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  1. 「放送業界」と「経営学」の出合い

 1） 放送における「経営学」というタブー
長い間，放送人は「経営学」を遠ざけてきた。

少々乱暴に要約してしまえば，
「放送はジャーナリズムである」
「ジャーナリズムは利潤追求の手段ではない」
ゆえに，「放送には利潤の最大化を図るよう
な経営学などを持ち込んではならぬ」

という三段論法が，そこには暗黙のうちに成
立していたように見受けられる 1）。

 2） 「経営者になる前に，経営学を学べ」
1989年の秋，グレッグ・ダイク（Greg Dyke）

は，翌年にITVの1局ロンドン・ウィークエンド・

テレビジョンの社長に就任することになった。テ
レビ放送の現場経験に不足はなかったが，会
長のクリストファー・ブランド（Sir Christopher 
Bland）は，企業の経営
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におけるダイクの経験
不足を懸念した。そこでブランドは3万ドルの
受講料を支払ってダイクをアメリカのハーバー
ド・ビジネス・スクールに派遣し，3か月間にわ
たって上級経営学講座で経営学を修めさせた
のだった。ダイクは，「ITVの上級幹部の中で，
ビジネススクールに行ったのはおそらくは私が
最初であろう。……私のハーバード行きは，経
営ということを真剣に考える人間がイギリスのテ
レビ界にいて，テレビ業界をまともなビジネス
に変化させ始めているのだということを，世間
に示す最初の機会になった 2）」と述べている。
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この稿は，放送文化研究所が外部研究者と行った共同研究「大学・研究機関における放送経営
関連教育の実態調査」についての報告の第2回分である。
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クリップス・ジャーナリズム・スクールの実地調査を通じて〜」（藤田真文・法政大学教授）と10月号
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回の報告は，グレッグ・ダイク前会長の時代に行われたBBCの経営改革を取り上げ，この改革に，
大学や研究機関の研究成果がどのような径路で，どんな影響を及ぼしたかなどを，関係者の記述や
証言の中から明らかにし，21世紀における放送経営の諸問題を考えようとしたものである。
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ダイクは，この時にジョン・コッター（John 
Kotter）という教授に出合い，その後，ロンド
ン・ウィークエンド・テレビジョン社の経営など
に大成功を収める3）。他方，彼をハーバードに
派遣したブランドは後にBBCの経営委員長に
転じ，ダイクをBBCの会長として迎え入れる
格好になるのだが，ダイクにハーバード流の経
営学を学ばせたことで，彼は，間接的ながら，
BBC改革に大きな影響を与えることになった。

この稿では，グレッグ・ダイクが会長の座に
あった2000 年から2004 年に行ったBBCの改
革 4）を辿りながら，コッター経営学との関係や
21世紀における放送と経営の諸問題を考えて
みることにしたい。

  2. コッター経営学とは何か

ジョン・コッターは，企業変革論，リーダー
シップ論の世界的権威で，これらの領域にお
ける数多くの著作は日本語にも翻訳されてい
る。彼の基本的な考え方を手っ取り早く知る
には，『リーダーシップ論』の冒頭に示された

