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に携わり、上場企業の外部監査役、社外取締役なども務める。
00年からはMBAスクール、企業研修の講師としても活躍し、09年
にビジネスでの実践力を高めるための研修、「OJT代行」を掲げる
シンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログ
ラムや、アクションラーニングを多数提供している。 
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 本冊子は ITメディアエグゼクティブhttp://mag.executive.itmedia.co.jp/に、2011年5月から12月にかけて掲
載された、連載【ファシリテーター型リーダーの「巻き込み力」】を編集したものになります。 
 
 この連載では、シンスターが創業当時から、ビジネスにおいて最も重要なスキルの一つとして掲げてきた「巻き込み力」を
取り上げ、組織においてビジネスを推進する際に、どのように「人を巻き込む」事が最適か？を具体的なケースを題材にし
て解説しました。 
 
 ビジネスにおいては、一人の力でできることは限られています。そして、ビジネスの成果を最大化するためには、より多くの
人の知恵と力を借りるために、その人たちを巻き込んでいかなければなりません。また、その時に一番大事なポイントは動
いてほしい相手に「自らの意志で進んで協力してもらえる」ように巻き込むことなのではないでしょうか。  
 
 シンスターの看板研修として、今では1000名を超える方が受講をした「巻き込み力」。今までその人のセンスや過去の
経験に基づいて行われることが多かった「人の巻き込み」を、体系化して理論的に学ぶことで、確実にビジネスのゴールを
達成する確度が上がります。 
 
 「巻き込み力」研修では、単に巻き込みのコツを学ぶだけでなく、皆さんの実務における「人の巻き込みの課題」を、巻き
込みマップや巻き込みプランをシートを使い、考えて頂きます。本連載執筆時よりも、研修内容はさらにバージョンアップさ
れておりますので、詳しくはお問合せください。 
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ファシリテーター型リーダーの「巻き込み力」 
～ファシリテーター型リーダーとは何か？～ 

  
強い日本の再興に向け、国や企業を動かしていくリーダーにはどのような力が必要なのか？グローバル化の進
展と日本市場の超成熟化が、ビジネスの多様性を大きく高めた。さらに、この度の震災は日本企業にBCPの必
要性を改めて突きつけ、今後の成長戦略策定の難易度を上げた。このような環境下で変革を成功裏に収める
ためには、国も企業も「自前主義」にこだわってはならない。自身よりも優れた、あるいは自身の足りない部分を
補完してくれる能力を持つ他者をうまく巻き込み、最終的な目的を達成するためのプロセスと場をマネジメント
するリーダーシップが求められるのである。 

ファシリテーター型リーダーとは何か 

  

1 

 「ファシリテーター型リーダー」という言葉は、読者の皆さんにはあまり耳慣れない言葉かもしれない。しかし、ファシ
リテーションに関しては、皆さん良くご存じのことと思う。会議などを運営する能力として、最近は人材育成プログラム
の一つに取込んでいる企業も多いと思う。言うまでもなく、必要なメンバーに積極的に参加し、活発に意見を出して
もらう、会議の目的を達成するために必要なスキルである。 
 
 このような会議をうまく運営するスキルは、「狭義」のファシリテーションと言える。「広義」のファシリテーションは、ビ
ジネスの目的を達成するために、必要な会議を企画し、必要なメンバーに参加してもらい適切な結論を導き、その
結果を実行に移し、実行結果に応じてまた必要な会議を企画するというプロセスを繰り返して、ビジネスの目的を達
成する能力、つまりビジネスの目的を達成するためのプロセスと場をマネジメントする能力である。 
 
 言葉で書くと簡単だが、これを実行するのはどんどん難しくなってきている。なぜならば、上述したようにビジネスが
多様化していると同時に、人や組織も多様化してきているからである。 
 
 時代背景に応じ、右肩上がりの時代には親分肌の現場監督型リーダー、あるいはスーパーマン型のリーダーが、
市場の成熟化が進む時代には企業のあるべき姿を描くビジョナリー型リーダーが必要だと言われた。内部・外部環
境の多様化が加速度的に進む現代では、どのようなリーダー像が求められるのであろうか。 
 
 それは、統率力だけでも個人力だけでもなく、会社方針に応じた自分なりのベクトルを作り、必要に応じて内外・上
下左右の人材を巻き込んで、適材適所で全員をファシリテーターにしながら、ビジネスゴール達成に向けて一連の
プロセスと場をマネジメントできるリーダー、つまり「ファシリテーター型リーダー」なのである。（図１参照） 

 【図１ ファシリテーター型リーダーとは】 



 多様化に対応できるリーダーであるファシリテーター型リーダーには、どのようなスキルが求められるのだろうか？ 
例えば、昨今多くの企業が取り組んでいるオフィスビルでの「環境対応ソリューション」を作ろうと考えたとしよう。この
ソリューションの構成要素は、温度、湿度、照度などを計測する各種センサー、計測値を分析するソフト、電力など
を制御するスマートメーター、これらすべてをつなぎ合わせるネットワークとサーバーなどである。 
 
 さらに、ソリューションとして導入するお客さまが運用できるようにするために、 
環境ポリシーの策定とその運用プロセスと体制の構築が必要となる。これらの 
技術要素を全て開発し、コンサルティングまで提供することを1社だけで行える 
企業はほとんど存在しない。そもそも、自社でどのようなことに取り組むべきかと 
いう「ビジネス着想力」が必要であるが、それを実現するためには内外の必要な 
他者を「巻き込む力」が必要なのである。 
 
 また、巻き込む他者も多様化しているため、従来のリーダー以上に高いコミュニケーション能力なども求められる。
例えば、グローバル化という観点から考えてみると、当然のことながら日本とは価値観の異なる文化で生活してき
た人の言動に対する理解力が求められる。 
 
 日本社会でも、ゆとり教育で育ってきた、そしてITネイティブといわれるほど子供の時からPCや携帯電話を使いこ
なしてきた新たな価値観を持った人の力を引き出さなければならない。 
 
 つまり、自分の力だけで周囲を引っ張っていくというよりは、自身の力を最大限に出しつつ、必要な他者を巻き込
んで、その人たちの力を最大限に発揮してもらうためのスキルが必要なのである。（図2参照） 
 

ファシリテーター型リーダーに求められる要件 
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 【図2 多様化の時代に必要とされるファシリテーター型リーダーの要件】 



ケースで考える巻き込み力 基本編 
～組織はなぜ動かない？５Ｓ活動推進を例に～ 

 
前コラムでは、ファシリテーター型リーダーの定義とその要件に関して解説したが、次に、ファシリテーター型リー
ダーが発揮すべき「巻き込み力」とは具体的にどのようなものかを理解するために、身近なケースを題材に解
説していこう。 

組織はなぜ動かない 
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 星（ほし）新五（しんご）は、ある玩具メーカーの関東営業所営業2課に所属する 
営業マンである。W大を卒業して8年、同社の営業として頑張ってきた功績を認め 
られ、今年主任に抜擢された若手のホープである。星の所属する関東営業所は、 
総勢35名。 
 
 営業1課と2課があり、営業2課は、課長、係長、主任に加え、営業が10名（男性 
7名、女性3名）、営業事務（女性）が3名で構成されている。会社の業績は、少子 
化のトレンドに加え、長引くデフレの影響も受け、今期も減収減益となっている。 
 
 市場ニーズに応える商品開発や売上向上のための販売促進活動を行うなど、全社をあげてさまざまな取り組み
がなされていたが、十分な成果には結びついていなかった。このような施策の効果を上げるためには、社員のモチ
ベーションアップの取り組みが必要なのではないかと星は常々考えていた。 
 
 ある日、このような厳しい状況下でも着実な業績アップを実現している小売りチェーンを訪問した星は、お客様の
購買部の様子を見ていてある事に気が付いた。どの机もきれいに整頓されており、書類が山積みになっている机は
1つもない。書類棚も整理されており、トイレも清掃が行き届いている。 
 
 そこで、担当バイヤーの山下課長に「御社の皆さんは、机の上をきちんと整理していて素晴らしいですね。どうやっ
ているのですか？」と聞いてみた。 
 
                    「星さん、良いところに気付いてくれますね。数年前から製造業でやっている5S活 
                   動を取り入れてみたのですよ。気持ちよく元気に仕事をするには、まずは各自の身 
                   の回りからって事でね。やっぱり、身を正すと自然と“しゃきっ”として、仕事に身が入 
                   るのだと思います。この活動がうまく行き出してから皆の仕事にもミスが少なくなり、 
                   なんとか目標も成できているのだと思っています。」この話を聞いた星は、営業2課 
                   でも是非この活動を取り入れて、各自のモラル・モチベーションアップにつなげたい 
                   と考えた。 
 
