方法を導入し，BBC のトップ

いう結論に至った。そして，この視聴者ニー

400 人からのフィードバックを受け止める機

ズの発見から，それまでとはまったく異なる

会であった。それまでこれだけの首脳陣グ

タイプの，レディーメードの庭にターゲット

ループが一堂に会するというようなことは一
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度もなかったため，同等の仲間と経験やアイ

Making It Happen の目的に対する彼らのフラ

ディアを共有できるというだけで価値がある

ストレーションや懸念，または期待を表明す

と受け止められた。しかし私たちがこのセッ

る機会となった。提案されているプランの中

ションに求めたのはそれ以上のもので，リー

身についての議論にできる限り多くの幹部た

ダーたちに新しい考え方を奨励できるような

ちを関わらせることは，プロジェクトの存続

経験をしてもらえるようにセッションをデザ

大多数のリー
にとって重要だった。私たちは，

インしていた。例えば私たちは，ほとんどの

ダーがそれらの提案についてどう思っている

参加者にとってはまったく新しい創造性開発

のか，また彼らのうちの何人が将来求められ

のテクニックを導入した。私が企画した，あ

る行動改革を支持するのかを把握しておく必

る忘れられないセッションがある。私たちは

要があった。

何人かの視聴者のプロフィールを提供し，代
表者たちにそれらの視聴者および特定のメ
ディアについての彼らの好みを議論しても

8. Making It Happen の実施
Making It Happen の 5 か 年 戦 略 計 画 は，

らった。彼らは自信たっぷりに彼らの見解を

開発チームが発足してからわずか 1 年で発表

披露した。それらの多くはお定まりの既成概

された。プロジェクトの立ち上げから積極的

念に基づくものだった。それが終わって私た

に創造性作業部会に関わっていた私は創造性

ちがある行動を取ると，全員が息を呑んだ。

開発プロジェクトの指揮を取るよう求められ

私たちは本物の一般人，つまり，部屋の外で

た。組織全体の創造性向上をめざすプログラ

ずっと今までの話を聞いていた視聴者たちを

ムの発展は，社風変革プロジェクト全体の成

部屋に招き入れ，BBC のトップたちに直接

功にとってはきわめて重要な要素であったた

意見をぶつけるよう促したのだ。多くの者に

め，ダイク会長が引き続きこのグループの

とってこの種の視聴者との接触はまったく初

最高責任者になることになった。創造性作業

めての経験であり，多くの参加者がこれに刺

部会のリーダーとしての私の任務は，他のグ

激を受けて，積極的に視聴者との一層の直接

ループのリーダーのそれとはかなり違ってい

的対話を求めるようになった。6 時のニュー

た。視聴者作業部会と指導力向上部会のプラ

スの編集責任者は番組担当者でツアーを組

ンには，関連部局の通常業務に組み込まれる

み，さまざまなコミュニティーに暮らす人た

具体的なプロジェクトがはっきりと示されて

ちを訪問して，ニュースがどのようにできて

いた。例えば，指導力向上プログラムは，あ

いるのかを教えた。彼女はオフィスに戻ると，

る番組制作者の監督の下で，人事部により毎

部屋中に視聴者の写真を貼った等身大のボー

日運営されていた。同じく，視聴者作業プロ

ル紙を置いた。ニュースのスタッフたちに，

ジェクトのリーダーは記者だったが，視聴者

誰のために番組を作っているのかを常に思い

対応部の職員により BBC 全体に導入された。

出させるためだった。

創造性向上構想には 2 つの具体的なプロ

Leading the Way セッションはリーダーた

ジェクトが与えられていたが，計画はどちら

ちにとっては刺激となり，職員にとっては

かといえば，抱負を語っているようなもの
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で，日々の創造性を高める，大ヒットに結び

