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今こそ問われる方向性を集中議論
企画段階、実施中、実施後におけるポイント

創業から発展へ
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創業から発展へ
今こそ問われる方向性を集中議論

相次ぎ運転を開始する太陽光・風力発電所、その担い手としての社員の増加。
全ては順調に進行している。

しかし、進行する、その先はどこへつながっているのか？
創業から発展へ切り替わるタイミングだからこその問い。

その重要性にフォーカスし、マネジメントによる議論の場を提供した飯牟礼部長。
企画段階、実施中、実施後におけるポイントを聞いた。

外資系石油会社で、自動車用燃料油および潤滑油の
販売に従事し、アジア地域統括部門にてマネジメン
トメンバーの一員として、石油製品の販売業務に携
わる。その後、リーダーシップ及びマネジメント能
力開発を主体としたトレーニング業界を経たのち、
2013年7月からジャパン・リニューアブル・エナ
ジー社で人事部門を担当。

従来の発電方式に比べてCO2(地球温暖化ガス)排出
を削減できる、太陽光発電、風力発電のプロジェク
トを日本全国で展開中。今後さらに、再生可能エネ
ルギーの開発を通して、日本のエネルギー自給率の
向上とエネルギーのベストミックスの実現、また、
地域資源の活用による地域社会の活性化・発展への
貢献を目指している。2012年設立。
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外部ファシリテーターの
起用と活用に向けて

計画にあたっては、当初か
ら外部のファシリテーターを
活用した議論の場にすること
を検討していたという。会社
の中枢部による議論の場に社
外の人間を入れる理由は、
「会社の方向性に結びつく基
本的な事項については、価値
観が絡むため、会社の中の人
間だけで行うと、誰しも中立
を保つことができないことを、
経験的に知っていた」とする。
それゆえ、話し合いの行方や
深さなどにおいて鍵を握る
ファシリテーターの選定には、
慎重になった。今回のマネジ
メントチームによる議論の場
の目的を、課題解決ではなく、
そもそも取り組むべき課題の
特定と、その点における意識
合わせに求めていた。「マネ
ジメントチームのメンバーに
何かを教えたり、足りないも
のを指摘したりするような、
講師的な引っ張り方をする方
ではなく、メンバー一人ひと
りから考えを引き出すような、
信頼を持てる方を探してい

た」という飯牟礼部長は、
3社との面談の結果、インパ
クトジャパンの細木慶信(ほそ
き・よしのぶ)を選んだ。「面
談の会話で、ビジネス感覚と
言いますか、経験や理解度の
高さを感じることができた」
ことだったと、選定のポイン
トを明かす。

飯牟礼部長の心の中には、
外部ファシリテーターの起用
の他に、計画段階で重視して
いたことが2点あった。その
１つは、議論の場の環境設定
だ。話題が話題だけに、社内
外どちらもマネジメントチー
ム以外の一切の他を遮断し、
安心かつ集中して議論できる
ように心を配ったという。そ
んな飯牟礼部長が選んだ方法
が、箱根というオフサイト(オ
フィスや、現場から離れた場
所)での１泊２日開催だった。

もう１つ重要視した点とし
て、議論の場を持った先の
ゴール状態の明確化があった。
こうした外部ファシリテー
ターを入れてのマネジメント
チームによる議論の場の経験

がなく、「今振り返るからこ
そ、こうして語れますが、当
時はそこまではっきりしてい
なかったというのが本音。細
木ファシリテーターと担当コ
ンサルタントの方との会話の
中で、整理されていった」と
語る。打ち合わせを重ねる中
で「こちら側のイメージは
しっかりと共有できていると
感じられるに至った」ことで、
実施当日には不安はなかった
という。

打ちとけ合い、
語り合った2日間

そうして迎えた初日は、事
前の打ち合わせ通り、まずは
個々の考えや想いを吐き出す
ことを目標に、スタートした。
前半の基本的なテーマは、
1) JREはなぜ存在するのか？
2) JREはどうふるまうのか？
3) JREは何をするのか？
などのトピックにおける認識
合わせだった。こうした「こ
の組織で何を大切にするか」
というテーマを半日かけて議
論していく中では、「『モン
スターカンパニーを作る』な
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2014年4月に運転開始した、山形県酒田市の風力発電所。
設備容量は16,000kW

2014年11月現在、全国で8か所の太陽光発電所を有し
ている。
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創業期を駆け抜けて
見えてきた課題

