のであったとすれば、人や組織は動か

ない。八木氏は、
「
『これをやりたい』

という『思い』を持つだけでなく、そ

れを成し遂げるために、ブレることの

ない判断や行動の『軸』を持つことが

必要です」と語る。

「思い」
と
「軸」
で
自立して成長する

「軸を持つ」とは、
「自分はこれまで、
どんな価値観で物事をとらえ、判断や

やＬＩＸＩＬグループで長年、人事の
要職を務め、５年前にＩＷＮＣの会長

行きの見えない状況の中でも、みずか

している。そんな時代だからこそ、先

経営を取り巻く環境は不確実さを増

いのか』
『何をしたいのか』という明

「リーダー自身が『自分はどうありた

てきた。

ーが必要なのかということを問い続け

長に導くためには、どのようなリーダ

となった八木氏は、組織を動かし、成

らの強い信念と冷静な判断の下、人や

リーダーは
教えても育たない

組織をよりよい方向に力強く導いてい

うに育成するという発想では、真のリ

す。従来型の人材開発プログラムのよ

のではなく、みずから『育つ』もので

「そもそも、リーダーは『育てる』も

もなかなか育たないものだ。

ップを持つ人材は、育てようと思って

だが、そうした圧倒的なリーダーシ

らこそ「リーダーは教えて育つもので

はなく、みずからが抱くものだ。だか

「思い」は、誰かに教えられるもので

です」と八木氏は語る。

と思ってもらえるかどうかが重要なの

て伝え、
『この人についていきたい』

した。みずからの『思い』を言葉とし

人が動くはずはないと考えるに至りま

ようとする強烈な『思い』がなければ、

確なビジョンを持ち、それを成し遂げ

ーダーは生まれないでしょう」と語る

けるリーダーが求められている。

のは、斬新なアプローチで新しいリー
はない」とＩＷＮＣは考える。
八木氏は、
「人や組織をリードする

ダーシッププログラムを提供するＩＷ
ＮＣ会長の八木洋介氏である。
ですが、それは大きな間違いです。ま

ことがリーダーの定義だと思われがち

国内では八ヶ岳など、過酷な環境の場
ずは自分自身をリードできなければ、

ＩＷＮＣは、中国やモンゴルの奥地、
所で企業の選抜された経営人材を輩出
人がついてくるはずはありません。真

それこそが自分自身をリードする出発

参加者が自分の「思い」に気づく、

しょうか」と語る。

そのものから問い直すべきではないで

のリーダーを輩出するためには、定義

するプログラムを開催。すでに 年余
りの実績を持つ。
その内容は何かを「学ぶ」のではな
く、異日常の空間にみずからを置くこ
主眼に置いたものだ。リーダーを生み
点となるのだ。

とで、自分の思いに「気づく」ことを
出すには、その経験が最も重要だと考

定力』
、その戦略を伝えて共感を得る

ーには、進むべき方向を示す『戦略策

八木氏は、
「さらに言えば、リーダ

くこともゴールとしている。

断、行動してきたのかを参加者が気づ

ともに、これまで何を「軸」として判

ログラムでは、みずからの「思い」と

そのため、同社のリーダーシッププ

とします。言い換えれば、
『思い』と

おのずとほかの力にも磨きを掛けよう

のか』ということが見えてくるので、

『それはどうやって手に入れるべきな

るためには、何が欠けているのか』

ない『軸』があれば、
『思いをかなえ

のだという。
「強烈な『思い』とブレ

っていれば、おのずと養われていくも

る「思い」と「軸」さえしっかり定ま

もっとも、これらの力は、基盤とな

ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）

のは、ＩＷＮＣ代表取締役社長の石川

動に重要な影響を及ぼします」と語る

に深く刻み込まれ、その後の判断や行

うに、強烈な印象を伴った体験は、脳

初めて『熱い』という感覚を覚えるよ

ない。赤ん坊が熱いミルクを飲んで、

るような体験でなければ、学びは残ら

「記憶に残る体験や、感情を動かされ

八木氏は語る。

身に着ける出発点となるわけです」と

も、漠然としたものや、あやふやなも

しかし、どんなに「思い」があって

ための『コミュニケーション力』
、み

。
えているからである（図表１参照）

ずからが先頭に立って戦略に沿った行

『軸』に気づくことが、すべての力を

博久氏である。

動を取る『実践力』
、変化に対応しな
がら柔軟に戦略を組み替えていける

Awareness
(気づき)