「組織を動かすための10の教訓 5）」を見るのが
便利であるように思う。

この「10の教訓」の中でコッターは，
1） 「変化のスピードが速まっているため，組織

を動かす上でリーダーシップの重要性が高く
なっている」（教訓 5）

2） 「リーダーシップとマネージメントは別物であ
る」（教訓 4）

3） 「重要な組織変革を成功に導くのは息の長
い仕事であり，複雑な 8 段階のプロセスか
らなるものである」（教訓 1）

と述べ，しかし，

「20 世紀の歴史とその時代に培われた企業
文化の影響を受けた人々は，大変革を実行
しようとする際に，皆，同じような過ちを犯す」

（教訓 3）

「組織内で権力を持つ人々のうち，ごく一握り
しか，この（リーダーシップの重要性という――引用

者補記）重要な事実を認識あるいは理解して
いない」（教訓 5）

と警鐘を鳴らしている。以下，上記の 1）〜 3）
について，もう少し詳しく見ておく。

 1） 変化のスピードアップとリーダーシップの重要性
この「10の教訓」では極めて簡潔な記述しか

与えられていないが，「企業変革」とコッターが
言う時には，グローバル化以降の急激かつ根
本的な競争環境の変化についての認識がその
根底にはある。

このような競争環境下では，社長など一握り
の執行部がすべてのことがらについて命令を発
し，部下が命令通りに動いているかどうかを管
理するという「20世紀的」な経営では，急激か
つ根本的な変化に対応して生き残ってゆくこと
はできない。現場で実務を担当する一般職や彼
らと日常的に接している中間管理職などが自発
的に問題に対処し，上級管理職がそれをサポー
トするというやり方に切り替えてゆくほかはない
というのがコッターの基本的な考え方である。

ダイクは，これに対して次のように言っている。
ハーバードで勉強し，コッター教授の授業に

参加して目が開かれた最大のことは，成功した

世界の企業のほとんどが従業員たちを適正に処

遇しているということだった。従業員たちを適正

に処遇するのは当然だとは思っていたが，そうす

ることによって企業の競争力や収益性が増すこ

とを発見して驚いた。資本が労働を商品のように
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売ったり買ったりするやり方はますます通用しな

くなっていた。企業の経営を成功させたいので

あれば，企業で働く人 を々まともに使わなければ

ならないのだった 6）。

 2）リーダーシップとマネージメントは違う
ダイクは，また，コッターについて「マネー

ジャーであることとリーダーであることとは違う
ということを私に教えてくれた最初の人だった」
と述べている7）。コッター自身による両者の違
いの説明は，『リーダーシップ論』の第1章「リー
ダーとマネージャーの違い」で行われている。

図式的に言えば，マネージャーの仕事が，部
下が与えられた計画通り（上司の指示通り）に
職務を遂行しているかどうかを管理することで
あるのに対して，リーダーの仕事は，ビジョン
を示し心理的一体感を釀成することで従業員
の創意工夫・能力の伸長を引き出すことである。
この点にダイクは，従来のイギリス式の経営ス
タイルとの違いを見た。

……それは 1989 年のことであり，イギリスで
はサッチャー主義が最高潮を迎えていた。成
功する経営というのは，スタッフや組合や競
争相手，つまりはすべての他人に対して強い
態度で臨むことだと，そのころのイギリス人
たちの全員が信じていた。その考え方を私は

一度も信じなかったが，コッター教授は私の
その世界観を強いものにしてくれた。それか
ら10 年たって私が BBC に移ったとき，経営
管理についての古い思想が BBC にはまだ強
く残っていたのを知って，驚いたものだった 8）。
つけ加えておくと，新しい経営でも「管理」

が不要になるということはないが，従来型の
経営においては，概して「管理過多」で「リー
ダーシップ過少」である。また，優れたリー
ダーは，自分の下の各層にも優れたリーダーを
養成するので，組織の全体にリーダーシップ
が行き渡ることになる。

 3） 企業変革の 8 段階のプロセス
90年代以降のコッターの著作は，具体的な

事例を織り交ぜたり9），寓話として語ったり10）し
ながら，8 段階の変革プロセスを反復縷

る

説
せつ

する
ことに尽きている。コッターの8 段階のプロセ
スとは，次のようなものである。

企業変革の 8 段階のプロセス

（1） 危機意識を生みだす

（2） 変革を推進するためのコア・チームを作る

（3） ビジョンと戦略を練る

（4） ビジョンを組織に周知徹底する

（5） 職員の自発的な行動を引き出す

（6）  短期間で目に見える成果を上げ，変革

の効果を全組織に実感させる

（7） 成果を活かして，さらに変革を推進する

（8）  絶えず変化に対応できる企業文化を定

着させる

これだけではあまりにも抽象的であるが，
BBCの改革プロセスと重ね合わせてみると，
ダイクおよび BBCの改革推進チームがいかに

課題の特定 人材の確保 達成の方法

マネージャー 計画の立案
と予算策定

組織化と
人材配置

コントロール
と問題解決

リーダー 針路の設定
（将来ビジョン）

組織メンバー
の心の統合

動機づけと
啓発

表 1　マネージャーとリーダーの違い

（コッター『リーダーシップ論』より作成）
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忠実にコッター理論に沿って改革を行っていっ
たかがわかる。しかしその前に，ダイクが会長
に就任する以前のBBCが置かれていた経営状
況を確認しておきたい。