たった2名の創業メンバー
で立ち上げた2012年から、一
気に86名の規模にまで成長を
続けてきている、ジャパン・
リニューアブル・エナジー(以
下、 JRE)。実に毎月数名が
加っている計算だ。スピード
こそ抑えているものの、現在
なおも拡大し続けるJREを、
飯牟礼部長は「各分野におけ
る優秀な専門家集団でという
印象で、人材の多様性はあっ
ても、会社全体としてはまと
まりが薄い」と評する。その
目には、多様性を保ちつつ、
そのエネルギーを事業の発展
的継続に集中させていくこと
が、喫緊の課題だと映ってい
る。そして、この課題は、一
般社員に限ったことではなく、
マネジメントチームに関して
も当てはまると考えている。

会社の規模が大きくなるに
つれ、マネジメントチームの

メンバーも次第に増え、7名
になるに至っている(2014年
11月時点)。創業期からの2名
を除けば、その半数以上がこ
こ1年から数ヶ月前に加わっ
たばかりだ。「決してないが
しろにしてきたわけではな
い」としながらも、そうした
新しいメンバーの巻き込みと
いう観点において、個々人が
抱くプランや想いをマネジメ
ントチームの中ですり合わせ
る時間を満足にとれず、創業
3年目を迎えていた。急成長
を続けてきたという多忙さに
加え、マネジメントチームに
加わった時期の違いという、
メンバー間の時間の溝もあり、
同じ視点に立って議論をする
ことが難しかったという側面
もあった。「会社として何を
していくべきか」という基本
的な事項が、共有されていな
い時間が続いているのではな
いかと、飯牟礼部長は感じて
いた。「マネジメントチーム
が方向性を一致させ、判断基
準の明確化を進められれば、

ジレンマを伴う決断などの場
面おいてより的確な決断が行
える」。こうした状況が「日
常業務におけるコミュニケー
ションの効率化にもつなげる
ことができるのでは」と、そ
の影響が、マネジメントチー
ムに留まらず、現場にも及ぶ
可能性も視野に入れている。
創業期を駆け抜け、発展へシ
フトする、移行期に発生した
課題だ。

「リーダーとして『何をやる
のか』、『どうやるのか』を
語ることが求められるように、
マネジメントチームの中でも
『今後何をしていくのか、そ
れをどうやるのか』について
の共通理解が形作られるべ
き」。そう判断した飯牟礼部
長は、１月という期首のタイ
ミングで行う予定の全社的な
メッセージの打ち出しに備え、
自身も参加者の立場となる、
集中的な議論の場(ストラテ
ジーキャンプ)をこの秋開催す
るべく、計画に着手した。

2012年8月

会社設立
2名からの
スタート

2013年5月

同社初となる
発電所の着工
(茨城県行方)

2014年1月

初の運転開始
(行方太陽光
発電所)

社員数の急増
に合わせて、
マネジメント
メンバーも増

2014年秋口

年明けの方針
発表に向けた
次年度計画の
策定に着手

2014年12月

マネジメント
チームによる
議論継続

2015年1月

全社に向けた
方針発表
(予定)

ストラテジーキャンプの実施まで：JREにおける位置づけ

ストラテジー
キャンプ

2014年10月
(上旬)
外部企業起用
の選定着手

2014年10月
(中旬)
ファシリテー
ター候補との
面談、決定

2014年10月
(下旬)
実施内容詳細
の選定先との
調整

2014年11月
(上旬)
ストラテジー
キャンプ実施
(同社呼称はマネジメント
ワークショップ)



グラム最後のコメントでは、
「考えの共有」や「会社や相
互の理解の深まり」を実感し
たという声が全員から聞かれ
た。飯牟礼部長も参加者の一
人として「日頃こんなことを
考えていたとは、など初めて
聞くことも多かった」。自身
が管理部門に属していること
もあり、「戦略が事業部門で
話されがちなこともあり、新
しい情報をかなりもらうこと
ができた」という。

ストラテジーキャンプ
実施がもたらしたもの

1カ月経った今、「正直、
よく2日間ももったな」と振
り返る。「ところどころメン
バーの疲労を肌で感じつつも、
ファシリテーションもあって、
最後まで誰一人集中力を欠く
ことなく議論できた」と改め
て外部ファシリテーターの効
用を感じているという。「話
を早めたり緩めたり、違う視