 数日後の課の全体会議で、星はこの事をメンバーに話し、自分たちもお客さまに見習ってこの活動を行うべきでは
ないかと提案した。その話を聞いた近藤課長は、「星、良い事を言うなあ。是非実践しよう！まずは、俺の机の上か
らだな。皆も実践してくれ。」と話し、星をこの活動のリーダーとして課で取り組むこととなった。 
 
 会議が終了すると、数名のメンバーは早速机の上を整理し始めた。翌日の朝には、営業事務のメンバーが課の
皆の机の上を拭いてくれていた。星は、皆が自分の考えを理解し、賛同して積極的に取り組んでもらえると、きれい
に片付いた事務所で皆のモチベーションが上がり仕事に取り組めるようになると嬉しく思っていた。 
 
 しかし、この会議から1週間も経つと徐々に机の上を整理しないメンバーが出てきた。部下の吉田君（男性・28歳）
の机が1番散らかっていたので、星は「吉田君、ちょっと机の上が散らかりすぎているよ。これじゃミスもしやすくなる
から、毎日片付けるようにしないと。」と注意した。 
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 すると、「主任、今から外出なので帰ったら片しますよ。すみません。」と苦笑いしながら答え、いそいそと出かけて
しまった。課長の机に目をやると、課長の机も以前の状態に戻っていた。 
 
 星は、「課長、お願いしますよ。課長から率先して片付けてくれなくちゃ。」と声をかけた。近藤課長は、「いやぁ、す
まん、すまん。気をつけるから」と言って、一応その時は書類を簡単に整理して見せた。星は、自分の仕事もあるの
で、その程度の声掛けをして外出した。 
 
 会議から2週間も経つと、課の机の上はほとんど以前の状態に戻ってしまった。 
最初に机拭きを協力してくれた営業事務で1番若手の田中さんに、「皆、ちっとも 
きれいにしてくれないね。うちの会社では、整理整頓は無理なのかな？」と星は 
声を掛けた。「そんなことないですよ。きれいにしていた方が、気持ち良いのは皆 
一緒ですから。私も、机の上を片付けてくれるように頼むように心掛けますね。」 
と言ってくれた。 
 
 その言動にも期待をかけてもう1週間様子を見たが、一向に改善の兆しは見えなかった。 
 
 そこで、星はまた課の全体会議で話をした。「皆さん、５S活動はどうなっているのですか？ 皆さんもこの活動を実
践しようと賛成して頂いたと思うのですが、現在の2課を見渡してみると一向に改善していません。」すると、星の5年
先輩の高橋係長が「星君、皆も気にかけているのだよ。でも、なかなか思ったように直ぐには出来ないのだと思うよ。
やり方を変えてみてはどうだろう？」と答えた。その話を受け、吉田君は「主任、申し訳ないですが、外回りが忙しくて
とても時間がありませんよ。主任に時間があるのだったら、主任が片して下さいよ。」と付け加えた。「ふざけるな！」
と心の中で思いながらも、星は黙ってしまった。 
 
 総論は賛成するが、なかなか実行されない、組織が動かない。分かりやすくするために、今回のケースは少々極
端に書いたところもあるが、このような事例は多くの企業で良く見受けられる。星主任の活動のどこに問題があるの
か。皆さんは、どう思われるだろうか。この星主任の行動を「巻き込み」のプロセスに照らし合わせて解説しよう。 

目的と目的達成の手段を個人・組織で考える 

 星君の提案した取り組みの根っこにある目的は、「社員のモチベーション向上」である。そして、この目的意識は
「社員のモチベーションを上げて業績も上げたい」というところからきている。つまり、真の課題は「業績を上げるため
にどのような取り組みをするか」にあり、この課題を解決するためには、 
 
 ・攻め方を変えて効果を出す 
 ・攻め方は今のままで効果を出す 
 
という2つのアプローチのどちらに優先順位を置くかはまず考えるべきである。そして、「今の攻め方でも十分に効果
を出し得る」と考えられるのであれば、 
 
 ・組織／個人の能力を向上することで生産性を向上する 
 ・無駄やミスを少なくして生産性を向上する 
 
という2つのアプローチを考える事になる。星君の提案した「5Sによる仕事場 
の環境改善」という施策は、直接的には「ムダやミスの減少」につながるが、 
社員の「姿勢」を正すことで「やる気を高める」事も狙っているように思える。  
 
 確かにこれは1つの施策として検討に値するが、その施策のメリット・デメリット、更には他の施策を検討した上での
優先順位も考えておく必要がある。その上で、この施策を提案するにしても、 
 
 ・この施策が生み出す効果 
 ・現在、自部署で5Sが実践できていない理由、原因 
 ・どのような手法を用いることで5Sが実践できるか 
 
の案は、考えておかなければいけない。 
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実行時の巻き込みプランを立てる 

 このような事を個人だけで調査したり、考えたりしても限界がある。そこで、今回のケースであれば、 
 
 ・5S活動で成果を上げている（ように見える）取引先、取り組みを紹介してくれた山下課長 
 ・5Sを実践していて成果をあげていると思われる自社の部署や個人 
 ・自部署の課題を普段から考えていると思われる人物 
 
を巻き込んでブレインストーミングなどを行い、目的達成のために考え得る施策と効果、具体的な取り組み方法と実
施に向けてのメンバーの負荷など議論し、取り組みの優先順位も検討した上で提案すべきだった。 
 

 組織として取り組むべきベクトルを定める事ができれば、次に行うべきことはオーナーの特定である。今回のケー
スでは、星君がリーダーとしてオーナーシップを持ち続ける事はもちろん重要である。しかし、組織の取り組みでは自
分よりも職位が上の人や他部署の人、取り組みに積極的に賛同しない人も動かす必要があり、自身の力では不十
分と思われる時には適切な人にオーナーになってもらう必要がある。 
 
 このケースでは、本来は近藤課長にオーナーになってもらうのが適切と思われるが、 
自身の5Sへの取り組みや会議で星君を支援していないところから判断すると適任では 
ないだろう。課内では、「他のやり方も考えてみては」と取り組み継続を支援する姿勢を 
見せている高橋係長の方が適任かもしれない。 
 
 あるいは、この取り組みを営業2課で始めて、実績を出せば全社に広げていくという 
考え方があれば、より上位の人が適任かもしれない。 
 
 いずれにせよ、「組織を動かす」という観点から、取り組みを後方から支援し必要に応じて権限も移譲できる人に
オーナーになってもらえるような巻き込みを行う必要がある。 
 
 実行に向けて最も大事なのは、誰にどんな役割を担ってもらい、取り組みをいかに成功させるかのプランである。
組織の中には、取り組みに賛成の人もいるが、中立、時には反対の人もいる。中立の人には、出来る限り目的、趣
旨を理解して、賛成の立場になってもらう必要がある。 
 
 反対の人には、できれば賛成してもらえるようにしたいところだが、難しい場合も多い。しかし、反対の意見を持ちつ
つも、少なくとも表だった反対の言動や、取り組みの妨害をしないように考慮する必要がある。また、個々人により知
識、スキル、行動力や余力にも差がある。適切な人に必要な役割を担ってもらえるように、関係者を誰が、いつ、ど
のように巻き込んで行くかのプランを立てておくのである。 
 
                    例えば、今回の取り組みでは吉田君をうまく巻き込めれば活動は大きく前進する 
                   かもしれない。吉田君は、その言動から判断すると、5S活動の優先順位は低く、会 
                   議の場でもその活動を否定するかのような発言をしている。このような人を前向きに 
                   できれば、その他のメンバーへの影響も大きいと思われる。 
 
                    では、吉田君をいかに巻き込むか。いろいろな方法があると思うが、例えば吉田君 
                   が一目置いている上司を巻き込むのも1つの手である。高橋係長がそのような人物 
                   であるとすれば、高橋係長の考える実行手段も一緒に話し合った上で、高橋係長 
                   から吉田君を指導してもらう方法もある。 
 
 あるいは、若手の田中さんを巻き込んで協力してもらってもよい。例えば、田中さんに手伝ってもらって、吉田君が
いる時に吉田君の机の上を整理するのを手伝ってもらう。そこで、吉田君でも簡単に机の上が整理できるようなやり
方をうまく伝え、短時間で実践できるようにする。 
 
 更に、机の上を整理しておくとムダやミスが少なくなる事が実感できるようにできればなお効果的である。しかし、こ
のような取り組みではなかなか効果を実感できないかもしれない。 
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目的を共有して行動に移す 

 最後に、行動を起こす際に最も肝要な「目的の共有」に関して触れておく。星君は、5S活動を行ってうまくいって
いる取引先を見て、その活動を当社に取り入れるべきだと提案したが、周りのメンバーはそれを見ていない。 
 