得る人々にターゲットを絞った。

つく革新的な発想を取り入れる，私たちの研

すべての変革プランは，BBC の価値と行動

究で開発された創造性向上プロセスの新しい

様式に密接につながっていた。私たちは BBC

訓練にリーダーたちを参加させる，というよ

中の職員に，協力し合い，自分のアイディア

うなものだった。BBC には創造性を担当す

だから支持するというのではなく優秀なアイ

る部局も創造性を専門的に研究をしている部

ディアを支持し，創造性を高めるための空

局もなかったため，私たちの取り組みが（各

間と時間を作り，失敗から学ぶよう促した。

部局に）感化という形で波及してゆくことに

BBC がすべての職員の創造性から恩恵を受け

なる。局内の意識調査の結果，BBC の職員は，

るようになるためには，自分が直接関わって

創造性追求のプロセスにおいて自由を妨げら

いるチーム以外の人間を歓迎し，その人たち

れることを嫌悪していることがわかった。当

からの反応に心を開く必要がある。そして，

時 BBC の職員の多くは，創造性とは天賦の

中でも，多くの職員にとっては，視聴者のニー

才であり，教えたり向上させたりできるもの

ズを把握して自分たちの思考を刺激し，アイ

ではないと思っていた。伝統的に創造性と関

ディアを発展させ，洗練させ，試すという統

係のない分野で働くスタッフたちが，実際は

制の取れたアプローチを採用することが不可

組織のアイディアに創造的な貢献をするかも

欠である。

しれない，という提案は忌み嫌われた。した
がって，創造性向上プランの実施にあたって
は，この偏見と戦う必要があった。

9. 大ブレーンストーム
私たちの最初の催しは，結果的に大きな影

何年か前に，テレビ番組制作局長のウィル・

響力を持つものとなった。それは大ブレーン

ワイアットは，BBC の変化に対する反応を，

ストーム（The Big Brainstorm）と名づけら

デザートのブランマンジュに例えたことがあ

れ，私がこの 1 年で学んだアイディアとテク

る。外から力が加わるとその間は少し変形し

ニックと枠組みを下敷きにしたり応用した

ているが，その力が加わらなくなるとたちま

り，また実験したりして，そのフォーマット

ちもとの形に戻ってしまい，結果としてほと

をデザインした。大勢の参加者を集めた創造

んど姿が変わらない。そこで私たちとしては

性向上イベントを行うのは初めてだったた

BBC の DNA に入り込み，それを変化させる

め，それは意欲的ではあったが身がすくむよ

ことによって外部の人たちに BBC は変わった

うな催しだった。私たちの主張は，

と受け止めてもらえるようにする方法を見つ

・視聴者ニーズを知ることは思考を刺激する

私たちは ブランマンジュ
ける必要があった。

・優れたアイディアはどこからでも生まれる

を，常に環境の変化に適応し，変化に負けな

・テクニックとキチンとした手順さえ身につ

いアメーバに変えたかった。私たちは組織内

ければ創造性の向上は図れる

の最も活動的な部分，つまり，変化を求めて

というものだったが，それが公衆の面前で試

いると思われる部局や人々，あるいは視聴者

される時が来たのだ。私たちは，ことわざに

理解と仕事における協力関係の擁護者になり

言う「口先だけでなく，実行して見せろ」と
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いう状況に陥った。