行動をしてきたのか」に気づくことだ。

自らの「思い」に気づくことで人は変わる。リーダーはその気づきを洞察し、行動に変える。
そしてリアルの中で対話し、行動を繰り返すことで自らのリーダーシップを確立する

『学習力』
、人々を巻き込んでいける高

Phase 3

い『人格』も求められます。
『思い』

「気づき」
と
「実行」
（行動）
の間にあるギャップを埋め
る。他人事・他責ではなく
自分は何をすべきか、すべ
きことにコミットする。

Empathy（共感)／
Sharing（共有)

喧々諤々な議論を通し、周
囲の人を惹き付け、自らの
ビジョンに対し、それぞれ
の役割の中で何ができる
かを考えさせる。

と『軸』と合わせて、最低でも７つの

図表1｜プログラムコンセプト
〈リーダーシップサイクル〉

その価値観を曲げることなく、一貫し

Insight
(洞察)

Leadership
Enlightenment
(覚醒)

力が必要とされるのです」と語る。
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Phase 2
Phase 4

Phase 1

プログラムを通して与える
さまざまな刺激を「気づき」
に変換する
何が起きても自分自身の
価 値 観に基 づいたリー
ダーシップは揺るがない。

た判断や行動を徹底することもリーダ

八木洋介（左） 石川博久（右）

リーダーの条件とは何か。どうすれば人を巻き込み、束ね、組織を動かすことができるのか。語り尽くされ
てはいるが、答えの見つからない問いに大きな示唆を与えるリーダーシップ像を提唱しているのがIWNCだ。
「人や組織よりも前に、まずはみずからをリードするのが真のリーダーである」
という考え方の下、その原点と
なるみずからの「思い（情熱）
」と「軸」を再結合させるリーダーシップジャーニーを提供している。
HIROHISA ISHIKAWA
欧州留学の後、1995年創業者アントニー・ウィロビーの意志に共感して
IWNCに入社。1999年日本法人の代表に就任、2007年にアジア全域へ幅
広く事業展開しグループ統括代表。2000年代には国内のIPOトレンドを牽引
した数々の経営者を支援。その後、欧米企業への長期的な組織開発を支
援した経験から、経営リーダーに対するグローバルでの勝ち方の方程式を確
立する。昨今は世界各地のネイティブ部族の長老たちから教えを被り、不確
実性の高い時代における高度にサステナブルな組織と、より本質的なリーダ
ーシップを探求する。

戦 略 を 語 る

ーにとって必要な条件だと、ＩＷＮＣ
では考えている。

IWNC 会長（ICMG取締役） IWNC 代表取締役社長

人は何をきっかけに強くなり
「経営リーダー」
として成長するのか
YOSUKE YAGI
日本鋼管（現JFEグループ）で主に人事などを担当した後、National Steel
に出 向し、CEOを補 佐。1999年にゼネラル・エレクトリックに入 社し、
Healthcare Asia、Money Asia、GE Japanにおいて人事責任者などを歴
任。2012年にLIXILグループ 執行役副社長 兼 LIXIL 取締役副社長 執行
役員に就任。同社のCHRO（最高人事責任者）を務め、同社の変革を実
践。グローバル化、リーダーの育成、ダイバーシティの促進など、戦略的人
事を推進した。著書に『戦略人事のビジョン 制度で縛るな、ストーリーを
語れ』
（光文社新書・共著、2012年）がある。
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「すべての参加者が強烈な気づきを得