 取引先では、なぜうまくいっているのか、どうやっているのか、その取り組みの効果がどれだけ出ているのか、具体
的にイメージを持てないメンバーもいる。そこで、いきなりこの活動を実践しようと言っても、なかなか納得できないだ
ろう。 
 
 中には、「忙しくてそれどころじゃない。何を言っているのか。」などと思っているメンバーもいるかもしれない。関係
者の「納得」を得るためには、できるだけ具体的に趣旨と取り組み内容を説明しなければいけないのである。 
 
 当然、説明だけで「納得感」が得られない場合もあるので、その際には実行計画 
の中で具体性を持ってもらうために何を用意しているかも説明すべきである。そして、 
この活動のメリットが何か、どうやったら実現できるのか、何を協力してもらいたいのか、 
役割分担をどうするかなどを、どちらかというとこのような取り組みに後ろ向きになる人 
の感情にも配慮して説明する必要がある。 
 
 また、自分で説明するより、他の人が説明した方が全員の賛同を得やすいので 
あれば、そこも考慮すべきである。何事も最初が肝心。上述したプロセスをしっかり 
踏み、必要な人を巻き込んで事を起こす必要がある。 
 
 今回は、「巻き込み」の具体的なプロセスを理解するために、身近な分かり易いケースで行動を起こすまでの解説
をした。しかし、実際には、行動を起こしてから発生する状況の変化にいかに対応して目的を達成するかが非常に
難しい事は、読者の皆さんは十分分かっていると思う。 
 
 次回からは、もう少し広いテーマのケースを題材に、実践で具体的にどのような「巻き込み力」が求められるのか、
場面、場面でどのようなスキルが必要になってくるのかを解説していこう。 
 

 そのような場合には効果を出している人に協力してもらえるようにするのが有効である。例えば、取引先の山下課
長を巻き込んで、自部署に来てもらい具体的な取り組みの話をしてもらったり、あるいは現場を見学させてもらったり
するのも有効である。必要に応じて社内だけでなく社外も巻き込むことで、より効果的な取り組み手法を考えること
ができるのである。 
 
 取り組みの全体像を俯瞰し、関係者間の相関関係を洗い出し、取り組みに対する個々人の考え、能力などを整
理した上で、関係者に担ってもらう役割を考え、巻き込みプランを立ててから行動すると、より効果的な実行計画を
立てる事が出来る。 



ケースで考える巻き込み力 実践編 
～ビジネスの効果を最大化する巻き込み力    
         出版社の電子書籍プロジェクトを例に～ 

 
前のコラムでは、身近なケースを題材にしてファシリテーター型リーダーが発揮すべき「巻き込み力」とは具体
的にどのようなものかを解説した。このコラムでは、ある出版社の電子書籍への取り組みを題材に、人の「巻き
込み」スキルを実践的に活用するためのポイントを解説していく。 

リーダーを引き受けるに際して考えるべきことは何か？ 
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 2010年の書籍・雑誌の推定販売金額は前年比3.1％減の1兆8748億円と、6年連続の減少が続いている。若者
の活字離れというトレンドとともに、インターネットの普及による無償の情報提供サイト（個人のブログなどの情報提供
含む）の増加が主な原因と言われている。この潮流は、出版社にとって書籍・雑誌の売上減とともに、雑誌での広告
収入減という非常に厳しい状況をもたらしている。 
 
 一方、2010年は「電子書籍元年」とも言われ、複数のメーカーが電子書籍端末 
を発売すると同時に、複数の電気メーカー、出版社、書店、eコマースなどの企業 
が電子書籍販売サイトを立ち上げ、ネット時代の新たなコンテンツビジネスに取り組 
み始めた。 
 
 これは、出版社にとって現在の苦境から脱する大きな機会の1つであり、多くの 
出版社にとって電子書籍ビジネスにいかに取り組むかは喫緊の経営課題となっている。 
 
 豊かな生活社は、現在の環境変化で苦戦を強いられている創業60年の典型的な出版社である。社員数は100
名、趣味・実用分野の雑誌・書籍を中心に出版を行っている。3代目社長の高杉健一は現在48歳であり、営業職で
10年ほど経験を積んだ上で、2年前に父親の後を継いで社長となった。 
 
 高杉社長は、読者のネットシフトに対して雑誌に連動したサイトを構築するなどの対応策を昨年から講じてきたが、
出遅れ感を否めなかった。そこで、電子書籍に関しては現在のトレンドに乗り遅れないようにしたいと考え、経営会議
で編集部の高橋部長に検討を命じた。 
 
 高橋部長は現在52歳であり、他社での経験を含め30年間編集業務に携わってきたベテランである。当然のことな
がら編集に関しては自信を持って仕事をしているが、ITに関しては自他共に認める門外漢である。電子書籍の動向
に関しても、これまで報道などは注意して読んでいたが、自身ではほとんど検討してこなかった。 
 
 そこで、豊かな生活社としてどのような取り組みを行うべきかを、月次で行っている編集部会議で編集長に相談し
てみることにした。 
 
                    豊かな生活社の編集部は総勢24名で、主要6分野に編集長を配している。編集 
                   部会議では、各編集長が自分の担当する書籍・雑誌の今後の企画案、および現在 
                   進んでいる企画の進捗状況を報告している。 
 
                    高橋部長は、通常の報告、議論を行った後、電子書籍に関しての取り組みを行う 
                   ように社長から話があったことを伝え、どう取り組むべきか参加者から意見を聞いて 
                   みた。 
 
                    しかし、これまで紙媒体主体の出版を行ってきたメンバーの多くは、高橋部長同様  
ITに関して疎く、なかなか具体的な取り組みの方向性のヒントになるような意見が出ない。高橋部長には、他社の動
向などを見極めてから具体的な取り組み方法を考えるべきという意見が大勢に思えた。これ以上の議論は難しいと
高橋部長があきらめかけた時、編集長としては若手の島田が意見を述べた。  

  



オーナーと取り組みの目的・ゴールを明確にする 
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 島田は、既に幾つかのグループが電子書籍のフォーマットの標準化を図り始めており、今から有力なグループの取
り組みに参加できるようにし、電子書籍を出していくべきではないかという考えを伝えた。標準化が行われ、多くの有
力な出版社が電子書籍市場で地位を確立してしまったり、こちらが出遅れている間に豊かな生活社の得意分野に
新興ネット企業などが有力なコンテンツを出してしまったりすると、後からの参入が難しくなると考えていた。 
 
 この島田の考えに対し、この場でこれ以上の議論は難しいと考えた高橋部長は、来月までに各自がどのような取り
組みが必要かを考えて来るように指示し、会議を終了した。 
 
 会議終了後、高橋部長は島田編集長を呼んで話を聞いてみる事にした。 
島田は、自身でもタブレットPCを購入し、ネット上で購入できる電子書籍を 
実際に購入し、使い勝手なども試していた。 
 
 また、標準化の動向や電子書籍ビジネスに参入してきている各社の動向 
なども、個人的に情報を収集して今後の動向を考えていた。島田は、個人 
的には豊かな生活社もすぐにでも電子書籍を出していくべきだと考えている 
事を高橋部長に伝えた。 
 
 その話を聞き、高橋部長はちょっと考えた上で、島田にこの取り組みのリーダーをやってくれないかと持ちかけた。
高橋部長は、高杉社長の意向も伝え、島田が社長と同様の方向を見ていると話し、来月の編集部会議で正式にこ
の取り組みのリーダーに任命したいのでその準備をして欲しいと伝えた。 
 
 さて、あなたが島田編集長であれば、リーダーを引き受けますか？  
 
 会社で上司が頼んできたことを拒否するのは、難しいことも多々ある。しかし、安易に引き受けて事がうまくいかなけ
れば元も子もない。引きうけるとすれば、何を確認し、どのような事を予め決めておく必要があるだろうか？ 
 
 今回のケースだが、高橋部長との話だけでリーダーを引き受けるのはかなり危険である。この取り組みのゴール、取
り組む際の枠組みが明確でないからである。責任ある仕事をするために、そもそもリーダーを引き受けるために考え
ておくべきこと、確認しておくべき事を次に解説する。 

  

 まず明確にしなければならないのは、この取り組みの最終責任をとるオーナーである。 
 
 今回のケースで言えば、高杉社長なのか、それとも高橋部長なのか。何かに取り組む際には、必ず重要な局面で
の意思決定が必要となる。その最終意思決定を行うのは、言うまでもなくオーナーである。 
 
 今回の取り組みでは、ともすると社長と部長の間でお互いにオーナーは相手だと思っているリスクがある。そうすると、
何か意思決定が必要になった際にどちらも責任を取らず取り組みが暗礁に乗り上げる可能性がある。必要な予算や
投資を含め、まずは最終的な意思決定者であるオーナーを明確にしておく必要がある。 
 
