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エグゼクティブサマリー
グローバル市場のスピード、不確実性、複雑性が増すにつれ、リーダー
は、変化に適応しながらビジネスを軌道に乗せることで、この目まぐるし
く変化する状況を乗り切る術を身につけなければなりません。このような
困難かつ好機でもある状況において、経験豊富なコーチはエグゼクティブ
にとって非常に大きな支えとなります。しかし、コーチは、ビジネスの進
化と並行して、リアルタイムでテクノロジーを駆使したコーチングをグ
ローバルに展開し、個人だけでなくシステムやチームにも適用できるよう
な方法論に拡張していかなければなりません。リーダーが、ビジョン、共
通理解、戦略の明確化を通じて従業員を巻き込み、不確実な時代に立ち向
かう敏捷性を身につけなければならないのと同様に、コーチもまたアジリ
ティ（敏捷性）が高くなければならないのです。不確実性を受け入れ、複
雑性を乗り越えて前進し、クライアントに発見と賢明な実行、そして継続
的な発展をもたらす能力を養わなければならないのです。

このすべてを達成するためには、何が必要でしょうか。この問いに答える
ため、コーン・フェリーでは世界中の200人以上のコーチを対象に調査を行
いました。対象となったコーチは、何千人ものシニアリーダーに対し、
コーチ、指導、助言するプロフェッショナルである、コーン・フェリーの
コーチングネットワークの参加者です。一般的に10年以上の経験を持ち
（64％）、20年以上の経験を持つ人も多く（19％）います。全員が有資格
者で、そのうち28％は国際コーチ連盟（ICF）の認定を受けています。回答
者の大半は北米における実務者（66%）ですが、ヨーロッパ、中東、アフ
リカ（19%）、アジア太平洋地域（12%）、ラテンアメリカ（3%）の出身
者も少なくありません。リーダーが最も頻繁に直面する課題、クライアン
トに対して最も頻繁に行うコーチングの方法、複雑で不確実なビジネス環
境下で企業をリードするために最も必要だと考えるコンピテンシーといっ
た質問に回答しています。
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 なぜコーチングか？

コーチングは、強力な能力開発ツールと広く認識されています。De Meuse 
and Dai (2009)は、コーチングの効果に関する研究を調査し、ある研究で
は、96％の組織がコーチング導入後に個人のパフォーマンスが向上したと報
告しています。また、ほぼ同数（92％）が、リーダーシップとマネジメント
の有効性が向上したと報告しています（Coaching Counts 2007）。別の調
査では、回答者の77％が、コーチングが9つのビジネス指標のうち少なくとも
1つに大きな影響を与えた、または非常に大きな影響を与えたと回答していま
す。コーチングによって最も改善されたものとして、生産性（60％）と従業
員満足度（53％）が挙げられています（Anderson 2001）。

明らかに、コーチングは変化をもたらしています。新しいビジネス時代にこ
のインパクトを維持し、深めるために、コーチはそのレパートリーを磨き、
構築し続けなければなりません。
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最近のコーチング
テーマとは？

シニアリーダーに期待されるのは、個人としての貢献ではなく、チームや仲
間、パートナーを動機付け、まとめることを通じて成果を上げ、戦略を活性
化させることです。調査対象となったコーチの多くは、このリーダーシッ
プの重要性と課題を認識していました。回答では、影響力、傾聴、共感な
どの対人コミュニケーションスキルが、あらゆるレベルのリーダーシップ
における重要なコーチングのテーマとして挙げられています。また、「自
己認識」は、重要テーマでありながら、しばしばディレーラー（阻害リス
ク）になりかねないとして、すべてのリーダーにとって重要度の上位にラ
ンクされており、C-suiteリーダーにとっては最上位に位置しています。

表1 
コーチングにおいて頻度の高いリーダーシップ課題とは？
コーン・フェリーのコーチは、リーダーシップ・レベル別に最も頻繁にコーチングを受けるトピックのトップ10として以下を挙げました。
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C-Suiteレベル

自己認識

対人関係構築力、傾聴力、共感力

影響力

変革期におけるリーダーシップ

コミュニケーションスキル

モチベーションとエンゲージメント、
ビジョンと目的意識によるリード

効果的なチームの構築

戦略と戦略的思考

不確実性とあいまいさへの対処、
意思決定能力

メンタリング、社内人材育成、
後継者育成

ビジネスユニットリーダー 
(SVP、VP)

