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要約: リーダーには、組織全体の主体性を刺激しながら結果を出す方向に導けるリーダーと、そうで
ないリーダーがいる。前者を我々は「共創リーダー」と呼ぶ。私たちは 20 年間、組織、企業、学校
など、様々な現場で 1000 人以上のリーダー育成、および 1 万人を超える人々のインタビューを行っ
てきた。その中で業種、分野に限らず「共創リーダー」には、特徴的で共通のコンピテンシーがある

ことを発見した。荒れた学校現場で、生徒の意識を変えて学級を変えていく教師や、目標に向けてチー

ムをまとめ、成功に導く企業のリーダーや経営者が、どのようにして共創を作り出しているのか、イ

ンタビューとアセスメントをもとにコンピテンシーを考察した。 
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1  はじめに 

	 私たちは、1対 1における人材開発の技法である「コー
チング」を用いて、企業や組織のリーダーシップ開発、

組織風土開発に携わっている。 
	 組織やチームでは、リーダーが変わると結果や雰囲

気が一気に変わることがよくある。例えば、業績が上

がったり、創造性のある新規プロジェクトが生まれた

り、評価の低かった社員が積極的に仕事をするように

なったりする。スポーツのチームで監督が変わると成

績が変わるのとよく似ている。 
	 また、筆者（稲垣友仁）は、以前、公立中学校の教

師だった。公立学校の現場では、教師はニーズや学力

の目的やレベルが様々な状態の中で教育を行っていか

なければならず、対応が難しい。しかし、そのような

境遇の中でも必ず成果を出す教師が存在した。その教

師が担当したクラスは生徒が落ち着き、学力も上がる。

そればかりか、学校全体にも働きかけ、風土も好転し

た。 

	 つまり、分野や業種に限らず、チームの雰囲気を盛

り上げ、個々の能力も高めながら、組織に結果を出さ

せるリーダーが存在する。そして、彼らには共通点が

あった。 
	 それは、「自分の力だけではやろうとせず、人をうま

く巻き込んでいる」という点である。逆に言うと、多

くのリーダーは、「一人で頑張って成果を出す」という

スタイルで組織を動かしている。そのベースには自分

中心で組織を回さなければならないという焦りや不安、

人に頼ってはいけないという自他分離思考、また、日

本の教育から来ている競争原理に起因すると思われる。

いづれにしても、前述のリーダーとは根本のスタンス

が違っている。 
	  
	 そこで、自分の力だけではなく周りの力もうまく巻

き込み成果を出すリーダーを「共創リーダー」と名付

け、どうしたら共創リーダーになることができるのか、

彼らの行動や思考パターンをまとめてコンピテンシー

（特性）として明確にすることで、誰もが共創リーダー

を目指すことができるのでは、と思ったことがこの論

文の動機である。 

よってこの研究では、共創リーダーに共通するコンピ

テンシーを探求していきたい。 

	 これがわかることで、組織の中で思考錯誤している

リーダー達が、自分たちがつけるべき力がわかり、組

織やチームに共創状態が増えていくことと思う。また

リーダーの下にいる部下や成員達も、自分の才能や能

力を理解し、やりがいや働きがいを持って活動できる



きっかけになるのではと思う。 
 

今年は時間的制約があり、まだ研究にまでは至ってな

いため、ここまでの私たちの経験から考察を述べるこ

ととしたい。 

2  共創リーダーとは 
2.1 共創状態とは 
共創リーダーについて語る前に、まずは共創リーダー

が作る共創状態とはどんなものなのか、組織にどんな

変化を作り出すことが共創と言えるのか、イメージを

明確にする。とは言っても言葉として明らかにするの

は難しい。そこで、対比するとわかりやすいため、多

くの組織で見受けられる競争状態と比較する（表１）	
（表１）	

 共創状態 競争状態 

雰囲気 
安心感と適度な緊張感 

 

過度な緊張感。失敗が

許されない 

主体性 

能力の高低に関わら

ず、成員一人一人が自

分の持てる何かの力が

使えていると実感してい

る。テーマによって主体

者が入れ替わる 

 

能力の高い人が主体的

で中心に動いている。そ

の他の人や能力が低い

人は依存的で自分の能

力を使えていないと感じ

ている。主体的に動く人

は大抵決まっている状

態 

関係性 補完関係 対決関係 

コミュニ

ケーション

（頻度順） 

１、コーチング     

２、ティーチング    

３、リーディング 

１、リーディング    

２、ティーチング 

 

成果 
思っても見ないような成

果を出す 

予定通りの成果を出す 

 

マインド We（私たちは） I（私が） 

 

成果とプロセスどちらも

大事 

成果が全て 

 

	

	

2.2 共創リーダーの定義 
共創リーダーの定義については、宇都宮大学工学研

究科「共創コーチング特論」のテキスト p2に明記され
ている理念をベースに以下に定義する。 
「自分の力だけでも、相手の力だけでもなく、自分

と他人の力を最大限にかけ合わせて、チームや組織に

新たなものや価値、視点を創り出すリーダー」である。 
また、組織に表１のような共創状態を作り出すこと

ができるリーダーであり、個人の能力を引き出すだけ

ではなく、それを組織全体の変化にまで導ける人を共

創リーダーと定義する。 

2.3 共創リーダーの特徴 
 では、実際に共創リーダーは何をしているのか、職

種、年齢、タイプに関係なく現場で散見される共創リー

ダーの特徴について、過去 20 年のインタビュー、アセ

スメントなどの結果より、以下が考えられる。	

・仕事を周りの人に任せることができる	

・自分を下げられる（感謝する、謝罪する、バカにな

れる）	

・やり抜く力が高い（GRIT）	

・負けず嫌い	

・必要な人と即時にコミュニケーションをとることが

できる	

・関わる人の量が他者と比べて多い（縦横無尽）	

・間接承認をしている	

・目標あるいは未来の成功イメージを持っている	

・コーチング能力が高い	

・厳しいフィードバックが言える	

・成果とプロセスの両方に意識を向けることができる	
 
 