チームを組んで共同作業を行った。私たちは

大ブレーンストームは，1日がかりの創造

彼らにアイディアを生み出すブレーンストー

性向上イベントとして周知され，
娯楽的ドキュ

ムのテクニックを教え，いくつかの練習を通

メンタリー番組を企画・構成するのに役立つ

してアイディアを練らせ，そのあとでそれら

創造的な方法を教えるためのものと位置づけ

を審査し，最も強力なものを選んだ。私た

られた。優勝者への報賞として，十分に優れ

ちは，参加者が創造性向上のための方法に裏

たアイディアは実際の放送番組として制作さ

打ちされたアプローチが何をもたらすのかを

れることを約束した。イギリス国内のあらゆ

体験させるため，Watering Hole メソッドに

る職場で働くBBC 職員がこの催しに参加す

沿って作業するよう求めた。

ることができ，結局，BBC の全部局あわせて
300 人がこの催しに参加することになった。

私 た ち の目的 は，そ の日 参 加し た 300 人
の職員たちに，視聴者について考えること，

これはまさに（これまでの）社風にさからう

BBC の他の部局の同僚と協力して仕事をする

試みだった。人々の多くは，番組制作に関わ

こと，アイディアを出すために創造的ブレー

りたいために BBCに入ってくる。しかし，実

ンストームを行うこと，そしてアイディアを評

際にはわずか一握りの人しか番組のコンテン

価し洗練させるためには厳密なプロセスに沿

ツ制作には関われず，自分の意見を通せる人

うことの大きなメリットを納得させることだっ

はその中でもごく少数だ。BBC の職員全員―

た。加えて，私たちは新しいタイプの行動様

―人事部から営業部にいたるまで，また財務

式，つまり視聴者によって創造的価値がある

部長から法務部秘書にいたるまで――にアイ

と認められ，かつ私たちの知る限りで，実際

ディア創出イベントへの参加を呼びかけるこ

に創造を助ける行動様式を彼らに経験しても

とにより，私たちはものごとのやりかたを変え

らいたかった。

たいのだというシグナルを送った。創造性は

その日勝ち残った 2 つのアイディアは実際

少数のエリートたちだけに与えられている領

に番組になり，プライムタイムに放送された。

域ではなく，すべての人に門戸が開かれてい

そ の 1 つ，I'm alright Jack は あ る BBC 放 送 局

る。大ブレーンストームはロンドンのテレビ

の受付に勤務している男性職員が提案したも

センターの一番大きなスタジオで行われ，ま

ので，彼はこのイベントに参加するために休

るでテレビの生放送番組のように制作された。

暇を取って来ていた。

大ブレーンストームのフォーマットは創

大ブレーンストームは BBC に入って最も

造性向上プロセスの 7 つの過程に基づいてい

すばらしい体験のひとつだった，という人た

た。それは課題についての示唆に富むプレゼ

ちもいた。参加者にとってこの日は，同じ組

ンテーション（概要説明）から始まり，それ

織の人間が集まって創造性あふれる共同作業

に対する最も優れたアイディアを選ぶ勝ち抜

から何が生まれるのかを体験できた，忘れが

き戦で最後を締めた。参加者はまず発想の刺

たい，目からウロコが落ちるような，すがす

激として何本かビデオを見せられ，視聴者に

がしい 1 日となった。

ついての情報を与えられ，面識のない同僚と

この日の大成功を生んだ要因はたくさんあ
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るが，その催しが 1 回限りの奇跡ではなく，

チームに入り，創造性向上のための視聴者理

将来の出来事のひな形となることを示す要因

解の充実に貢献した。

は 2 つあった。

大ブレーンストーム成功の重要なファク

1 つ目は，9 人の参加者が 1 つのテーブルに

ターの 2 つ目は，当日の発表者（presenter）の

着いたが，それぞれのテーブルに配置された

選択だった。Making It Happen プロジェクト

BBC 職員からなる進行役たちだった。進行役

の全体を通じて，私たちはリーダーにダイク

は，Making It Happen に関心を示し，ブレー

会長と重役チームが先導する大きなイベント

ンストーム大会のサポートとその準備への協

の趣旨説明や招集を任せた。

力を買って出たボランティアの中から抜擢さ

BBC の最上級管理職の地位にある創造的

れた。進行役は大会の企画における最初の重

リーダーの何人かに，ステージに立ち，300 人

要な モルモット であった。彼らは Watering

の参加者に創造性向上プロセスのさまざまな

Hole に参加し，大会の内容と進行の充実に一

作業を促すプレゼンターを務めるように依頼

役買った。失敗のリスクを最小限に抑えるた

し，彼らを訓練し，リハーサルを行った。こ

めだ。当日は参加者が円滑にプロセスについ

うすることで，創造的な行動様式に対する彼

て行けるように手助けをし，また彼らを完全

らの支持をとりつけ，彼らに創造性向上への

にリラックスさせることに成功した。

新しいアプローチを直接体験させたのだ。

研究の過程で私たちは，

創造力 =

刺激×思考力
失敗することへの恐れ

しかし，それ以上の成果もあった。プレゼ
ンテーションを行うために参加した何人かの
創造性向上リーダーと，このイベントを見学
するために立ち寄った多くのリーダーたちは，