  3. 公共放送を取り巻く環境の変化

放送開始以来イギリスにおけるテレビ放送を
独占して来たBBCは，1955年に放送を開始し
たITVに，一時期70%―ITV側のデータに
よれば80%―もシェアを奪われ，深刻な危機
に陥ったことがあるが，その後は再び「安楽な
複占」（comfortable duopoly）を享受していた。
それが再び危うくなったのは，80年代に入って
からのことである。

 1）九死に一生を得た受信許可料制度
1980年代から90年代にかけてBBCにとっ

て最大の経営課題は，受信許可料による財
源を維持できるかどうかということであった。

“BBC嫌い”として知られたサッチャー首相の
下で，BBCは広告料導入を迫られ，受信許可
料による運営に終止符を打たれる寸前まで行っ
た。それだけに，サッチャーから政権を引き継
いだメージャー政府が94年に放送白書 11）を発
表し，その中で「現行の受信許可料制度を最
低限5年間（2001年まで）維持する」と約束し
たことは，「BBCの―というよりバート（John 
Burt）会長の勝利 12）」と見なされたのだった。

 2）デジタル時代への対応
もう1つの大きな課題はデジタル化への対応

であった。とりわけ90年代以降，放送業界へ
の新規参入や合併，企業買収などメディアの経
営をめぐる動きはめまぐるしいものになっていた。

しかし，この点についてもBBCはうまく対応
したと言ってよい。1998年には世界に先駆け
て地上デジタル放送を開始し，オンラインにも
いち早く「従来のテレビとラジオに続く第三の
メディアとしての重要な地位を与えて 13）」ヨー
ロッパ最大のアクセス数を誇るBBC Onlineを
成功させている。

 3）効率化と職員の士気の低下
1996年の特許状更新を乗り切るために，バー

ト会長は「バート革命14）」とも呼ばれる一連の
改革―局内市場システム，プロデューサー・
チョイスの導入，長年続いてきた組織の改正，
6年間で5,900人余りの人員削減―を行い，
BBCの効率化を図った。BBCのメディア担当
記者（Media Correspondent）ニック・ハイアム

（Nick Higham）はその記事の中でバート会長
のことを，「BBC史上，最も評価の分かれる会
長」（the most controversial director-general 
in the BBC's history）と書き，一連の「変革
の代償」（Cost of change）として，

（1） 執行部の肥大化，管理過剰，決定の遅延
（2） 制作者の士気の低下，効率を阻む官僚制
（3） 管理間接費の過剰，制作費の過少
（4） 新たなチャンネルの開始に伴う巨大化批判
（5）  BSkyB，ITV および Channel 4 との競争

がもたらしたスポーツ放送権の高騰
（6）  商業化が惹き起こした不公正競争批判
の問題を指摘している 15）。また，長年イン
ド特派員として活躍したマーク・タリー（Sir 
Mark Tully）記者は，

「バート会長は，番組について何の戦略もな

く節約や機構いじりを優先させている。BBC

とはどういうもので，どうなるべきであるかが

分かっていない。職員の多くは，ビッグブラ



46 　SEPTEMBER 2008

ザー 16）に常に監視されているように感じて，思

うことを自由に発言することもできない17）」

と述べ，バート体制下における「恐怖とへつら
いの支配（run of fear and sycophancy）18）」を
批判した。

2000年の初めにダイクがバートから承け継い
だBBCの内状は，上記のようなものであった。

  4. BBC の改革の道のりと
     コッター経営学

前任者とは異なる「経営」スタイルを持ち，ハー
バード・ビジネス・スクールにも学んだダイクは，
会長に就任する前から，「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 19）」と考えていた。就任
後直ちに改革に着手したが，「改革の全体にわ
たってコッター理論の影響は極めて大きかった。
改革のすべてのプロセスは，コッターの考え方
に沿って進められた」と関係者の1人，キャロラ
イン・ヴァン・デン・ブルル（Caroline van den 
Brul）は語ってくれた。ダイク在任中の4年間に
行われたBBC改革と，コッターの「8段階の企
業改革プロセス」を突き合わせてみよう。