対人関係構築力、傾聴力、共感力

影響力

自己認識

コミュニケーション能力

モチベーションとエンゲージメント

効果的なチームの構築

メンタリング、社内人材育成、
後継者育成

権限委譲、エンパワーメント

変革期におけるリーダーシップ

不確実性とあいまいさへの対処、
意思決定能力

ミドル・リーダー：シニアマネージャー
またはファンクション責任者

対人関係構築力、傾聴力、共感力

影響力

コミュニケーション能力

自己認識

権限委譲、エンパワーメント

効果的なチームの構築

モチベーションとエンゲージメント

不確実性とあいまいさへの対処、
意思決定能力

メンタリング、社内人材育成、
後継者育成

タイムマネジメント、
エネルギーマネジメント
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今後のビジネス環境を
特徴づけるものは？

今後のビジネス環境は、リーダーとしてのあり方を劇的に変化させるいくつかの
要因に満ちています。ひとつは、リーダーが習得し、管理しなければならない情
報量が加速度的に増加していることです。毎週、世界中の人々が、これまで1年間
に創られたのと同じ量の新しい情報を創り出し、伝達しています。早晩、1年分の
情報を10分ごとに作成し、発信するようになるでしょう。このページを読む1分
の間に、200万以上の検索、47,000のアプリのダウンロード、48時間の動画の
アップロード、571の新しいウェブサイトの作成、2億400万通のメールの送信が
行われています。これが毎日毎分なのです。2020年までに、毎年作成・保存され
るデジタル情報の量は、2009年の44倍のストレージが必要になると言われていま
す（Ernst and Young 2011）。

商業インターネットと Facebook、Twitter、LinkedIn などのソーシャルテクノロ
ジーは、加速度的なつながりを生み出し、その結果、リーダーは、透明性の向上
と爆発的な情報の洪水の影響を管理しながら、複数のコミュニケーションチャネ
ルに効果的に、首尾よく、さらには楽しく露出することが求められるようになり
ました。

産業革命が始まって以来、変化はビジネスの成長を促してきました。しかし、今
日のインターネット時代の時間軸は、市場投入のスピード、需要充足のスピー
ド、決済処理のスピードを、かつてないほどに加速させています。新しいビジネ
スモデルが普及し、特にアジアの影響力が増しています(Korn Ferry 2011)。今後 5 
年から 10 年にわたって高い需要が見込まれるスキルとして、デジタル・ビジネ
ス・スキルや複数のシナ リオを考慮し準備する能力などが挙げられています 
(Oxford Economics 2012)。

リーダーは、絶え間ないスピードでイノベーションと適応を推進する一方で、中
核となる永続的なビジョンを維持し、組織の焦点を定め続けなければなりませ
ん。また、リーダーは、混沌とした変化の中にあっても、明確なビジョンを伝え
なければなりません。コーチは、このことを多面観察結果のフィードバックに反
映させ、「目的意識の明確化」と「意味の明確化」、そして「ビジョンの作成と
伝達」を、変動と不確実性の時代におけるリーダーの上位のコーチングニーズと
して挙げています。

これまでは、コーチが個々のリーダーに対してビジョンを作り、それを明確にす
ることを支援してきましたが、今後は、より広いネットワークを巻き込みなが
ら、リーダーがビジョンを共創していくことが必要だと考えているようです。あ
る回答者のコメントは、多くの人々の思いを代弁しています。「コーチは、1対1
の個別のコーチングの関係を超えなければならない。ビジネス、組織、社会シス
テム、シニアチームのダイナミクスに関与し、理解する必要がある」と。このよ
うな回答から、コーチは、リーダーと共にビジョンや方向性を明確にするだけで
なく、リーダーの幅広いチームと共に、意味の共有、首尾一貫した行動、合意し
た現場での実践を支援する必要があることがわかります。
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新しいグローバル環境に
対応する新しいスキル

現代のビジネスでは、リーダーは様々な場所から異質な人々が集められ、
チームを組成することが多くなっています。多国籍企業の数は、1990年以
降、2倍以上に増えています(Krell 2013)。国境を越えたグローバル人材の活
用は過去10年間で42%増加し（Ernst and Young 2011）、企業がデジタル
情報やモバイルアプリケーションをさらに取り込むにつれ、文化や国境を
越えた拡大において、場所が障害になることは少なくなっています（The 
Conference Board 2012; Ernst and Young 2011）。

