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■要約：

「分散型リーダーシップ」に関するレビュー論文。DL の起源、似た概念との比較、課題、今後の展望について述べている。

■内容

I. Introduction 導入

・Distributed Leadershiｐ（以下 DL）分散型リーダーシップは、個人のリーダーに焦点をあてる（例：リーダーの特徴、状況、ス

タイル、変容型リーダーシップ）これまでの「ヒーロー」的なもの（Badaracco2001）から、複数のアクターの相互作用による集

合的・社会的プロセスとしてのリーダーシップ（Uhl-Bien2006）に目を向けたものである。

・Gronn(2002)は、DL により、新たな「分析単位」が、リーダーシップ研究に示されたとしている。

・分散型の視点により、個人のリーダーの属性や行動から、「状況的リーダーシップ実践」に関心が移ってきた

（Spillane2006）。

・ただ、DL のみが、リーダーシップを違った観点で見ている訳ではない。「Shared Leadership(SL)シェアード・リーダーシップ」、

「Collective leadership 集合的リーダーシップ」「Collaborative leadership 協調的リーダーシップ」「Co-leadership 協同リーダー

シップ」「Emergent leadership」など。

・これらに共通する考え方は、リーダーシップは、ただ一人の人間が負っているのではなく、リーダーシップを社会的プロセス

として見ている点である（Barker 2001；Hosking1988）。

・本稿では、DL の理論的起源や似た概念との比較、今後の展望について述べて行く。

II. The theoretical origins of DL 分散型リーダーシップの理論的起源

・Oduro(2004)は、DL は、1250BC まで遡れるとし、「それは、人々を通じて組織目標を達成する為の最も古いリーダーシップ

概念の一つ」であると述べている。

・Harris(2009)は、20世紀半ばに、DLの概念が現れたとし、Gronn(2000)は、Gibb(1954)が、最初にDLを提唱したとしている。

・このように早い段階で、DL という概念への興味は現れていたが、その後、DL 概念は休止期間に入る。Brown & 

Hosking(1986)が、DL 概念の再発見を行うまでは。

・DL の休止期間中、変容型、カリスマ型リーダーシップが、研究者や実務家にはもてはやされていた。

・DL の理論的源泉を見る際に、いくつかの鍵概念が引用される。Spillane et al.(2004)は、「Distributed cognition 分散認知」と

「Activity theory 活動理論」が、DL の概念基盤になると述べている。

・Gronn(2000)も、同じように、分散認知と活動理論を、DL の鍵概念であるとしている。特に、Engestrom(1999)の研究が、分

析の枠組みとなっていると述べている。

・更に、Gronn(2008)は、その他の多くの理論や研究を、DL の理論的源泉として紹介している。

・1990 年代半ばに、DL は受け入れられるようになってきた。それまでは、上のリーダーが、フォロワーを従えるという伝統的
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目線でのリーダーシップが中心であった。

・Pearce & Conger(2003)は、このシフトが起きた理由として、クロスファンクショナルチームの勃興、多様性の発展、情報の多

さ、仕事の複雑性の増加等を挙げている。

III. Distributed leadership: An idea whose time has come? 分散型リーダーシップ： 誰にとって良い時代が来たのか？

・2011 年 3 月 8 日段階において、UK で、グーグル検索をした所、DL に関して、187,000 件のヒットがあり、9,220 冊の本が、

DL について触れているという結果が出た。

・「リーダーシップ」で調べると、2 億 100 万のウェブページがあり、600 万の本があるので、その中では小さい。

・Scopus データで、学術論文の本数を調べた結果が、以下のグラフ（Figure1）である。

・DL が、2000 年を境に急激に伸びており、2007 年～2009 年の間に、SL を上回っている。

・First authors 第一著者の出身国別の違いで見ると（Table1）、UK のほうが、DL の記事数が、SL より多い。

・研究領域で見ると、SL は医療、心理学で多く、DL は、教育で多い。

・68%の DL 研究は、教育、教育マネジメントジャーナルに掲載されている。SL 研究は 26%。
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・39%の SL 研究は、健康関連ジャーナル（医療、医薬）に掲載されている。DL 研究はゼロ。