 第 1 段階 : 危機意識を生みだす
コッターの最初の注意は，企業変革の最初

の段階で全組織が十分な危機意識を共有して
いないと，その改革は失敗に終わる，というも
のである。

ダイクは，就任早々，管理階層の平坦化お
よび管理間接費の大幅削減などを矢継ぎ早に
打ち出しながら，外部状況の変化の激しさ，
競争の熾烈化を職員に思い起こさせ，BBCと
いう大きな組織 20）に危機意識を植え付けてゆ

く。2000 年 8月のエジンバラ国際映像祭にお
けるマクタガート記念講演は，「今こそ変革の
好機 21）」という標題が示しているとおり，BBC
が置かれている状況に対する深い危機意識に
貫かれている。

 第 2 段階 : 変革を推進するための
               コア・チームを作る
① 到来した「絶好の機会」

企業変革の第2のステップは，推進のための
コア・チームを組織することである。

ダイクは，意識改革プロジェクトを起こすま
でに2年を費やしている。重要なきっかけは
2001年末に3人の外部出身者が理事会のメン
バーになったことで，ダイクはこれでBBCの企
業文化の改革が必要だと考える理事が「多数
派になった」と判断した。彼らの見るところ，

「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。22）」

ダイク以下の執行部にとって幸運だったこと
は，この時期，対外的に見るとBBCの経営は
安定していたという点である。ダイクは言って
いる。「……いまこそ意識改革を始める絶好の
機会だと私は判断した。組織の成績という点
で見ると，BBCは健康そのものだった。収入
はしっかりと保証され，放送する番組は競争力
があり，競争相手である民間の主要なテレビ
局は，広告料収入の落ち込みが原因になって，
それぞれが問題を抱えていた。23）」しかしそれ
だけでなく，スーザン・スピンドラー（Susan 
Spindler）が言うように，「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 24）」ことも，追い風になった
であろう。
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② 2 つの準備作業 : 「外部の先例に学ぶ」，
                        「過去の失敗を検証する」

プロジェクトを起こすのに先立って，ダイクは
2つのことを行っている。
・成功している企業の事実調査

その1つは，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」たこ
とで，派遣された3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。ダイク自身も同じよう
な視察旅行に出かけ，「いく先々で，われわれ
ができるであろう改革を目にした 25）」と述べて
いるし，創造性プロジェクトのリーダー，ヴァ
ン・デン・ブルルも多くの外部企業や団体を視
察し「外に目を向ける」ことの重要性を強調し
ている26）。
・過去の BBC 改革の検証

もう1つは，これまでBBCが行ってきた改革
の試みがなぜすべて失敗に終わったのかを検
証することであった。これには，テレビジョン
局長のマーク・トンプソン（Mark Thompson，
現 BBC会長）ほかが当たった。この作業から
わかったことは，過去の改革が失敗に終わっ
たのは，「そ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，経営の専
門用語（management jargon）が改革案の中
で多用されていたこと」などのためで，「とりわ
けわれわれが理解したのは，改革の提案を打
ち出すのであれば，数年の時間をかけてそうす
べきだということだった」と結論づけている。
③ コア・プロジェクトの発足

こうして就任から2 年後の2002 年の2月7

日に，「なせばなる」（‘Making it Happen’）
と名づけられたプロジェクトが発足する。こ
の名称は，直ちに，コッターの著作中にある

「MAKING CHANGE HAPPEN」という見
出し27）を思い起こさせる。

このプロジェクトは，番組制作にも豊富な経
験を持ち，BBC内のさまざまなセクションで上
級管理職として仕事をしていたスーザン・スピ
ンドラーによって率いられ，彼女のコア・チー
ムは，次のような主要テーマに取り組む7つの
グループを設立した。
（1） すべての職場で創造性を呼び覚ます

（2） 視聴者との結びつきを大切にする

（3）  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

（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）  すばらしい職場にする―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という雰囲気を作る