 そして、これが更に重要な事だが、オーナーと取り組みの目的、ゴールを 
明確にしておく必要がある。競合を含めた業界の電子書籍ビジネスに関す 
る動向を調査し、今後の市場機会を見極めた上で自社の取り組みの方向 
性を決めるまでがゴールなのか、それとも具体的にビジネスを始めるまでが 
ゴールなのか、実ビジネスで収益を出すことまで求められているのか。 
 
 ここでボタンを掛け違えていると、取り組み始めてから「そこまでの責任を 
とることになるとは思っていなかった」ということになりかねない。オーナーと 
できる限り具体的に取り組みの目的・ゴールを明確にする必要がある。 



勝算を考える 
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 次に、この目的・ゴールに対する勝算を考えなければならない。自分がリーダーとして動くことで、この取り組みをど
のように進め、どのような落とし所に導けるかのイメージがなければ、中心になって具体的に事を進めることはできな
いだろう。勝算を考えるに当たっては、以下のポイントを検討する必要がある。 
 
 （1）取り組みの落とし所のイメージ 
 
 今回の件は、豊かな生活社での電子書籍への取り組みである。もちろん、 
今後のトレンドを見極める事も重要だが、ビジネスとしては最低限でも具体的 
にどのようなコンテンツで電子書籍市場に打って出るかを明確にすることは求 
められる。そうなると、現在保有している分野で具体的にどのようなビジネスを 
作る事ができるかの仮説は持っていなければいけない。 
 
 豊かな生活社では、料理系の実用書を出版している。例えば、この分野で 
あれば、料理手法を動画、音声も織り交ぜて分かり易く提示できるようにする 
ことは当然求められるであろうし、これに加えて料理をする人が専門用語を忘 
れても、必要な食材やレシピなどを簡単に検索できるような仕組を用意すれば他社との差異化を図れるかことがで
きるかもしれない。そもそもこのようなアイデアが現実的かどうかも含め、自分なりの落とし所を出来る限り具体的に
考えておく必要がある。 
 
 （2）社内での体制構築のための協力 
 
 リーダーを引き受けるに当たり専任で取組む事ができれば良いが、現在の仕事と兼任になる事がほとんどである。
その際には、やはりどれだけの時間をこの取り組みに避けるか、そして現在の仕事に対するサポートをどのように受け
られるかも明確にしておく必要がある。 
 
                     更に重要な事は、この取り組みに協力してもらわなければならない他のメンバー  
                    の協力体制の構築である。協力してもらいたいメンバーをアサインできるのか、また 
                    アサインした場合にそのメンバーの現業に対するサポートもどこまで得られるのか。 
                    このような事をオーナーと事前に確認しておく必要がある。 
 
                     また、この取り組みに否定的だと思われる人がいる場合には、取り組みに対してマ 
                    イナスとなる言動を行った際に排除するための協力を得る方法も考えておいた方 
                    が良い場合もあるので注意して欲しい。 
 
 （3）社外との関係構築のための協力 
 
 今回の件では、電子書籍に関わる外部ステークホルダーとも情報交換や議論を行う必要が出てくる可能性がある。
そこには、恐らく島田編集長がこれまであまり縁のないハードメーカーやキャリア、ITのソリューションプロバイダーと
いった企業と、同業の出版社や書店などの企業も含まれる。 
 
 このような企業に自らアプローチして議論できれば良いが、難しい場合もある。そのような際には、時にビジネスでの
提携も含めたトップアプローチも必要となる。このような相談ができる、またその相談に対し前向きな検討がしてもらえ
るという協力を得られるようにしておく必要がある。 
 
 上記ポイントが全てクリアされればそれに越したことはないが、実務ではそんなに簡単に行かないことがほとんどであ
る。上記ポイントを意識し、できる限り明確にしてからリーダーとして機能するか、取り組みを成功に導けるかを考えて
からリーダーを引き受けるべきである。 
 
 そして、自分がリーダーとして適任ではないと判断した場合には、他の適切な人をリーダーとして推薦すると同時に、
自分がリーダーをサポートする立場としてどのような役割を果たしたいかの提案もすべきである。大事なのは、取り組
みを成功させること。その目的とゴールを押さえて、リーダーを引き受けるかどうかから考えて欲しい。 

  



プロジェクトチームを組成するために考えるべきことは何か？ 
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 次に、プロジェクトのリーダーを引き受けた際、まず手始めにどのような事を考え、どのようなアクションをとるべきで
あるかを考えていこう。 
 
 高橋部長からプロジェクトリーダーを引き受けて欲しいと打診された島田編集長は、電子書籍への取り組み検討を
高橋部長に命じた高杉社長の意向も直接聞いた上で最終的な決断をしたいと考え、高橋部長に社長とのミーティン
グを設定して欲しいと頼んだ。 
 
 高橋部長は、島田編集長にプロジェクトリーダーを依頼した経緯を高杉社長に伝え、 
早速ミーティングを設定した。そのミーティングで、高杉社長は電子書籍への取り組み 
は「待ったなし」の状況であり、来期には電子書籍事業を本格的に立ち上げたいと考え 
ている事を両名に説明した。 
 
 そして、今回の取り組みで発生する様々な意思決定事項に関しては、高杉社長本人 
が行っていく考えを持っている事を伝え、3カ月で具体的なビジネスプランを立案して経 
営会議に提案するように依頼した。その提案が承認されれば、今期中から具体的な準 
備作業を開始する事は既に経営会議で承認済みである。 
 
 この説明を聞き、島田編集長は検討の方向性として1点確認をとった。それは、豊かな生活社の主要6分野のうち
どの分野から電子書籍事業を始めるかに関してだが、市場性なども鑑みて料理系の実用書もしくは自然科学系の
出版物のどちらかの分野からこの事業を手掛けるべきだと考えていた。この考えに対し、高杉社長も同意見であった。
そこで、島田編集長はこのミーティングを受けて高杉社長と高橋部長にプロジェクトリーダーを引き受ける意思を伝え
た。 
 
 プロジェクトのキックオフである次回の編集部会議まで3週間しか時間がない。島田編集長は、キックオフまでに行
うべき事を考えた。まずは、プロジェクトチームメンバーの選定である。電子書籍ビジネスを検討するに当たっては、
ネットも含めた広範なITの動向に関する知識が必須である。 
 
                  そこで、島田編集長は情報システム室の中野室長にサブリーダーをお願いしようと考 
                 えた。中野室長は、昨年度の雑誌連動サイト構築の取り組みに向け、一昨年に高杉社 
                 長が知人のつてを使ってSIerから引き抜いてきた人材である。年齢は38歳で豊かな生 
                 活社では比較的若手だが、前職でシステム構築プロジェクトなどを数多く経験してきてい 
                 ると聞いている。 
 
                  島田編集長は、早速中野室長に今回の件を説明してサブリーダーを引き受けてもら 
                 えないかと相談したところ、電子書籍への取り組みを行うべきと個人的に考えていた中 
                 野室長は喜んで引き受けてくれた。 
 
 島田編集長と中野室長は、通常業務終了後に時間をとり、3ヶ月間の活動計画とプロジェクトメンバー候補を検討
し始めた。電子書籍事業における具体的なビジネスプランを提案するということは、 
 
 ・電子書籍事業の収益源を明確にしたビジネスモデル 
 ・3カ年の収支計画案と初年度の具体的なビジネス展開計画 
 ・準備期間を含めた実行体制と初期投資 
 
といった内容は最低限盛り込まなければならない。この内容を詰めるためには、電子書籍を軸として 
 
 ・標準化、端末、およびインターネットの動向 
 ・競合他社、取次店、書店、印刷業者などの出版業界プレーヤー、およびIT関連企業の動向 
 ・参入の足掛かりとなる料理関連、および自然科学関連の市場ニーズと環境変化 
 ・豊かな生活社が保有する活用可能なコンテンツなどの経営資源 
 ・著作権に関する業界団体の動向 
 
などに関しての調査・分析を行わなければならない。 

  



議論する相手の立場・見解を考え、目的を達成するために必要な準備をする 
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 「うちで取組むのは、まだ早すぎるんじゃないかな？」、「電子書籍への対応なんて、うちの人材じゃできないんじゃ
ない？」、「一体幾らかかるの？今のうちじゃそんなに投資できないだろうからね。」ミーティングの冒頭から、相田編
集長と峰岸編集長が発しそうな意見である。 
 
 島田編集長と中野室長にとって、今回のミーティングの目的は相田編集長と 
峰岸編集長からプロジェクトへの協力をコミットしてもらい、両編集局からプロジェ 
クトメンバーをアサインしてもらうことだが、最初からこのような否定的な意見を出 
されてしまうと思っていたように議論は進められないだろう。 
 