・25%の SL、19%の DL 研究が、ビジネス、マネジメント、リーダーシップジャーナルに掲載されている。

・UK では、教育政策と実践に、DL が取り上げられたことも、US よりも、UK で DL 研究が盛んな理由と言える。

IV. Distributed leadership and related concepts 分散型リーダーシップと関連する概念

・Leithwood et al.(2009)は、DL は、「Shared 共有型」「Democratic 民主的」「Dispersed 分散的」やその他の概念を包含したも

のと多くの研究者が見ていると述べている。この見方は、DL の Normative 規範的視点と言える。この視点をもつ研究者の興

味関心は、効果を得るために、どのようにリーダーシップが分散すべきなのかという問いである。

・Spillane & Gronnは、別の見方として、Descriptive記述的視点を提示している。彼らは、DLを、組織内でどのようにリーダー

シップが分散されているのかを見る分析枠組みとして捉えている。

・関連する概念と DL は、理論的、歴史的源泉から見ても似ている点が多い。Bennett et al.(2003)は、DL のレビューの中で、

関連概念である「Delegated 委任型」「民主的」「分散的」と比較し、それらの概念の中には、次の 3 つの前提があると主張し

ている。１）リーダーシップは、集団あるいは相互作用する個人のネットワークに現れる特性である。２）リーダーシップの境

界に開放性がある。３）たくさんの多様な専門知識が分散している。

・これらの前提は、「共有型」リーダーシップや他の似た概念においても共通している。

・しかし、Leithwood et al.(2006)が提案しているように、DL と「共有型」「Collaborative 共同型」「民主的」「Participative 参加

型」リーダーシップが似ているとは言え、それは全ての概念が同じであるとか、「全ての人がリーダー」であると言っている訳

ではない。

・Spillane & Diamond(2007)は、「DL の神話」として、次の 4 つを挙げている。１）DL は、リーダーシップとマネジメントの

Blueprint 青写真である。２）DL は、学校長（や CEO）の役割を否定している。３）分散型の視点からいえば、「全員がリーダー

である」。４）DL は、共同的状態のことである。

・このように仮定して、物事を見ると、リーダーシップ実践のダイナミクスを見失う恐れがある。

V. Patterns and outcomes of DL DL の種類と結果

・DL とその他の概念を分けているのは、関連概念が仮に独立した理論となろうとしているならば、DL はより Systemic システ

ム視点をもってリーダーシップを見ている点かもしれない。

・Spillane(2006)は、DL では、リーダーシップが分散しているという事実よりも、どのようにリーダーシップが分散されるのかに

着目しており、それは階層的、トップダウン型リーダーシップアプローチとも共存し、有効に活用されうるものであると述べて

いる。

・著名な DL 研究の内、Gronn（2002）と、Spillane(2006)は、DL の Interpersonal 個人間の動きに注目しているのに対し、

MacBeath et al.(2004)と、Leithwood et al.(2006)は、Different forms of DL DL の形式に焦点を当てている。

・これらの先行研究から、「分散された」リーダーシップそのものが重要なのではなく、「どのように」リーダーシップが分散さ

れているのかの方が重要であることが示唆されている。

・このことが、Harris(2009)のレビュー論文で示されたように、組織パフォーマンスにおける DL の効果が、正と負に分かれて

いる理由かもしれない。

・Harris(2009)は、DL と組織変革、教員のリーダーシップ、プロフェッショナル学習コミュニティとの間に、正の関係があること

を示したが、DL がチームパフォーマンスに負の効果、例えば、責任の分散、安定と安心の感覚の減少、境界管理課題を起

こすことも提示した。

・Mayrowetz(2008)は、DL 研究が多い「学校リーダーシップ」領域において、DL と学校改善、リーダーシップ開発の間に、強

い関係は無いと主張した。

・同じように、York-Barr＆Duke(2004)は、生徒の学習成果と、DL の間に直接の効果があることを示す実証データはわずか

しかないと述べている。
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・その一方、Harris & Muijs(2004)を始めとする複数の研究において、DL と、学校パフォーマンスとの間に、正の関係があるこ