―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 28）

④ なぜ「チーム」なのか

コア・チームが実際にどのようなことを行っ
たかについてはスピンドラー自身の報告 29）を
お読みいただくことにして，ここでは，コア・
チームの結成に関連するいくつかの注意点を，
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コッターの著作から補っておきたい。
最も重要なのは，なぜ改革には「チーム」が

必要なのか，という点である。コッターは次の
ように言う。

どのような変革にも不可欠なこの種のリー

ダーシップは，一人の偉大な人物によってのみ

もたらされると結論しがちである。……しかし，

一人の人物には，たとえそれが専制君主のよう

なCEOといえども，すぐれたビジョンを生み，

そのビジョンを多くの人々に伝え，すべての大

規模な障害を取り除き，短期的な成果を生み，

数々の変革プロジェクトをリードし，かつ管理し

て，新しい方法を企業文化に深く定着させるこ

とはまず不可能である 30）。

そこで，チームワークが必要になる。
⑤ チームワークを乱す「エゴ」と「蛇」

「何としてもチームに参画させてはいけない」
2つのタイプの人材がいる，とコッターは言っ
ている。1番目は，強烈な「エゴ」を持つ人間で，
彼らは自らの個人的利害を制御することがで
きず，自己犠牲を払ってより大きな組織目標の
ために尽くすことができない。2 番目は，彼が

「蛇」と名づけているタイプで，この種の人物
は，「サリーにはフレッドのことを告げ口し，フ
レッドにはサリーのことを告げ口して，サリー
とフレッドの関係を悪化させることにかけては
きわめて優れた才能を発揮」すると言う。「チー
ムワークにとって不可欠の要件であるチーム
内の相互信頼関係を破壊する」ことを理由に，
断固たる対応をコッターは勧めている 31）。

 第 3 段階 : ビジョンと戦略を練る
企業文化の変革は一朝一夕にできるもので

はなく，長期間の努力や多額の出費などを必
要とする。その際，優れたビジョンおよびその

ビジョンに伴って立てられた戦略は，無益な
混乱や必要以上の浪費を避ける上で極めて効
果的である。コッターによれば，優れたビジョ
ンおよび戦略は，「われわれを取り巻く世界は
このように変化している。そこでわれわれがこ
のような目標を立て，さらに目標を達成してい
くために，こうした新製品開発（あるいは企業
買収，品質向上プログラム）に取り組むべき重
大な理由が求められるのだ 32）」ということを明
言するものである。

そのメリットは，要約すれば，第1に，目標
が明確であることによって，それぞれの現場
で迫られる判断を助け，第2に，各段階にお
いてビジョンを実現するために有効な諸個人
の創意工夫を生み出し，第3に，大きな組織
でも職員の意思を目指すべき方向に結集させ
ることができる，という点にある。

これまでの改革失敗の反省に立って，ダイ
ク会長は「『なせばなる』のプロジェクトを立
ち上げた日に，BBCの職員は希望すれば誰
にでも改革に参加する機会が与えられると述
べて，それを彼らに約束した 33）。」

これを受けて，コア・チームは「考えてごらん」
（‘Just Imagine’）という仕組みを考え出す。
これは，職員の成功・感動体験をできるだけ
多くの人々に共有させ，そこから職員の一体感
を釀成するのに役立った。参加者には，「その
ようなすばらしい経験を常に期待できるように
するためには，組織はどのように改革されなけ
ればならないと思うか」という問いかけが投げ
かけられた 34）。

他方，400人にものぼる上級の管理職に対
しては「先駆け」（‘Leading the Way' ）と呼
ばれる大規模な会合が定期的に開催された。
メンバーの中には開催に頑強に抵抗したもの



49SEPTEMBER 2008

もいた。しかし，ダイクに招かれて最初の会
合でコッターが直接に語ったリーダーシップ論
は，出席した幹部職員たちに深い感銘を与え，

「その特別な催しは，400人の職員が構成する
グループを強固なものにするうえで，きわめて
効果的だった 35）」とダイクは記している。

こ の ほ か にも，「 大 い な る 対 話 」（Big 
Conversation）という大規模なイベントがあ
る。世界中のBBCを回線で結んで実施したこ
の催しは，全職員の63%に当たる1万7,000
人が，「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」討議に参加したという，イギリス最大の
社内コミュニケーション行事であった。この催
しを通じて「3,500以上の質問が寄せられた」
と報告されている 36）。