 島田編集長と中野室長は、高杉社長のコミットメントという御旗を得、自らもこの 
プロジェクトを積極的に進めていくべきだと考えている。一方、相田編集長と峰岸 
編集長は電子書籍ビジネス自体を、そして豊かな生活社がこのビジネスに取り組 
む事をどう考えているだろうか？  
 
 これまで紙媒体主体の出版を行ってきた編集長の多くはITに関して疎く、前回の編集部会議では他社の動向など
を見極めてから具体的な取り組み方法を考えるべきという意見が大勢であった。そうすると、相田編集長と峰岸編
集長もこのプロジェクトに対して積極的である確率は極めて低い。良くても中立的（自身では取り組むべきか判断がつ
かない）、悪ければこの取り組みに対して否定的かもしれない。 
 
 市場が縮小しているとはいえ、紙の書籍・雑誌市場は1兆8,478億円の巨大な市場である。新たな取り組みをする
以前に、この市場で如何に勝ち残るかが優先順位の高い課題と考えている可能性が極めて高い。 
 
 このような考え方を持っていると想定される相手から協力を得るためには、相手が意識していると思われる論点を
整理して議論できるようにすると同時に、プロジェクトの意義を「納得」して協力してもらうために何を伝えるかを準備し
ておく必要がある。 
 
 まずプロジェクトの意義に関しては、競合他社を含めた電子書籍ビジネスの動向とここで取組まなかった場合のリス
クを「相手が理解できるように」話せる準備をしておく必要がある。 
 
                      また、電子書籍事業に取り組む事が既存の紙媒体のビジネスにも寄与する事、 
                     事業間シナジーがどう作れると考えているかに関しても説明すべきだろう。このポ 
                     イントに関しては、現有コンテンツの再利用、紙媒体と電子書籍でのコンテンツの 
                     共通化などを具体的な事例を挙げて説明し、概念ではなく具体的なイメージがつ 
                     かめるレベルで説明できるようにしておく必要がある。 
 
                      次に考えておくべきことは、プロジェクトおよび電子書籍事業の実現性である。プ 
                     ロジェクトに関しては、自部署のメンバーをアサインするとなると、その分戦力が落 
ちることになる。部署の責任者としては、自部署の優秀なメンバーの工数と意識を他の仕事に取られるのは避けたが
る場合が多い。この穴を補填する施策を用意できればそれに越した事はないのだが、知識と経験も必要な役割を代
替する事は往々にして難しい。そうすると、プロジェクトに割いてもらう工数などを想定し、できる限り現行ビジネスに影
響を少なくするように配慮している事、更には現行ビジネスの作業量に応じてプロジェクトの作業を柔軟に調整する事
などを考えておく必要がある。 

  

 島田編集長と中野室長は、このような内容を検討していくメンバーとしては、変化の激しいITへの抵抗感の低さ、市
場ニーズに応える事業内容を考える思考の柔軟性、短期間でのタイトな仕事にモチベーション高くコミットできる気力
と体力などが必要と考え、30代半ばから後半の若手をターゲット2分野の編集局から1名ずつ、その他の部署から適
切な人材を1名選定する事とした。 
 
 そこで、まず料理系の相田編集長（48歳）と自然科学系の峰岸編集長（45歳）にこの件を相談し、協力を得るため
のミーティングを設定した。さて、2人は両名から上手く協力を得られるであろうか？ 2人は、どのような準備をしてこ
のミーティングに臨むべきであろうか？ 



相談のアプローチを考える 
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 そして、最後の論点として電子書籍事業の実現性に関しても粗いレベルで構わないので仮説を用意しておく必要
がある。否定的な見解を持っている人からすると、実際に電子書籍事業を行うには豊かな生活社の社員が持ってい
ないスキルや知識を有した人材が相応数必要になるのではないか、更にはかなりの投資額が必要になるのではない
かという懸念を持っている可能性がある。 
 
 この懸念から、結局検討しても実際のビジネスは立ち上がらない、あるいは上手く行かないのではないかと言う疑問
を呈するだろう。このような見解に対し、具体的には今後検討するものの、自前主義にこだわらずに必要な経営資源
を調達する考え方なども含めたオプションを説明できるようにしておく必要がある。更に、投資に関しては社長の高杉
社長とある程度の目安は握っておく必要があるだろう。 
 
 以上、今回のケースの内容に沿って島田編集長と中野室長が2人の編集 
局長とミーティングを行う前に考えておくべきと想定される主要な事項を解説 
したが、会議で目的を達成するためには会議の場でのファシリテーションも重 
要だが、会議に参加するメンバーがどのような見解を持っているかを押さえ、 
会議でどのような意見が出るかを想定し、そこで議論すべき事を整理しておく 
ことの方が重要なのである。 
 
 このような論点を押さえるツールとしては、ロジックツリーやマインドマップ、フィッシュボーンなどの論理思考ツール
を使う事が効果的であろう。使いやすいツールを使って予め論点を整理し、目的を達成するためにどのような配慮を
しながら議論すべきかを考え、参加者に納得感を持って次の行動に移ってもらえるように行動する必要がある。 
 

  

 最後に、「巻き込み力」という観点から、相談のアプローチに関しても解説しておく。今回のケースでは、島田編集
長と中野室長は2人の編集長とミーティングを設定して協力を求める手法をとったが、相手の個性なども考慮して他
のアプローチも検討した上で最善と思われる手法をとるべきである。「人を巻き込む」際のアプローチとして考えるべ
き主要ポイントを以下の図に示す。 
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 今回のケースでは、注意すべきは「どんなやり方で」と「誰が」である。 
 
 島田編集長と中野室長は2人の編集局長と同じ場で議論をしたが、個別に議論しても構わない。また、会議という
公式の場でいきなり話をするのが良いのか、休憩時間や終業後などを利用して非公式に相手の見解を含めて議論
してから公式の場で議論した方が良いのかも考える必要がある。 
 
 相手が目上でベテランであることを考慮すると、自分たちだけで直接話をした方 
が良いのか、高橋部長あるいは高杉社長にお願いした方がいいのか、または会議 
に部長と社長も同席してもらった方が良いのかも検討した方が良い。 
 
 2人と同年代、または目上の編集局長で電子書籍への取り組みに前向きな意見 
をもっている人がいるのであれば、その編集長にもミーティングに参加してもらうのも 
1つの手である。（その場合には、ミーティングへの参加を要請しなかった他の編集 
局長への配慮も必要だが。） 
 
 その他の方法としては、島田編集長と中野室長は両編集局から1名ずつメンバーをアサインしてもらおうと考えてい
るのだから、まず候補者と直接話し、その候補者を交えて議論する、あるいは候補者が直接上司である両編集局長
に相談してある程度の理解を得てから全体でミーティングを持つなどのアプローチも考えられる。 
 
 目的は、両編集局長にできる限り気持ちよく今回の取り組みに納得してもらい、その後の協力を得られるようにする
ことである。そのためにどのようなアプローチが必要か、巻き込むべき人は誰かも考えて最善と思われる手法をとるべ
きである。 
 
 

  

プロジェクトの目的とスコープの変更時に取るべき行動は？ 

 関係するプレイヤーを巻き込むためには、時にはプロジェクトの目的とスコープの変更も必要となる。このような状況
でプロジェクトリーダーはどのような行動をとり、何を考えるべきであろうか？ 
 
 島田編集長は、情報システム室の中野室長を巻き込み、いよいよ豊かな生活社の電子書籍ビジネスへの取り組
みプロジェクトを具体的な行動に移し始めた。まず2人が起こした行動は、社内の協力を得るためにキーとなる2人の
編集長の巻き込みであった。 
 
 しかしながら、2編集長からは前向きの協力を得る事ができない。協力を得るためには、プロジェクトの目的とスコー
プの変更も必要となる。さて、このような状況でプロジェクトリーダーはどのような行動をとり、何を考えるべきであろう
か？ 
 
 島田編集長と中野室長は、相田編集長と峰岸編集長の反応も想定し、何とかして 
2人の協力を得られるように準備してミーティングを行った。2編集長の反応は思った 
通り今回の取り組みにあまり積極的ではなく、高杉社長の意向、今後の電子書籍の 
可能性に関しては相応の理解は得られたが、積極的な協力を得るまでには至らな 
かった。 
 
 現在の状況下での2人のビジネス上の優先順位は、既存の雑誌・書籍のビジネスで 
読者層を広げることができる出版物への取り組み強化が最優先であり、まだ海のものとも山のものとも判断できない
電子書籍に多くの工数はさけないと考えたていた。2編集長は、もし電子書籍に相応の工数を割いて取り組むのであ
れば、 
 