とを示す研究もある。

・DL の研究者たちは、今後の研究において、どのような DL が、組織パフォーマンスに良い影響または悪い影響をもたらす

のかを明らかにすべきである。

・更に、「何故」リーダーシップが分散しているのか、「誰が」その分散を管理しているのか、そして「何が」分散されているの

かといった問いについても見ていく必要がある。

VI. What might we still be missing? 見落としていることは何か？

・DL 研究において、今後検討するに値するであろういくつかの側面について述べたい。

A. The context of DL DL の文脈

1. Power and Influence 権力と影響

・Brown et al.(2000)を始めとする複数の研究者たちは、DL において、Power 権力の動きと影響については、あまり考えられ

ていないと警鐘を鳴らしている。

・例えば、Hatcher(2005)は、「リーダーシップ」は分散されているかもしれないが、「権力」は分散されていないと述べている。

・Gordon(2010)は、オーストラリア警察の研究を通じて、リーダーシップと言えば権力、権力と言えばリーダーシップという関

係がある中で、「権力に無邪気な DL」は、「無知で平均的なリーダーシップ」ではないかと述べている。

・権力の動きに目を向けるならば、DL 研究者は、リーダー間の競争（Storey 2004）、小さな政治（Bjork & Blasé 2009）や、パ

ートナーシップの美辞麗句（Lumby2009）にも注意を払った方が良い。

2. Organizational boundaries and context 組織境界と文脈

・DL 研究の多くは、組織境界内で行われている。例えば、学校リーダーシップ研究であれば、学校内のアクター（教員等）や

ステークホルダー（生徒、親、行政）を調べることが中心になる。

・一方、一つの学校でのリーダーシップ実践が、他校、地域コミュニティ、地域ビジネス、地域医療、警察等に、どう影響する

かまでは見られていない。

・更に、DL 研究のほとんどは、公式な役職にいる人たちに目を向けている。例えば、Spillane & Diamond(2007)が提示した 6

つの DL 研究は、全て「校長」の役割に焦点を当てていた。それは、Liethwood et al.(2009)が提示した DL 研究もほとんどが

そうである。

・McCrimmon(2005)は、ネットワークとパートナーシップ内における「Thought leadership ソート・リーダーシップ」1が重要だが、

まだ未開拓の DL 領域ではないかと提案している。

・Pye & Knight(2005)は、ネットワーク自体が、組織内や組織間でリーダーシップがどのように起こるかを理解する重要な分

析レベルではないかと述べている。

・教育セクター以外での DL 研究が、DL の汎用性と有効性を検証するためにも、今後は求められる。

・更に、「Distributed 分散型」「Shared 共有型」「Dispersed 分散的」リーダーシップを違う文脈で見ることによって、それらの概

念が確かに違うリーダーシップを表現しているのか、あるいは単なるレトリックなのかが見えてくる可能性がある。

3. Ethics and diversity 倫理感と多様性

・Woods & Gronn(2009)は、DL 研究に「民主的価値観」が覆いかぶさっているという問題提起をした。

・Sugrue(2009)は、集合的リーダーシップに焦点を当てすぎることで、「Everyday heroes and heroines 毎日のヒーロー、ヒロイ

                                                  
1「ソートリーダーシップ（Thought leadership）とは、特定の課題やテーマに対して、企業が、その解決策となりうる

「主張、思い、理念など（＝ソート Thought）」を掲げ、社会や顧客からの共感と評判を生み出すこと。戦略的に当該テ

ーマの第一人者（Thought leader）としてのポジションを獲得するためのマーケティング活動である。」アサツーディ・

ケイ ストラテジック・プランニング本部 井上一郎氏 https://adv.asahi.com/keyword/11053380.html 2015 年 03 月