このような全 BBC局内の分厚い議論の中か
ら，自前のビジョン，6つの基本的な価値が
プロジェクトの手でまとめ上げられた。

（1）  BBC が基本にしていることを信じよう。
BBC は独立した，不偏不党で，正直を
旨とする組織である。

（2）  われわれの仕事の中心に存在するのは
視聴者である。

（3）  質の高い番組を届けることに誇りを持ち，
お金の価値を認識しよう。

（4）  創造性こそがわれわれの組織にとっての
活力源である。

（5）  職員相互が尊敬し合い，違いを認め合うこ
とによって，すべての人間がベストをつくせる。

（6）  BBC は一つである。われわれが団結して
働くときに，すばらしい結果が生まれる 37）。

ダイクがその著書の中で誇っているように，
「組織が何を目指すかということをこのように明
確に表現したのは，BBCの80年の歴史でこれ
が初めて」のことであった。「一連のその価値

基準は，……会長である私やBBCの理事会が
作成して，彼らに提示したものではなかった。
提案は職員から出てきており，それだけに職員
全体からすれば受け入れやすかった。」

以後のBBCは，このビジョンの実現に向
かって進んでゆくことになる。

 第 4 段階 : ビジョンを組織に周知徹底する
出来上がったビジョンは組織内のすべての

職員に明確に示され，かつ十分に理解されな
ければならない。別

わ

けても，放送局内におけ
るコミュニケーションの重要性と難しさについ
て触れているのは，スピンドラーである。

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，……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。……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38）。

BBCは，早い時期から「フィルムとビデオ
の利用に力を入れ」ている。プロジェクトのた
めに，優秀な番組制作者や記者たちを短期
間通常業務から外して集めた専属の制作チー
ム（communication team）が設けられ，プロ
ジェクト関連の話を紹介するためのビデオが作
成された。すべての職員に向けたダイク会長
のメッセージのインパクトがビデオのおかげで
増大した，従来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，と言う39）。
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 第 5 段階 : 職員の自発的な行動を引き出す
BBCの改革においては，すでに述べたさ

まざまな局内イベントのほかに，大ブレーンス
トーム（The Big Brainstorm40））を通じて，
具体的な番組提案についても非制作畑の職員
の創意工夫を引き出す試みが行われ，他方，
こうして職種の壁を越えて意見や提言を行うこ
との有効性が実感されていった。

 第 6 段階 : 短期的な成果を上げ，
　            変革の効果を実感させる

企業もそこで働く人間も生き物である以上，
遠い将来に約束されている望ましい未来像だ
けを当てにして生きてゆくことはできない。そ
の時点その時点で，「これが改革の成果だ」，

「改革に取り組んで良かった」と多くの人に思わ
せる短期的成果の必要性はそこから生じてい
る。ここでは具体的な事例に触れることはでき
ないが，仕事の進め方から日常生活における
必要にいたるまでさまざまな問題について，改
革プロジェクトは成果を局内ビデオや局内誌
Arielなどのメディアを駆使して，全組織に知ら
しめている。筆者が見せてもらった「なせば
なる」プロジェクト制作のBBC局内用ビデオ
Celebration の冒頭には，さまざまな立場の職員
が語った変革の喜びと将来への期待の声がフ
ラッシュで紹介され，この時期のBBC内の熱
気を示していた。

 その後の諸段階について
コッター理論には，上記の6 段階に次いで，

第 7 段階 : 成果を活かして，さらに変革を推進する

第 8 段階 : 絶えず変化に対応できる企業文化
を定着させる

という段階が続いているのだが，それらにつ

いては BBC のケースを紹介することができな
い。なぜなら，2004 年の 1 月末，イラク戦
争報道をめぐる「ギリガン事件」の責任を負っ
てダイクが会長を辞任せざるを得なくなり，彼
の企業文化変革プロジェクト「なせばなる」も
終わりを遂げたからである。