   ・豊かな生活社がビジネスとして取り組むに値する具体的な領域と取り組み内容 
   ・取り組みに必要な具体的なメンバーと必要な工数 
 
を明示して欲しいと島田編集長と中野室長に伝えた。 
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 電子書籍ビジネスの現状調査を行った上で、ビジネスの優先順位と具体的な取り組み内容を決定しようと考えて
いた島田編集長と中野室長はこの2人の反応に当惑した。なぜなら、恐らく他の編集長からも同じような意見が出て
くると思われるからであった。 
 
 このまま強引にプロジェクトをスタートさせると、社内の積極的な協力を得る事は難しく、中途半端な活動になりかね
ない。そこで、島田編集長は高橋部長に相談してみることにした。 
 
 高橋部長は島田編集長の話を聞き、「やはり、そういう反応だったか。では、 
具体的な取り組みの1案として学習塾のA社への提案を検討してみてはどう 
だろう。」と切り出した。A社は、小学生、中学生を対象として関東に約100の 
教室、5,000人の生徒を有する学習塾である。高橋部長は、以前A社に自然 
科学系の雑誌や図鑑を副読本として使ってもらえないか打診した事があった。 
 
 当時は、学習塾のパソコン導入への関心が高い時期であり、使いやすいアプ 
リケーションを開発してCD-ROMで提供してもらえれば検討するとの事であった 
が、コンテンツのソフト化に取り組んでいなかった豊かな生活社では対応が難しいという結論に至った。その後、A社
は他社の提案を採用したことを高橋部長は聞いていた。今回は電子書籍での提案であり、A社で検討してもらえるの
ではないかというのが高橋部長のアイデアであった。 
 
 島田編集長と中野室長は、教育業界では政府の「スクールニューディール政策」にのっとり学校のIT化が進められ
ており、学習塾業界でもタブレット端末を含め教育現場でのITの活用に取り組んでいる事は既にある程度調べていた。
そこで、今回のプロジェクトの取り組みの一環として、学習塾業界が最初の具体的なターゲットとなるかもう一段深い
調査をしてみることにした。 
 
 調べて見ると、学習塾の業界は大きく3つに分かれていることが分かった。 
 
 1つは、有名中学・高校への進学を目的にする進学塾、もう1つは学校での勉強を補足するための基礎的な学習
を行う補習塾である。そして、第3の形態として、学校教育で十分にカバーできていない「基礎学力」を低学年のうち
に徹底的に身につけて「知識」と「考える」力を養うことで、従来の知識の記憶量から「視野の広さや思考力」を問う傾
向に変わった最近の入試傾向に対応する塾が出てきているということも分かった。 
 
                  このようなタイプの塾では、野外学習を取り入れたり、理科の実験を行ったりすることで、 
                 実際に現物を見て理解することを重視している。また、社会の勉強においても、従来の 
                 歴史や地理に関する勉強だけでなく、環境問題をはじめとする時事問題の理解などを 
                 行うために、教科書には出ていないような最新のトピックなども独自テキストを作成して 
                 学習テーマにしている。 
 
                  学習塾のA社は、第3の形態で業績を大きく伸ばしている学習塾の1つである。創始者 
                 の野原氏は、子どもの好奇心を最大の学習意欲だと考え、「楽しく学び、楽しく遊ぶ」こと 
                 を基本方針に、子どもたちだけでなく保護者からの支持も多く得て、急成長をしてきた。 
 
 科学の実験教室には、お父さんと参加する子どもも多く、親子での学習もA社の大きな売りになっている。雑誌など
の記事やインタビューを見ると、従来型の紙のテキストには否定的で、もっとリアリティーの高い教材（その究極が野
外学習であり理科の実験でもある）を使って教育を行うべきだという考え方を持っている。 
 
 マルチメディア性や、リアルタイム性はデジタルメディアの最も得意とする分野でもあり、理科や社会のコンテンツは
豊かな生活社が抱えている著者ネットワークとの親和性も非常に高い。また科学の分野では、競合他社の「おとなの
科学」などがヒットしており、その読者であるお父さん世代は豊かな生活社としてもぜひ広く取り込みたいターゲット読
者層でもある。 
 
 島田編集長と中野室長は、A社への提案を具体的なビジネスケースとして取り込めば、他の編集長の協力も得ら
れるのではないかと考えた。プロジェクトのキックオフとしたい次回の編集部会議まで残すところ2週間を切った。島田
編集長は、この段階でどのような行動をとるべきであろうか。 
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 島田編集長と中野室長がまずやらなければならない事は、相田編集長と峰岸編集長への確認である。2人は、今
回のプロジェクトへの協力の前提として、 
 
  ・豊かな生活社がビジネスとして取り組むに値する具体的な領域と取り組み内容 
 
を挙げている。プロジェクトの活動に学習塾A社への提案を盛り込むことで、2人が納得するかどうかを確かめておく必
要がある。2人に納得してもらうためには、当然のことながらA社への提案が実現する確度を押さえておく必要がある。 
 
 論理的な確度が高かったとしても、実ビジネスとしての確度が低ければ2人は 
納得しない可能性が高い。その確度を確認するために必要な事は、豊かな生活 
社と学習塾A社との関係性である。 
 
 高橋部長が以前打診した担当者との関係は現在どうなっているのか、その担当 
者はA社内でどのようなポジションにあり、今回の提案のコンタクト先として適切なの 
かどうか。その担当者では確度が低い場合には、より確度を高められる適任者に 
アプローチ可能かどうか。このような事を高橋部長に確認した上で、実ビジネスと 
しての実現性がある事を含めて巻き込む人に話をしていく必要がある。 
 
 また、上記に加えて、A社への提案が他の学習塾への提案にどれほど広げられるか、つまりビジネスの規模としてど
こまで広げられる可能性があるのかについても押さえておいた方が良い。仮にA社への提案が可能で提案が採用さ
れたとしても、A社だけで終わってしまってはビジネスとして成立しない可能性が高い。 
 
 両編集長が電子書籍への取り組みに積極的にならないのは、現行のビジネスへの取り組みの方が豊かな生活社
の業績向上に繋がると考えているからである。豊かな生活社が持つ他の学習塾との関係および提案事例、関係を
持たない学習塾へのアプローチ手法などの考え方も含め、両編集長に自分たちの考えを説明する必要があるだろう。 

目的の再設定のために必要な巻き込み 

プロジェクトオーナーへの確認 

 両編集長の納得を得られれば、次に行わなければならない事はプロジェクトオーナーである高杉社長との認識の
擦り合わせである。 
 
 高杉社長は、「今回の取り組みで発生するさまざまな意思決定事項に関しては、高杉社長本人が行う考えを持っ
ている」事を島田編集長に伝えている。A社への提案をプロジェクトの活動に盛り込むことになれば、プロジェクトのス
コープ、アウトプットも変わってくる。また、取り組み期間にもインパクトを与える可能性がある。島田編集長は、今回の
修正をなぜ行ったかを高杉社長に分かりやすく伝え、承認を得る必要がある。 
 
 今回のスコープ変更は、学習塾を対象に具体的な電子書籍の提案を行うことができるレベルまで検討が必要に
なったいということである。このためには、学習塾に対して豊かな生活社のコンテンツの活用方法を具体化しなけれ
ばならず、豊かな生活社のメンバーに加え、 
 
                          ・動画などコンテンツのマルチメディア化に必要な関係者 
                          ・端末選定のために必要な関係者 
                          ・eラーニング業界の関係者 
                        など、社外のプレーヤーを巻き込む必要がある。 
 
                         具体的にどのプレーヤーを巻き込もうと考えているか、コンタクト先があるの 
                        か、巻き込み方など、自分たちの考えを高杉社長に説明できなければ、プロ
ジェクトの実行性の観点から取り組みが頓挫するリスクがある。更に、コンテンツに対するニーズを押さえるためには、
実際に塾に通っている子どもや保護者、および学習塾関係者も巻き込まなければならない。 
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 このような社外を巻き込むためには、自身だけでなく他の社員が持つ既存の関係を最大限に活用する必要がある。
塾に通っている子どもや保護者へのアプローチには、可能であれば自身の家族や親戚などのプライベートな関係も
活用する必要が出てくるであろう。ファシリテーター型リーダーとして、どのように周囲を巻き込むかのプランを立てて
目的達成の確度を高められるように行動する必要がある。 
 
 わたしが行っているコンサルティングや研修では、上記の内容を整理するために「目標設定と巻き込みプラン概
要」シートを活用している。参考までに掲載しておくので、皆さんの実務にも生かしてもらえれば幸いである。 
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経験のない挑戦をするときにリーダーは何を考え、どのような行動をとるべきか 