という公式を発見した。この公式は，
「失敗

結局，勝ち抜き戦の結果を見るために最後ま

することへの恐れ」が創造性に与えるマイナ

でスタジオに残ることになった，彼らは最終

スの影響を表しているが，これは，特に組織

選考に残ったアイディアの質と明確さに，驚

の下級職の人たちの間で顕著だった。ブレー

きをあらわにした。また，自分のアイディア

ンストームをデザインするに当たっては，人々

を大事にしていた人たちが，アイディアの評

が持つ，自分の考えを同僚の前にさらけ出す

価と精錬のプロセスを経て，もっと優れた他

ことへの恐怖を払拭する必要があった。参加

のアイディアに忠誠心を移していった様子に

者の多くが，番組制作への貢献に関わった経

も感嘆した。そして創造性向上プロセスをもっ

験をまったく持たない人たちだったので，参

と詳しく知りたいという興味を高めていった。

加者がおじけづいて恐れを感じる可能性は高

そういった興味はまさに，私たちが大ブレー

く，それは，各テーブルにつく進行役を通じ

ンストーム後の数週間内に植えつけようとし

て直接対処しなければならない問題だった。

ていたものだった。

進行役のグループは，BBC 全体に創造力

その後ひと月もたたないうちに，私たちは

向上のための協力を呼びかける強力な共同体

テレビ部局の上級管理職と担当局長のほぼ

となった。メンバーのうちの何人かは視聴者

全員をアメリカの SRI に派遣し，直接彼らに
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価値創造プロセスを学ばせた。帰国するな