03 日
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ン」という状態になり、各人の貢献にまで目が向かなくなるのではと述べている。

・Grint(2010)は、DL はリーダーに本来備わっている「Sacred 聖なる」特性であるリーダーシップの孤立や犠牲、沈黙といった

点を無視していると主張している。

・DL 研究の多くは、他の文化や多文化視点をもっていない（例外として、McIntyre2003、Yeung et al.2006）。

・トップダウンリーダーシップを好む文化（Goldstein2004）や、DL を受けるエンドユーザー側である学校生との声（Menon 

2005、Mitra2005）まで見ている DL 研究は殆どない。

B. Methodological and developmental challenge 方法的、開発的挑戦

1. Ontology 存在論

・Drath et al.(2008)は、DL 含むリーダーシップ理論は、「Leaders リーダーズ」「Followers フォロワーズ」「Common Goals 共通

目標」という 3 つの要素があり、これらについては必ず語られなければならないと主張している。

・DL 理論では、リーダーシップを「相互作用する個人のネットワークまたは集団に現れる特性」と考える（Bennett et al.2003）

・Alvesson & Sveningsson（2003）は、リーダーシップについて考えるならば、「non-existence of leadership リーダーシップが

存在しない」を、異なる現象として見る必要があると述べている。

・DL 研究者は、特定の何が、リーダーシップであるのかに焦点を当てるべきである（Kelly 2008, Pondy 1978）。

2. Research methods 研究手法

・DL 研究においては、DL 実践の組織成果への影響についてより焦点を当てるべきだという声もある。例えば、

Timperley(2005)と、Robinson(2009)は、生徒の学習が鍵となる変数であり、リーダーシップの違った形態が、これに対してど

のような影響を及ぼすのかを見るべきと提案している。

・Youngs(2009)は、DL 研究はより Critical 批判的な視点を持つべきだと主張し、現在の DL 研究の主流である Descriptive 記

述的、Normative 規範的アプローチとは別の視点を持つべきだとしている。

・DL 研究においては、今後、エスノグラフィックなアプローチや、マルチレベル分析が求められる。

3. Development, reward and recognition of leaders リーダーの開発、報酬、評価

・DL では、リーダーシップの実践は、広いシステムの中に位置づけられていて、複数のアクターによる貢献によってリーダー

シップが起こっていると考える。公式な管理職のみがリーダーシップを発揮している訳ではない。

・Day(2000)は、「リーダーの開発」ではなく「リーダーシップの開発」と述べている。

・組織内あるいは組織を超えた個人間のネットワークと共通理解の開発に、投資をしていく必要があるのではないだろうか。

VII. Conclusions 結び

■感想

・自分の理解が浅いからだが、「シェアド・リーダーシップ（SL）」と「分散型リーダーシップ（DL）」の違いは分からなかった。

・DL 研究の多くが、「学校長」を中心としたものであるなら、立教 BLP の「生徒」の DL は、新しい視点なのかも。

・中小企業の「社長・役員」関係間で、DL があったら、故一倉定先生から「ワンマン経営こそ、正しい事業経営。」

「民主経営ほど恐ろしいものはありませんね！」と、一喝されちゃうかも。

・リーダーシップを「影響力」2と捉えたとき、その影響力にも、影響が「大きい、小さい」、責任が「重い、軽い」等の違いがある

のでは。

以上

                                                  
2 リーダーシップの定義「職場やチームの目標を達成するために他のメンバーに及ぼす影響力」『シェアド・リーダ

ーシップ』石川淳（2016）p17