 豊かな生活社の電子書籍事業参入検討プロジェクトでリーダーを務めることになった編集長の島田は、高橋部長
のアドバイスにより学習塾A社との協業による具体的なビジネスの検討をプロジェクトのゴールに加える事になった。 
 
 これまで全く取引のない他社を巻き込み新たなビジネスモデルを作る、これは豊かな生活社でこれまでに実践した
事のない挑戦である。この高いハードルを越えるために、プロジェクトリーダーは何を考え、どのような行動をとるべき
であろうか？ 
 
 10月中旬、米アマゾン・ドット・コムが年内にも日本語の電子書籍購入サイトを開設すると同時に、同社の電子書
籍端末「キンドル」も日本市場に投入する予定だと報じられた。アマゾンは、日本の大手出版社と価格設定方法など
の詰めの協議に入っており、サイト開設時から豊富な品ぞろえができるように準備しているようである。 
 
 また、出版大手の殆どが今後出版する全ての新刊を電子化する方向で検討 
を進めている。島田編集長は、このような報道を目の当たりにし、「これまでコン 
テンツが少なく、企画も乱立していたために普及が遅れていた日本の電子書籍 
ビジネスもいよいよ本格的な拡大期を迎える、豊かな生活社としても本当に“待 
ったなし”の対応が求められる」と身の引き締まる思いであった。 
 
 「豊かな生活社がビジネスとして取り組むに値する具体的な領域と取り組み内 
容」の定義、これがプロジェクトに対する社内での協力を取り付ける必須条件で 
あり、高橋部長が紹介してくれた学習塾A社との取り組みがその具体的候補である。 
 
 島田編集長は、早速高橋部長に先方のコンタクト先に連絡をとって面談の機会を作ってもらうと同時に、中野室長
にはこれまで豊かな生活社が広告出稿依頼も含めてコンタクトしたことのある学習塾の洗い出しを依頼した。 
 
 高橋部長が面識のある学習塾A社のコンタクト先は、教育プログラムと教材を検討している企画開発室の伊藤室
長である。高橋部長が電話で面談の申し入れをしたところ、伊藤室長もちょうど来年度の企画を検討し始めたところ
であり、タブレット端末などを活用したコンテンツ提案であれば是非話を聞かせて欲しいとの事であった。 
 
 また、中野室長が豊かな生活社がコンタクト可能な学習塾を調査したところ、広告を過去に掲載してもらったところ
が3社、営業活動をしたことのある学習塾が7社存在した。 
 
 島田編集長は、相田編集長と峰岸編集長の賛同を取り付けるため、2人にここまでの状況を説明した。2人は、学
習塾Ａ社との協業が実現するのであればプロジェクトに積極的に協力したい旨を話すと同時に、この取り組みを行う
のであれば塾生の親にもアプローチできるとビジネスの広がりが持てるのではないかと島田編集長にアドバイスした。 
 
                      社内で協力体制を作る見込みができた島田編集長は、取り組み内容を具体化 
                     するために高橋部長と学習塾A社の伊藤室長を訪問した。島田編集長が豊かな 
                     生活社で現在検討している電子書籍ビジネス検討プロジェクトの方向性を説明し 
                     たところ、伊藤室長は学習塾A社でも豊かな生活社が出版している月刊誌「楽し 
                     い科学」や書籍「楽しい実験」シリーズのようなコンテンツを上手く活用できないか 
                     検討していた事を話てくれた。「楽しく学び、楽しく遊ぶ」を基本方針に、親参加型 
                     での科学の実験教室も運営している学習塾A社では、自社だけでのコンテンツ開 
                     発には限界があり、他社のコンテンツ利用を検討していたとのことである。そこで、 
 
 ・小学校中学年（小3、小4）向けには、動画なども活用した実験や天体観測などの理科向けのコンテンツ 
 ・小学校高学年（小5、小6）、及び中学生向けには、上記の内容に加えて受験対策としてのeラーニング 
 
といったものが提供可能であれば、是非前向きに検討したいと伊藤室長は2人に伝えた。また、この話とは別に、豊
かな生活社が提供する雑誌、書籍を塾からの推薦書として販売協力をする事も可能だとの事である。更に、伊藤室
長は学習塾A社が現在検討している海外展開での協力も検討して欲しいと話した。 
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日本企業が取り組むべきオープンイノベーション 

 
 少子化に伴い、学習塾・予備校の市場規模はこの10年で約1割減少している。学習塾A社は、学習塾業界で新た
な形態を作ることで急成長してきた。しかし、今後の成長戦略を描くには、中・高所得者層が増えるアジアへのビジネ
ス展開を視野に入れる必要があると考えている。アジアでのビジネス展開としては、 
 
 ・海外赴任となった日本人の子供をターゲットとしたビジネス 
 ・教育熱の高まる海外の中・高所得者層の子供をターゲットとしたビジネス 
 
の順で検討していく方針とのことである。最近のグローバル化の流れで海外赴任となる日本人が増えているが、日本
に帰国した際の事を考えて日本の教育カリキュラムに遅れないように、更には受験準備ができるようにと考える親が
多く、そのニーズに応えるビジネスで海外の足場を作り、その後現地でのビジネスを拡大するという考え方である。 
 
 2人は、伊藤室長の話を受け、学習塾A社との協業が具体性を持って進められる案件だと受け止めた。しかし、一
方でこれまで豊かな生活社では全く考えてもいなかった海外でのビジネスも視野に入れなければいけない可能性も
出てきた。このような状況で、プロジェクトリーダーである島田編集長はどのような事を考え、どのような行動をとるべ
きであろうか？ 

 「超」成熟といわれる日本市場での新たな成長戦略を描くために、また 
グローバル化を図るために、戦略オプションとしてオープンイノベーション 
を掲げる企業が増えている。自前主義に陥りがちな日本企業が、限られ 
た経営資源の枠を取り払って戦略を検討し、単独では創出できない付加 
価値を企業の枠を超えて作り出していく手法として検討すべきオプション 
といえる。 
 
 ただし、多くの日本企業のオープンイノベーションは、残念ながら研究 
開発や商品開発に限られている事が多いように思われる。物流、販売、サービス、マーケティングといったバリュー
チェーン全体を視野に入れ、ビジネスモデル全体に対するオープンイノベーションを検討する姿勢が必要であろう。 
 
 豊かな生活社のケースでは、コンテンツ開発から海外での販売、サービスまで含む話に広がった。これは、豊かな
生活社単独では考えてもいなかった、更に実現のハードルも非常に高いオプションである。これをコストレス、工数レ
スで実現できれば、豊かな生活社にとって、更に日本の出版業界にとって非常に意味のあるビジネスモデルイノベー
ションとなるかもしれない。このような機会を目の前にして、プロジェクトリーダーは次に何をするべきだろうか。 
 
 企業間の協業は、企業のトップ同士での話し合いで作られる事もあるが、豊かな生活社のケースのように現場レベ
ルでの検討から始まる事も多い。ただし、現場からのボトムアップで始まるケースは、話だけで終わってしまう事が
多々ある。それは、企業で承認されていない活動に現場の担当者が時間を割けず、その活動のための社内の利害
調整なども難しい事が多いからである。 
 
                        島田編集長の場合は、まだプロジェクトの目的とスコープの変更も高杉社長 
                       に相談していない状況であり、その報告と同時に学習塾A社の野原社長にス 
                       コープと取り組み方、更には両社の役割などに関して協議してもらえるように段 
                       取りすべきである。異なる企業同士の協業においては、両社のベクトルが合っ 
                       ている事が最も重要だからである。そのベクトル作りができれば、周知徹底して 
                       活動することで適切な体制も作る事ができる。 
 
 両社間でのベクトル合わせを行う前に、豊かな生活社では議論しておかなければならない事がもう1つある。それは、
プロジェクトのスコープである。 
 
 学習塾A社の伊藤室長は、海外展開までも視野に入れて検討してきたいとの希望を伝えているが、これは電子書
籍事業参入の検討という豊かな生活社のプロジェクトスコープを超えている。そもそも、電子書籍を出版するだけでも
豊かな生活社にとっては未知の領域である。そのスコープを、これまで経験がない海外ビジネスにまで一気に広げる
のはかなり無理がある。仮にスコープに入れるにしても、そのタイミングや手法などを検討し、自分たちの考えを整理
しておく必要がある。 
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 一方、伊藤室長から海外展開の話は聞いたものの、学習塾A社としてどこまで具体的に検討しているかはまだ不
明である。高杉社長に野原社長と話をしてもらう際に、その確認とこの協業を行うために今下期の活動でどこまでの
検討が必要かを明確にしてもらい、両社の「握り」を適切に行ってもらう必要がある。 
 