金融資産に占める新興国市場の割合は2020年までに倍増すると予想されて
おり（National Intelligence Council 2012）、そのうちの40%は中国とイン
ドからもたらされると考えられています（Ernst and Young 2011）。コー
ン・フェリー(2011)は、デジタル・ナレッジが国境を越えた情報の共有に
よるイノベーションを通じて、この世界経済の成長を加速させ続けると報
告しています。成長、イノベーション、そしてグローバルリーダーシップ
は相互に密接に関係しており、これらの複雑な相互依存関係をうまく操り
ながら、明確な道筋を描き、伝えることができるリーダーが求められてい
ます。

調査の回答では、リーダーやコーチはグローバル、文化的、世代的な職場
の違いにもっと文化的に対応する必要があることが強調されています。
「そのためには、バーチャルなチャネルでのつながりを最大限に活用する
ことを学ぶ必要がある」と、何人かのコーチは指摘しています。あるコメ
ントには、いくつかの回答が集約されていました。「VUCA（Volatility, 
uncertainty, complexity, and ambiguity）を通じたマネジメントは、マト
リックス組織やグローバル組織におけるチームマネジメントと同様に、今
後も重要であり続けるだろう。バーチャル環境でのリーダーシップは、対
面でのやりとりが少なくなるため、非常に大きな意味を持つだろう」。こ
の回答者は、さらに、「コーチは、これらのバーチャルコミュニケーショ
ンの分野でスキルと信頼性を高める必要がある 」と付け加えています。こ
の意見に呼応するように、VOIP（Voice over Internet Protocol）システム
やその他のリアルタイムバーチャルコネクションツールの利用を増やし、
文化の多様性を理解する努力をすることで、リーダーとコーチの双方にこ
れらのコンピテンシーを身につけることを提案するコメントがありまし
た。

グローバルな課題を抱えるリーダーをサポートするために何が必要なの
か、コーチはさまざまな見解を示しました。ある回答者は、自分自身がグ
ローバルなビジネスや文化の現実を直接体験し、より深く理解する必要が
あると言い、別の回答者は、オープンで偏りのない質問とその場での存在
感というコーチングの基本的な能力を磨く必要があると述べました。どち
らのアプローチも、クライアント、コーチ、ビジネス文脈によって、適切
なものとなります。とはいえ、幅広い回答が示すように、リーダーがアプ
ローチや理解のレパートリーを広げなければならないのと同様に、コーチ
も「ラーニング・アジリティ（学びの素早さ）のモデル」とならなければ
ならない、とあるコーチは調査の中で指摘しています。
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21世紀型リーダーの
コーチング 

共通のビジョンを持ち、複数の事業部門にまたがって規模を拡大するために
は、リーダーは、チームの持つネットワーク、情報収集、経験の活用、情報
共有の能力を駆使しなければなりません。リーダーは、個人の能力に依存す
るのではなく、人間関係の構築、チームの有効性、透明性を高めることで
オーナーシップとアカウンタビリティを共有する必要があります。実際、
オックスフォード・エコノミクス（2012年）のグローバル人材調査では、
共創とブレインストーミングの能力を人材にとって最高のスキルだとしてい
ます。

私たちが調査したコーチも、この結果を支持していました。複雑で不確実
な状況で働く人々にとって、コーチングのニーズとして最も高いのは次の2
つです。(1）より集団的、協調的に仕事をする能力、（2）高度に分散した
知識とチームのネットワークを管理する能力。

特に、クライアントがネットワークやシステムをより効果的に統合、連携、
コミュニケーションできるように支援するために、コーチは以下のアプロー
チやスキルが重要であると認識しています：システム思考、物事の全体像と
現場の実態を切り替える能力、そして速いペースで進む世界でリアルタイム
のコーチングを可能にする技術の習得を向上させること。

コーチは、まず、変化の不確実性とリスクに伴う不安への相談相手とな
り、次に、クライアントが明確で首尾一貫した実行可能な道筋を提示する
ことで、必要不可欠なサービスを提供します。そのためには、コーチが、
リーダーの「わからない」という不快感を受け止めながら、同時に、不確
実性のなかを組織が進むべき道を明確に示すことを支援する必要がありま
す。

調査対象となったコーチは、この課題に関連する2つの最重要ニーズを特定
しました。

• あいまいさに対処する能力の模範となり、質問と発見、助言と指導
を適切なバランスで提供する。

• リーダーのメンタルモデルや思い込みに切り込み、もはや自分自身
や部下に役立たない信念やパターンを明らかにし、新しいマインド
セットを導入する。

リーダーシップ開発に関する研究によると、スキルやコンピテンシーの
向上、つまり水平展開がリーダーシップの有効性に必要であるとされて
いますが、複雑化する課題に対応するには十分ではありません。変化す
る現実に対応する能力を高めるには、リーダーは常に考え方、やり方、
あり方を変えていかなければなりません。