  5. 21世紀における
     公共放送の経営とは何か

以上，駆け足でBBCの改革プロセスを見て
きた。これは1つの事例に過ぎないが，ここ
から読み取れる21世紀の放送経営，とりわけ
公共放送の経営に関するいくつかの問題に触
れて，この稿を閉じることにしたい。

 1）時代の変化，「経営」の変化
20世紀を通じて放送は，他の業種ほど経

営の難しい事業ではなかったように思われる。
BBCのような「大きな公共放送」はほぼ安定
して受信許可料収入を見込むことができたし，
商業放送にしても“寡占”や“護送船団方式”
によって，選ばれた少数者の特権を行使するこ
とができた。放送局は「ジャーナリズム」を盾
に，「経営」という思想を拒否ないし無視するこ
とが可能だったのである。

しかし，1980 年頃から目立ってきたさまざま
な経営環境の変化の影響は，それを許さなく
なった。とりあえず公共放送に論点を絞れば，
次のような事情が生じた。
① 受信許可料支払者に対する説明責任

或る種の「義務」としておとなしく受信許可
料を支払っていた視聴者は，商業ベースのサー
ビスが充実して来るにつれて，「なぜ受信許可
料を支払わねばならないのか」について明確
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な説明を求めるようになり，事業運営について
も効率性を要求するようになった。
②「公正な競争」の要求

視聴者だけでなく，放送についての競争相手
である商業的諸勢力は，公的費用でまかなわれ
ている公共放送のサービスが，公正な競争を阻
害しないことを強く求めるようになって来ている。
③ 公共放送の経営にも必要になって来た

「財務」と「リーダーシップ」

このような一連の変化の帰結として，公共
放送は「良質の番組を作る」だけでは立ち行
かなくなった。これまでと同じように良質の番
組を作るにしても，商業放送に負けないだけ
の効率で，しかも，経済市場における公正な
競争を阻害しない形で作らなければならなく
なったのである。そこから，1つには，ダイク
が述べているように「財務（finances）を理解
しない経営者は欠陥経営者だ 41）」ということ
になり，もう1つには，効率的に優れた番組を
作り続けてゆくための組織を運営するリーダー
シップが求められることになる。

米コロンビア大学スクール・オブ・ジャー
ナリズム（Graduate School of Journalism， 
Columbia University）のリチャード・ウォー
ルド（Richard Wald42））教授は筆者に，概
略次のように語った。

「アメリカでも，以前はビジネス・スクールな

どをバカにしていたメディアの幹部たちがここ

へ来てビジネス・スクールに通い始めています。

御存知のように，近年，メディア産業の勢力地

図が変わり，インターネットが広告費のシェア

を伸ばすなどで，メディアの収益構造にも大き

な変化が起こっています。これからどうやって

収益を上げてゆくかというのは，アメリカのメ

ディアにとって喫緊の問題なのです。」

  2） 研究・教育機関における変化への対応
本文中で触れてきた以外の，研究・教育機

関の動きをいくつか紹介しておく。
① アシュリッジ・ビジネス・スクール

BBCでは，「なせばなる」プロジェクトの活
動の結果として，職員たちの強い要請で4,000
人の管理職にリーダーシップ向上のための再研
修を受けさせることになった。このことは，企
業のトップだけでなく，各レベルにリーダーシッ
プが必要だということを示している。この研修
はアシュリッジ・ビジネス・スクール（Ashridge 
Business School43））で行われた。同校関係
者は，BBC改革への対応が，同校の教育内容
だけでなくイギリスにおける経営学の転換にま
で影響を与えたと述べている。
②米 SRI International

財務というよりはリーダーシップの訓練とい
うことになるが，BBCの「なせばなる」推進プ
ロジェクトは，米カリフォルニアに幹部職員を
派遣してSRI Internationalの創造性開発研修

（"Discipline of Innovation" Workshop）を受
講させている。この講座は新しい価値の提案
をグループ討議で高めてゆく方法に関するもの
である。BBCがこの方法で成功したという情
報は欧米では広く知られ，その後，デンマー
ク・ラジオ放送（Danish Radio）やディスカバ
リー・チャンネル，Swisscomなどの団体や企
業が職員をイノベーション・ワークショップに
派遣してきたという。
③コロンビア大学 J スクール