 
 スタートラインの目前で取り組むべきこと 

 他社との協業による新しいビジネスへの取り組みを具体的に始めるスタートラインの目前にまで来た島田編集長
は、このような状況でリーダーとして何を考え、どのような行動をとるべきであろうか？ 
 
 島田編集長は、高杉社長にこれまでの検討経緯を説明し、プロジェクトの目標、スコープの再設定を行うために
ミーティングを行った。事前に高橋部長が高杉社長に学習塾A社との話を伝えておいてくれたため、議論は比較
的スムーズに進んだ。学習塾A社との協業プロジェクトを行う上で、高杉社長が出した条件は以下の3点であった。 
 
 
１．豊かな生活社にとって、海外でのビジネス展開の検討まで一気にスコープに含めるのは、ハードルが高すぎる。 
  海外展開を視野に入れた議論を行うことは構わないが、具体的なビジネスの検討は国内でのビジネスを作っ 
  た後の次フェーズとすること。 
 
２．学習塾A社との検討で作られる学習塾向けコンテンツなどを、豊かな生活社として横展開できるものにする事。 
 
３．今回のプロジェクトで作る電子書籍向けのアプリケーションやサイトなどを、豊かな生活社の他のコンテンツの電 
  子書籍事業に活用可能なものとすること。 
 
 
 2、3に関しては、著作権などの契約上の難しい問題も含むが、基本的にコンテンツを含めて電子書籍を豊かな
生活社が開発して提供することでクリアできると思われる。しかし、1に関してはプロジェクトのスコープの問題なの
で、学習塾A社の野原社長と合意をとっておく必要がある。そこで、島田編集長は両社の目的および取り組み姿
勢をすり合わせるために、両社トップを交えたミーティングのセットアップを伊藤室長に依頼した。 
 
 両社のミーティングでは、スコープのすり合わせが主な議論となった。 
学習塾A社としては、今後の成長戦略を検討する上では海外展開は 
スコープから外せないものの、豊かな生活との協業では最初のステップ 
として国内での展開をターゲットとして取り組むことに野原社長も合意した。 
 
 但し、海外展開を常に意識してコンテンツなどを作成して欲しいと言う要望 
が出された。高杉社長もこの要望には合意した上で、以下の点に関して両 
社で確認してプロジェクトをスタートさせることになった。 
 
 
・プロジェクトのオーナーは野原社長、高杉社長の両名とし、進捗確認も含めて月1回の定例会議を行う。 
 
・実務窓口は伊藤室長と島田編集長とし、進捗会議を週1回実施して双方食い違いのないようにプロジェクトを 
 進める。 
 
・最初のターゲットは学習塾A社の来年1学期（4～7月）に間に合うようにコンテンツを提供する。 
 
・費用などに関しては、内容が具体化した段階で豊かな生活社が見積を出し、双方で負担を協議する。 
 
 島田編集長は、学習塾A社との共同プロジェクトに関して編集部会議で報告し、全編集長からの協力合意を取
り付けることができた。いよいよ具体的な取り組みが始まることになる。しかし、プロジェクトの目的もスコープも、検
討当初からはかなり異なったものとなっている。このような状況下で、プロジェクトを成功させるために島田編集長
はリーダーとしてどのようなことを考え、どのような行動をとるべきであろうか？ 
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巻き込みプランの具体化 

 プロジェクトを成功させるための確度を上げるには、プロジェクトに必要なリソースを定義し、そのリソースをいかに
調達するかを明確にしておかなければならないことは言うまでもない。 
 
 今回のプロジェクトでは、目的・スコープとも変わり、更に取り組む内容が具体的になったので、そのためのプラン
をこの段階で策定しておく必要がある。以前紹介した「目標設定と巻き込みプラン概要シート」を思い出して欲しい。 
 
 このワークシートでは、プロジェクトのゴール、ゴール達成に必要な取り組み、達成のために必要な巻き込みの概
要を定義することになっている。今回必要な取り組みを大別すると、 
 
 ・学習塾A社で展開できるコンテンツの整理と電子書籍化（他コンテンツへ転用可能なアプリ開発） 
 
 ・学習塾A社の教育プログラムと連動した雑誌、書籍の企画方針の策定とA社での推奨販売 
 
 ・紙媒体、電子書籍と連動するネットでのプロモーションのプロトタイプ作成（FB、ツイッター、ブログなど） 
 
となる。そして、この取り組みを行うために必要な巻き込みの対象は、 
 
 ・学習塾A社の教務部、講師陣、および塾生とその親 
 
 ・豊かな生活社の自然科学系コンテンツ編集部と著者陣 
 
 ・電子書籍化、およびこれと連動するプロモーションサイト構築のためのITソリューションプロバイダー 
 
となる。この巻き込み対象と現在の関係、および外部の巻き込み目的を整理したものが、下図「関係者マップ」で
ある。  

 「関係者マップ」では、良好もしくは強力な関係を赤線、ニュートラルな関係を黒線、現在の状況が分からない
関係を青線で示している。（ネガティブな関係がある場合は、黄色線で記述）今回のプロジェクトではこの図から遂
行上重要なポインが3点あることが読み取れる。 
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・自社内の峰岸編集長を軸とした自然科学系担当者が積極的に動き、必要なコンテンツの整理と企画を行っ 
  てもらえるようにする。 
 
・学習塾A社の伊藤室長から先の巻き込み対象者と伊藤室長の現在の関係性が見えていない。巻き込むため 
  に誰に対してどのような働きかけをすべきか早急に対応する必要がある。 
 
・今回のプロジェクトでは必須なITソリューションプロバイダーとの関係ができていない。中野室長を軸に活動内容 
  を決める必要がある。 
 
 このように、「関係者マップ」を作ると、巻き込みが必要な対象と現状の関係、そしてどのような方針で活動すべ
きかの見える化が行える。このようなプロジェクトばかりでなく、日々の実務を行っていく際にも、全体像を把握して
漏れなく必要な対応ができるように活用してもらいたい。 

アクションプランの策定 

 巻き込みプランの概要が策定できれば、次に巻き込みの優先度を見極めた上で、具体的なアクションプランを
策定する必要がある。誰を、いつ、誰が、どうやって巻き込むのか。特に、現在の関係性が見えない、あるいはネ
ガティブな場合は周到な計画を立てる必要がある。 
 
 例えば、学習塾A社の教務部とその先にいる講師陣の巻き込み。伊藤室長が教務部と良好で強固な関係を
持っていれば良いのだが、そうでない場合もある。その際には、どのようなアクションが考えられるだろうか？例え
ば、野原社長に動いてもらうことも考えられる。 
 
 その際には、自分が伊藤室長経由でお願いするのが良いのか、高杉社長にお願いして動いて頂く方が効果的
か。あるいは、峰岸編集長に動いてもらい、著名な著者や学者なども連れて、協力を依頼する場を相手にとって
もメリットのある情報を提供する場にするのが良いか。ITソリューションプロバイダーの巻き込みに関しても、いろいろ
な手がある。もちろん、中野室長が適切な会社の適切な部署と関係があれば問題ないのだが、そうでない場合は
学習塾A社の情報システム担当者を巻き込んだ方が良いかもしれない。（但し、その場合にはそもそも学習塾A
社の情報システム担当者をどう巻き込むかを考える必要があるが。） 
 
 あるいは、自分の大学時代の仲間や社内の誰かが適切な会社に関する情報を持っている、既に良好な関係が
ある場合もある。他者、特に外部の巻き込みの場合は、一筋縄ではいかない場合も多々ある。常に、2の矢3の
矢を用意し、上手く行かなかった時に次の手が打てるように用意しておく必要がある。以下、アクションプランを立
てる際に利用する「巻き込みアクションシート」を参考までに掲載する。 
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 このように、豊かな生活社の島田編集長が電子書籍事業への参入プロジェクトを立ち上げるというケースを通し
て、「巻き込み力」に必要な要素を一通り解説したつもりである。最後に、今まで解説してきたポイントを以下の表
にまとめておく。読者の皆さまの実務に少しでも生かして頂ければ幸いである。 



 
 
会社名称  株式会社シンスター （Shin Star Co., Ltd.) 
 
所在地    〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル10F 
 
Tel:      03-5728-4305    
 
Fax:       03-5728-4246    
 
ＵＲＬ:     http://www.shinstar.co.jp/ 
 
代表          代表取締役CEO  井上 浩二 
 
設立          2008年10月1日 
 
事業内容  企業の人材育成のための教育業務・研修業務、ビジネスリーダー  
        が集うコミュニティーの企画・運営・企業経営・人材育成に関する 
        書籍・論文・執筆・出版 
 
資本金    20,000,000円 
 
提携先   株式会社ケーティーコンサルティング  