21世紀のコーチング
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コーチは変革を促すこと、すなわち垂直的な開発を導入し、リーダーが自
分の役割、自分自身、状況、そして選択肢をどのように捉えるかを拡大す
るようチャレンジしなければなりません。調査対象となったコーチの中に
は、新しいマインドセットを育成し、それに伴ってリーダーの実践と効果
を変化させるのに、特に強力なアプローチとして、成人期における能力開
発とコーン・フェリーの「ラーニング・アジリティー」 という2つの能力
開発の枠組みを挙げた人がいました。

成人期における能力開発では、リーダーは、成熟するにつれて起きている
ことを理解する能力を高めていくことが示唆されています。このように、
状況に対する視点の幅が広がることで、対応の選択肢が増え、状況の複雑
さを把握しながらも、明確な道筋を示すことができるようになります。こ
のような能力は、リーダーシップの実践と成果の成功につながるという研
究結果があります (Joiner and Josephs 2006; Rooke and Torbert 2005)。

ラーニング・アジリティーのフレームワークは、リーダーが新しいことや
複雑なことに適応できるようにするための新しい行動やマインドセットを
特定するための実証済みモデルをコーチに提供するものです。ラーニン
グ・アジリティーとは、「経験から学び、その学びを新しい状況や異なる
状況に適用する意欲と能力」と定義され、経験的に昇進後の成功と関連付
けられています（Dai 2014）。複数のコーチが、このフレームワークを、
複雑で不確実な時代のリーダーを支援するためのツールキットへの重要な
追加要素として挙げています。
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最近の予測によると、米国では人材の離職が大きな課題として迫ってお
り、特に自発的な転職とハイパフォーマーとの離職が問題となっています
（PricewaterhouseCoopers 2013）。人材確保には、給与や昇進に加え、認
知、価値観の一致、目的意識と誇りがますます重要になります（Circle 
Research 2012、Korn Ferry 2011）。こうした人材を惹きつける能力を醸成
するために必要な包括的なリーダーシップコンピテンシーは、「他者を育
成する」ことです。しかし、コーン・フェリーが実施した長年のコンピテ
ンシー・アセスメントのデータによると、他者の育成は日常的に最下位に
近い位置にあることが分かっています。リーダーは、もはやこの分野を軽
視することはできないのです。

調査に参加したコーチは、この分野が懸念事項であることを認め、リー
ダーのやる気を引き出し、人を惹きつける練習を改善するための具体的な
方法を指摘しました。すべてのレベルのリーダーシップにおいて、コーチ
ングテーマのトップ10のうちの2つは、「モチベーションとエンゲージメン
トのスキル／ビジョンと目的を持ってリードする」と「メンタリングと他
者の育成」でした。

コーチングはコーチとクライアントの関係に基づいて行われるため、コー
チングのダイナミズムを一種の「ラーニング・ラボ」と位置づけるコーチ
もいました。コーチングによって、リーダーは気づきを得るとともに、他
者を巻き込み、育成するために必要なスキルを実践することができるので
す。共感、積極的な傾聴、動機と目的意識の明確化、これらはすべてコー
チングの重要な要素であり、それらを経験することによって、リーダーは
これらのスキルが実際に使われていることを直感的に理解することができ
るのです。

コーチは、リーダーが他者に与える影響について客観的にフィードバック
する方法を数多く挙げています：シミュレーション演習、インタ
ビュー、360度多面観察（直属の部下、同僚、上司を含む）、自己内省、
シャドーコーチングなど。これらの手法は、コーチングやリーダーシップ
開発にとって新しいものではありませんが、リアルタイムの行動観察、
フィードバック、変化をターゲットにしたこのようなアプローチに対する
需要は高まるでしょう。

コーチングは、個々のリーダーのモチベーションと目的意識を引き出し、
ターゲットに合わせた適切なフィードバックを提供することができるた
め、21世紀のリーダーのニーズに適した、他にはない貴重な学習機会を提
供します。現代の環境の激しさ、不安定さ、スピードは、リーダーとコー
チの双方に、より大胆にこれらの課題や機会に立ち向かい、その場でそれ
を実行するよう求めています。このようなパートナーとの協働が可能であ
れば、その成果は大きなものとなるでしょう。.

21世紀のコーチング

21世紀のコンテクスト
におけるコーチング 
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コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。ク
ライアントの組織設計、適材適所を支援し、社員の処遇・育成・動機付けと
いった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を
高めることによる人材のキャリアアップを支援します。
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