い」や「軸」を発見するのだという。

それまで気づかなかった自分の「思

て学べたとしても、
〝意識〟として心

られる条件や心得などを〝知識〟とし

効果は生まれにくい。リーダーに求め

室や研修室で行うものでは、こうした

同じリーダーシップ研修でも、会議

す。ある意味『時間』さえ、私たちが

１９８９年に日本初の体験型研修会
ているわけではありませんが、ほとん
に深く刻み込まれることはないだろう。

何をしてきたのか」
「これから何をし

社として設立されたＩＷＮＣは、英国
どの人が何らかの刺激を受け、自分を

創り出すものですから」
（石川氏）

で生まれた体験学習に冒険の要素を取
見つめ直し、リーダーとしての覚悟を

たいのか」といったことを話し出すと、

り入れて、さまざまなオリジナルプロ

「適度な緊張感」
が
体験と感動を刻み込む

グラムを提供してきた。
また、危機感を覚えるような場所で

木や崖の上によじ登り、命綱一本で

強烈な体験をするというコンセプトは

「軸」に気づき、深く刻み込むために、

ただし、参加者が自分の「思い」や

つとしてまったく同じ体験はない。

適切なプログラムを用意するので、一

アント企業の要望に応じて、そのつど

体験をするプログラムもある。クライ

っていない修道院、また国内では八ヶ

ネス湖湖畔にそびえる電気・水道の通

離れた万里の長城の上、またある時は

「ある時は観光名所とはほど遠い人里

定している。

度の緊張感〟を覚えるような場所を選

するステージは、あえて参加者が〝適

モンゴルに限らず、ＩＷＮＣが用意

くのです」
（石川氏）

と思って柔軟に対処できる力も身につ

的な体験をすると、それが当たり前だ

やへき地といった過酷な場所で異日常

向に導いていく必要があります。山奥

向き合いながら、人や組織を正しい方

「リーダーは、そうした日々の変化に

必ず役立つという。

異日常的な経験をすることは、変化の

共通している。
岳山麓や無人島など、変化ある無骨な

飛び降りるといったように、極限的な

その最たる例が、極寒のモンゴルで
自然環境の中で、認識や概念が揺さぶ

たちは大いに慌てますが、肚を決める

で帰ってね』と告げるのです。参加者

コっと笑って『あとは自分たちで自力

のですが、途中で馬だけを帰らせ、ニ

進みます。これだけでもかなり厳しい

のウイルパワーの森は自発的な異日常

説者のいない、覚悟を持った正真正銘

いているように錯覚しますが、実際の

と、変わるはずもない日常が永遠と続

「受け身の立場で仕事をこなしている

記憶に刻み込まれる」

ットになった言葉・経験・感性は深く

を実感する土壌となる。その体験とセ

え、みずからをリードするということ

性が解放される。それがみずからを変

そこに息づく命の力強さに共振する感

され、その厳しい自然に宿る美しさと

そうすると、やがて感覚が研ぎ澄ま

の力を育む「３つの要素」
（軸、智、

（情熱＝思い、判断力、洞察力）と、そ

求められる条件として「３つの力」

する非連続の未来を当たり前と思えま

う鎖を断ち切り、可能性が無限に点在

を体験すると、過去からの連続性とい

必要があります。刺激ある場で異日常

人や組織をよりよい方向に導いていく

と変わる日々の変化に向き合いながら、

ありません。リーダーはそうした刻々

ているのは、いまに始まったことでは

が、経営環境がたえず変化にさらされ

ＶＵＣＡの時代と呼ばれ久しいです

シップジャーニーは、まさにそうした

ＩＷＮＣが提供する体験型リーダー

ダーが求められているのです」と語る。

ながら人や組織を動かしていけるリー

尖りをぶつけ研磨します。評論家や解

ったリーダーたちがお互いを磨き上げ、

極寒の地で「思い」と「軸」を語り合

います。会社や組織の垣根を越えて、

）に招き始めて
ト（ WIllpower forest

いつでも集まれるバーチャルフォレス

『意志あるリーダー』を我々が用意し、

「だからこそ、ＩＷＮＣを経験した

になかなか行けなくなった。

（意志力）
の森で
Willpower
お互いを磨き上げる

連続であるビジネスでの意思決定にも

。
の雪原プログラムである（写真参照）
られる時間が過ぎていく。

川氏は語る。

決めるきっかけを得るようです」と石

ところ日常は非連続です。むしろ、変

「最初に参加者は馬に乗って、雪原を

上る極限の中で、身も心も震えながら

と化し、未来価値を共創していきます。

。
破）を挙げている（図表２参照）

リーダーを生み出すための研修だとい

川氏）

ＩＸＩＬグループの人事担当役員だっ

特に、いまから 年ほど前、当時Ｌ

その種類はかなりの数に上っている。

応じて一つずつ開発してきたもので、