の上級管理職は（26 ページで触れた）CPSI の

り，彼らはテレビに関連するいくつかの大き

プロセスの基本とブレーンストームの進め方

な構想を発展させる実験をしたいと言い出し

を学んだ。その後，開発プロデューサーの研

たが，これこそ私たちがずっと望んでいた姿

修も行われ，彼らは視聴者との距離を縮める

だった。

方法と視聴者ニーズのつかみ方を学んだ。

私 た ち の メイン チ ャン ネ ル の1つ，BBC

私は，研修修了者の何人かとクリエーティ

TWOの担当局長は，それまで相互の連絡がな

ブ・ネットワークを設立した。その他にも，

いまま個別に同じようなことを考えていた職員

新しい作業方式に傾倒し，BBC のさまざまな

たちに，協力して事に当たるよう促し，BBC

部局でブレーンストームと問題解決セッショ

の全局を挙げたプロジェクト， Coastal Britain

ンを成功させてきた人物を何人か抜擢した。

の開発を後押しした。それはBBCのあらゆる

ネットワークができたおかげで，BBCは外部

部局，ラジオ，地方ラジオ，インターネット，

コンサルタントにかける費用を削減すること

さらには外部のパートナーの協力によってでき

ができた。私たちはまた，ネットワークを通

上がった12回のテレビシリーズとして結実し，

じて BBC のさまざまな分野での新作業方式の

視聴率の上だけでなく，内容の面でも大成功

導入支援に力を注いだ。Radio 1は，毎月，大

を収めた。

プロジェクトへの発想を刺激するため，視聴

その後の数か月で，この新しいブレーンス

者に直接会ってニーズを引き出すという戦略

トームとアイディアの構築およびその精錬に

を開発した。BBC の特許状更新をめぐる議

ついてのメソッドが組織内に感化を及ぼして

論への BBC の貢献に取り組んでいたチーム

いった。各地でそれぞれの大ブレーンストー

は，新創造性向上プロセスを用いて BBC の報

ムが催され始めたのだ。

（Building Public
『公共的価値の構築』
告書，
Value）に盛り込むためのアイディアの開発と

10. 創造力向上と視聴者理解のトレーニング
局内ブレーンストームと問題解決の促進の

その優先順位付けを行った。ネットワークに
参加しているイングランド，スコットランド，

ために外部機関に頼ることは減らそう，とい

北アイルランド，ウェールズのドキュメンタ

うのが私たちの目標の 1 つだった。他の多く

リー番組の制作者たちは，アイディアを共有

の組織同様，私たちはその種の創造性向上コ

し共同プロジェクトを手がけた。

ンサルタントたちにかなりの費用を支払って

創造性向上のための公式の枠組み（formal

いた。だから，私たちは職員自身が必要なツー

framework）を採用したリーダーたちは，視聴

ルとテクニックを身につけられれば，自分た

者ニーズに焦点を絞り，組織のさまざまな分野

ちの責任で創造性の管理を推し進めていける

から―時には外部からも―人材を集め，共

と考えたのだ。

通の言葉とプロセスを用いて協力し合いながら

1 年もしないうちに，組織全体から 400 人の

アイディアを構築し改善を加えることが，視聴

職員が，局内で企画・実施された 2日間の創

者にとってさらに価値のある，さらに豊かなア

造性向上研修に参加した。中間管理職と一部

イディアにつながることを，身をもって示した。

MARCH 2007

35

公式の枠組みは，新しいアイディアを市場

くの人の関与を必要とする提案だった。プロ

に出す際につきまとうあいまいさのすべてを

デューサーに支援の手がのび，彼女はこのフ

取り除くことはできなかったし，今でもでき

レームワークを利用して自分のアイディアの

ていない。アイディアを考え出す際に，経験

実現に努めるよう促され，BBC のさまざまな

や判断能力，想像力が必要だということにも

部局の人間から支援を受けるようになった。

変わりはない。しかし，このフレームワーク

彼女はラジオ国際放送の World Service や子

は，アイディアに優先順位を付け，新しいア

ども番組部，ニュース，報道番組部，BBC

イディアにともなう危険を最小限にとどめる

ONE，そして地域プロジェクトと学校に関連

ことに役立っている。また，控え目に言って

した部局に助言を求めた。1 年半をかけて彼

も，なぜ個々の決定が必要なのかを理解させ

女のアイディアは練り上げられ，BBC 局内だ

るという点でも役立っている。

けでなくブリティッシュ・カウンシルなど外
部組織とのさまざまなパートナーシップを通

11. 成功事例 : ラジオ番組 World Class

しての支援も増えた。World Class というのは

そのことが証明できたのは，BBC 初の大

彼女がつけた仮の名前だったが，今や世界的

プロジェクトが，上層部のアイディアから生

な現象となり，ウェブサイトにも見られるよ

まれたものでも，また組織のトップが初めか

うに，世界各地で盛り上がりを見せている 2）。

ら奨励し支持していたものでもなかったから

プロジェクトの早い段階で，創造性向上と

だ。それは 1 人の若いラジオプロデューサー

視聴者作業部会がジョイントワークショップ

のアイディアから始まり，ボトム・アップの

を開いた時，私たちは，5 年後に私たちのプ

形で進められた。彼女は BBC のデジタルラ

ランが成功を収めていたら，さまざまな人た

ジオ局の 1 つである BBC7 の番組に関わって

ちの生活と職場環境がどうなっているか想像

いた。それは子ども向けのペンパルについて

してみなさいと言われた。私たちのシナリオ

の短い番組だった。彼女は，娘の学校で番

の中には，壮大なアイディアを持った若手の

組を作った。娘のクラスメートが外国の子ど

プロデューサーたちを組織がどう扱ったらい

もから来た手紙に感情豊かな反応を示したこ

いのかを考察してみるということも含まれて

とに心を打たれ，彼女はそこから，世界中の

いた。しかし，ワークショップに参加した

子どもがお互いのことを知り，わかり合える

メンバーの中で，3 年もしないうちに World

ように，イギリスのあらゆる学校と発展途上

Class のような頼もしい実例が現れる可能性

国の学校を結びつけようと思いついた。これ

を想像できた人は一人もいなかったと思う。

は，公共サービス放送の中核たる意欲的なア

私は何も，すべての変革が完全に実施されて

イディアだったが，BBC のどの部局にもこ

いるとか，全 BBC が一丸となって Making It

のアイディアがしっくりはまる部局はなかっ

Happen のめざしたゴールに向けて突き進ん

た。もしこのアイディアを発展させようとす

でいる，などと言っているのではない。そん

るならば，BBC の何十もの部局に―さらに

なことはもちろんあり得ない。しかし，創造

は，外部にも―またがって，可能な限り多

性向上と視聴者理解における変化については
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肯定的に受け止めることができる。その理由
はごく単純だ。BBC の最善のリーダーたち
の多くが今や行動様式の手本となって，創造
性向上と視聴者理解に結びついた価値を信条
として生きているからだ。そして，視聴者ニー
ズに応えているという，彼らの目に見える，
そして数値に表せる成功が，他の者の行動様
式も変えている。これらの成功の物語を通し
て，組織の DNA が変化してきている。

12. 結論として
社風の変革がどれほど効果的だったのか
について判断を下すには時間がかかり，少し
距離をおいた評価が必要である。しかし，創
造性の向上と視聴者対応については，嬉しい
ニュースがある。BBC の最近の変革において
BBC の構造が根本的に変更された。それは，
視聴者へのサービスを BBC の事業の中核に
置き，部局を越えた共同作業によって BBC
が大ヒットにつながるイノベーションを生
み，職員すべてのエネルギーと創造力を育ん
でゆくという方向での構造改革であった。
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