コロンビア大学のスクール・オブ・ジャーナリ
ズムでは，2年ほど前からメディア幹部のため
のリーダーシップ講座（The Punch Sulzberger 
News Media Executive Leadership Program）
を開始している。参加者は会社の推薦が必要
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で，ほぼ1年の間に，合計3週間と2回の週末
に講座に出席し，与えられた課題をこなさなけれ
ばならない 44）。同校のウォールド教授によれば，
ビジネス・スクールで教える会計学（accounting）
などは含まれていない。また，担当のモーガン
氏（Arlene Notoro Morgan, Associate Dean 
of Prizes and Programs）は，メディア関係者
の特性に配慮して，集中的な座講を避けてプ
ログラムを組むようにしているという。

 3） 企業文化・一体感・終わりなき変革
現代的諸条件の下での改革について，３点

ばかり補足をしておきたい。
第1は，企業改革はそこに働く諸個人の意識

―気持―を切り替えるだけでは不可能だ
という点である。コンプライアンスにしろ倫理
にしろ，個々の職員の意識を変えることと考え
られているケースが少くないが，問題は「個人
の意識」ではなく，諸個人を超えた「企業の文
化・風土」にある。BBCのケースは，「意識改革」
が「企業全体の文化の改革」でなければならな
いことを示している。

第2に，その際に組織を心理的に一体化す
るのは，指導者の仕事だということである。ダ
イクが，「財務を理解しない経営者は欠陥経
営者だ」と述べていることは前に触れたが，
指導者が財務を理解できないと，「人的資源
とか，戦略とか，資材などを担当する支援部
局が組織の全体を動かすことになってしまう
危険が発生する」と彼は言う。「そうした部局
と部局の責任者に対しては，彼らの任務はあ
くまでも支援であるということを，折に触れて
しっかりと理解させなければならず，それを理
解するのも指導者の仕事である 45）。」

第3に，コッターは現代における企業変革

が，継続的学習を必要とする不断のプロセス
であると説いている。変化する顧客と市場に対
応するため，企業の変革も終わりなき変革にな
らざるを得ない。最早，次の常態を目指す変
革ではなく，変革それ自体が常態であることを
覚悟しなければならない。

放送開始当時の状況とは打って変わって，
「技術革新のスピードアップ，国際競争の激
化，市場での規制緩和」など「ビジネスの世
界で競争と変化が激しさを増している 46）」状況
を生き残ってゆくために，新しい企業文化と，
力を合わせて外部と戦ってゆく職員の一体感
をどう作り上げるかが，21世紀の放送経営に
とっての最大の課題となっているように感じら
れる。

（よこやま しげる）

注：
1）ジャーナリズムを「利益追求のためのビジネ

ス」とみなすか，医師や弁護士の仕事のよう
に，人々に奉仕する「パブリック・サービス」
と考えるかの対立については，別府三奈子

『ジャーナリズムの起源』世界思想社，2006 年
を参照されたい。

2）Greg Dyke， Inside Story， Harper Collins， 
2004. 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，157-158 ページ。以下，引用文については，
漢数字を算用数字に替えたほか，必要に応じて，
細部に若干の変更を加えた個所がある。

3）ダイク，前掲書，163-164 ページの訳者・平野
次郎による解説を参照されたい。

4）ダイクが行った BBC 改革の一部については，
横山滋「BBC の意識改革① 創造性向上のため
のWatering Holeの方法」，『放送研究と調査』
2007 年 1 月号，32-49 ページを参照されたい。

5）John P. Kotter， John P. Kotter on What leaders 
Really Do， Harvard Business School Press， 
1999. ジョン・P・コッター『リーダーシップ
論』，黒田由貴子監訳，ダイヤモンド社，1999 年，
12-13 ページ

6）ダイク，前掲書，159-160 ページ
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7）ダイク，前掲書，159 ページ
8）ダイク，前掲書，159 ページ
9）John P. Kotter， Leading Change， Harvard 

Business School Press， 1996. ジョン・P・コッ
ター『企業変革力』，梅津祐良訳，日経 BP 社，
2002 年 ; John P. Kotter， Dan S. Cohen， The 
Heart of Change: Real-Life Stories of How People 
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