3  共創リーダーのコンピテンシー 
3.1 ８つのコンピテンシー 
 上記の特徴をベースに、当社では共創リーダーには

８つの力があるのではと推測し、以下を作成した。	

	

①活発力	

快活でポジティブな力。他人からの承認がなくても自

分が良いと思った行動をすぐに起こすことができる。	

活発力の高い人は、失敗も含めて、どんな体験もバネ

として行動に変えていける傾向がある。周りに元気や

パワーを与えてもいる。	

		

②変革力	

変化に対応できる力。新しさや未知なものへの柔軟性

や発想力がある。変革力の高い人は、そもそも変化が

好きで、変化を自ら創り出す意欲の高い傾向がある。	

		

③共感力	

相手の思いに寄り添い、分かり合える力。自分本位で

はなく、相手視点に立って、物事を捉えたり、想像す

ることができる。相手の言葉だけではなく、言葉の裏

の感情をキャッチすることもできる。	

		

④関係構築力	

様々な人と発展的な関係を築くことができる力。人と

関わることに抵抗が少なく、気軽に声をかけたり、発

信することができる。相手のタイプや状況を読みつつ

協力関係を築くこともできる。	

		

⑤しめし力	

目標や未来に意識を向け続ける力。	

常に目標あるいは未来の成功イメージを持ち、言葉や

態度で表現できる。また、周りに道筋を示すだけでは

なく、浸透させ、指示・牽引する力や、決断力も含ま

れる。	

	



⑥成果実現力	

常に成果に意識を向けて動き続ける力。環境を言い訳

にせず、結果に向けて言動することができる。目標達

成のために何をしたらいいか、常に考え行動している。	

			

⑦積み上げ力	

コツコツとやるべきことを継続して行うことができる

力。他者との約束を守り、自分で決めた目標に集中し

て、やるべきことをやりきろうとする。	

		

⑧俯瞰力	

冷静に、客観的に全体を観察、分析する力。一歩引い

て全体にとってベストな言動をとることができる。自

分の役割を理解し、感情をコントロールすることもで

きる。	

	

3.2 ８つのコンピテンシーの活用 
	 コンピテンシーを A 信用金庫の課長級研修で活用し

た。研修のねらいは部下育成力の向上であり、主にコー

チングによる部下面談技術の習得が目的であった。共

創力に関しては２次的な要素ではあったが、並行して

研修で学び、実践してもらった。	

	 結果、研修前と、トレーニング３週間後の測定では

グラフ１と表２のような差が見受けられた。また、受

講者の成果としては、「部下との信頼関係が深まり、部

下が解決策をもって相談に来ることが増えた」「部下自

身が行動計画を立て、自主的に行動するようになった」

「伸び悩んでいた営業職員に結果が出てきた」「部下の

仕事のミスが減った」などの声が出てきている。	

	 共創という概念を知り、リーダーとして必要な力と

行動指針がわかることで、リーダーの行動に変化を起

こしやすい要因となると推測される。	

	

グラフ１	

	

 
表２	

 
１回⽬ ２回⽬ 差（２−１） 

活発⼒ 4.65 5.17 0.53  
変⾰⼒ 5.29 5.57 0.27  
共感⼒ 6.29 7.78 1.49  
関係構築⼒ 5.53 6.04 0.51  
俯瞰⼒ 6.18 7.61 1.43  
積み上げ⼒ 7.29 8.13 0.84  
成果実現⼒ 5.24 6.13 0.90  
しめし⼒ 4.68 5.48 0.80  
 

4  終わりに 
4.1 今後の課題と考察 
 
	 今回、経験をベースに「共創リーダー」のコンピテ

ンシーを８つにまとめてみたが、まだまだスタートラ

インにも立っていないと痛感している。今後は以下の

４つを課題として、探求を重ね、来年以降につなげて

いきたい。	

1.共創状態の可視化	

	 共創状態が生まれるには、成果とプロセスを統合さ

れている状態が必要だと考える。	

	 組織が成果に寄りすぎず、かといってプロセスに寄

りすぎず、程よい状態でいることで、それぞれの成員

の力が掛け算になり、大きな成果につながる共創状態

が生まれると考える。しかし、実際の現場で何がどう

なったら共創状態だと言えるのか、客観性があり、か

つ誰もが可視化できる状態に落とす必要があると考察

する。	

	

2.共創リーダーコンピテンシーの信頼性の向上	

	 今回のコンピテンシーは、当社の経験をベースに作

成しており、質問項目の精度や調査方法など、統計学

的なエビデンスや英知がもっと必要だと考察する。そ

れは、今後しかるべき専門家と共創をしながらブラッ

シュアップしていきたいと考えている。	

	

3.共創リーダーのモデル化	

	 実際にどんな人が共創リーダーなのか、具体的に共

創リーダーは何をしているのか、誰もがイメージでき

るようなモデル化及び行動のコンピテンシーも必要だ

と考察する。	

	

4.共創リーダーの育成（トレーニング）	

	 共創リーダーのコンピテンシーが明確になれば、そ

のコンピテンシーをトレーニングによって身につけら

れる研修やトレーニングを開発していく必要がある。

将来、確実に共創リーダーが生み出される流れを作っ

ていきたいと思う。	
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