Ｃが 年以上前から企業ごとの要望に

こうした研修プログラムは、ＩＷＮ

えています」
（八木氏）

うな人材の輩出をお手伝いしたいと考

しいリーダーシップ）を体現できるよ

センティックリーダーシップ（自分ら

時代。そうした時代に求められるオー

けでなく社会的価値も求められている

ん。特にいまは、企業に経済的価値だ

長になったいまもまったく変わりませ

気で取り組めば、自分の『思い』や

が足りない方もいらっしゃいます。本

りたい』と思っているだけで、本気度

ちと最初に話をすると、何となく『な

だきたいですね。研修に参加する人た

『リーダーになりたい』と思っていた

そうとする人たちには、ぜひ心から

最後に八木氏は、
「リーダーを目指

本気で取り組めば
明らかに表情が変わる

た八木氏がＩＷＮＣにリーダーシップ

とです。この考え方は、ＩＷＮＣの会

ったリーダーになってほしいというこ

わらないもののほうが少ない。

自分を見つめ直してもらいます」
（石

いったんパラダイムチェンジすると、

「簡単に言い換えれば、誰かの真似を

える。

情熱を持って行動を起こす、
ブレイクスルーが必要。

昨今のコロナ禍では海外や極寒の地

途中、参加者が４～５人のグループ

人は本当に変わります。思い返せばモ

したり、既成のひな型に当てはめたり

破

Insight

状況を深く洞察し判断するためには、
単なる知識だけでなく智慧が必要。
他の人が感じる前につかむ
Sense before others do

えたのです」と八木氏は振り返る。

なので徹底してほしいという思いを伝

ラムだったのですが、素晴らしいこと

きました。もともと、そういうプログ

かせる研修にしてほしい』と要求して

とにかく、
『教えようとするな。気づ

「当時はクライアントの立場でしたが、

質と量が充実してきた。

返れば、幕末のように世の中が大きく

るのではないでしょうか。歴史を振り

重要な時期に差しかかっているといえ

こそ、みずからのパラダイムを変える

いわれていますが、そんな時代だから

『軸』なのです。変化の激しい時代と

そ の 物 差 し こ そ が、
『思 い』 で あ り

自分の物差しを持つべきだと思います。

他人の物差しで物事を測るのではなく、

石川氏も、
「リーダーとなる人は、

の胸にＩＷＮＣのワッペンがあり、彼

トロアドベンチャーが着ている宇宙服

石川氏は「将来、火星に旅立つアス

驚かれます」と語る。

とが多く、派遣された企業の方が良く

り組んだ方は明らかに表情が変わるこ

真を撮ってもらうのですが、本気で取

す。参加する方々には研修前と後に写

か』ということも、より明確になりま

ダーになるために、何が足りないの

『軸』がますますはっきりして、
『リー

研修支援を依頼するようになってから、

八木氏が長い人事経験の中で、
「み

らはそのワッペンを拳で叩いてタラッ
プを駆け上がっていく。未開を切り開

変わった時には、世論に流されず、み
ーシップを発揮した人物が数多く登場

くリーダー … それはそんなに遠くな

ずからの信念に基づいて強烈なリーダ
はなれない」と考えるに至ったのは、

しています。同じように、今日のビジ

い未来」と「思い」を語った。

気づける人材でなければ、リーダーに
先ほども述べた通りだ。

ネスにおいても、自分らしさを発揮し

ずからの『思い』
（情熱）や『軸』に

10

智

しかありません。マイナス ～ 度に

になり、吹雪の中で「自分はこれまで

ンゴルの雪原に境界線は見当たらなか

判断力

40

正解が見えない中でぶれない判断をする
自分の背中を押す熱量が必要。

洞察力

オーセンティックリーダーシップ
自分らしさこそが源泉

するのではなく、
『自分らしさ』を持

急激な変化を遂げるVUCAの環境で、リーダーに求められる
「3つの力」
と、その力を育む「3つの要素」

30

軸
3つの要素

30

しばしばＩＷＮＣでは、リーダーに

PR

東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル11階
株式会社 IWNC 〒100-0005
http://www.iwnc.com/index.html
問い合わせ先

った」
（石川氏）

未だ見ぬ旅に出る
Carry all to endeavor

智
破

どのリスクを取り、
どのリスクを止めるか
Seek which risk to take
and which to decline

t
en
gm
d
Ju

軸
Pa
ssi
on

情熱

戦 略 を 語 る

The Strategy
図表2｜ 経営リーダーに求められる3つの力と要素