点で見せたりなど、議論に
入っている人間には分からな
いポイントからの投げかけや
問い」や「議論の方向性のず
れや、曖昧な言葉の明確化」
などが有効だった。また、参
加者であり、計画者でもある
飯牟礼部長は、各セッション
の合間ごとにファシリテー
ターと打ち合わせを持ち、議
論の状況に関する認識のすり
合わせや、その後の展開の方
向性について共有し、「その
場の状況に合わせてテーマや
議論の時間を柔軟に調整する
ことができた」と評価する。

実施後、会社に戻ってから
は、各マネジメントチームの
メンバーの考えの背景や、ど
ういう話し方をするのかなど
といった点を知ったことで、
「相手の発言をより深く理解
できるようになったし、自分
の発言も以前よりも理解して
もらえている」と感じている。
ミッションやヴィジョンの共

有という点において、誰に向
けてどう発信するかについて
認識が未だそろっていないと
いう課題が明確化されたこと
も、今回の収穫の1つとして
いる。その点に関しては、同
時に、「1月の新しい会社の
方向性の提示に向け、何をど
う伝えなければならないのか
などについて、これからジワ
ジワ効いてくるのでは」と期
待を膨らませている。また、
ミッションやヴィジョンの共
有を「徹底していくためには、
マネジメントチームだけでは
なく、ミドルマネジメントも
巻き込んでいくべきではない
のか」など、さらなる発展に
向け、JREの模索と挑戦は果
てなく続く。
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ファシリテーターは、議論の発散と収束を何度も繰り返すことで、参加者をのめり込ませていった。

どの思いもしない熱い言葉が
でてきて驚いた」ほど、様々
な想いが語られた。各自が深
く考え、かつ、他のメンバー
からの考えを聞くことで、入
社年次の溝も超えて、「互い
に何を考えているのかがなん
となくわかり、安心感が生ま
れた」。それを強く感じたの
は、初日の夜に行われた、
IMPACT BARでの対話だった
という。お酒を片手にダイア
ローグを行うこのセッション
で、それまで遠慮がちにふる
まっていた、ついこの間チー
ムに加わったばかりの面々の
発言回数が増えるなど、打ち
とけ合ってきたと感じる場面
がいくつもあった。様々な口
から「昼間は言えなかった
が」などの前置きとともに、
「若手にはヴィジョンが必要
だ」、「この先の業態はどう
するのか？」、「20年後はど
う見ているのか？」などのそ
れぞれの関心事が次から次へ
と飛び出した。時計の針が22
時を指す頃、次のテーマとし

て「今後の業態をどうする
か？」を採択することが、全
員一致で合意された。

明けた2日目は、事業内容
という、初日と比べると具体
的な内容について、集中的に
議論が行われた。飯牟礼部長
は、「『こんなことを実はし
たい』、『こんなこともでき
るよね』といった各メンバー
の発言を聴きながら、それま
での社内ミーティングとは違
う、議論の活発さ」を感じて
いた。「その要因は2点あ
る」と飯牟礼部長は分析する。
1つには、初日の意識や認識
の共有をあげ、2点目には、
企画段階から興味を持ってい
た“Interaction Assessment
(インタラクション・アセスメ
ント、IA )“が、議論を勢い
づけるという意味において、
1つのターニングポイントに

それまでの社内ミーティング
とは違う、議論の活発さ

なったと振り返る。参加者の
発話内容をカテゴリー化し、
記録を取るメソッドであるIA
は、それぞれの発話傾向が、
議論の過程や結果にどのよう
な影響を及ぼすのかを理解す
るために用いられる。午前中
の議論の一部を分析したIAの
記録結果は、幾人かのメン
バーに、その後の議論で発言
の回数や内容などにおいて如
実な変化をもたらした。チー
ムとして合意形成や意思決定
をしていくプロセスの中で、
「自分の発言量(の少なさ)を
知り、もっとこの場で話をし
ていいんだ、という意識に変
わったのだと思う」と飯牟礼
部長はその時の様子を語る。
こうした個人の変化は、議論
の一層の具体化と充実化にも
つながっていった。

こうした2日を経て、プロ

THEME CONTENTS

JREストラテジーキャンプ：テーマとコンテンツ

■参加意識の醸成
■不安感の払拭

■心理的距離の近接
■問題意識の刺激

■組織課題の抽出

■チームプロセスの
振り返り

■組織課題について
の対話

■本音の対話の促進 IMPACT BAR
ダイアログセッション

オリエンテーション
目的・進め方、アイスブレーク

Project&Review：情報の非対称性、
チーム内の距離感

ディスカッション：課題の絞込み

ディスカッション：課題認識のズ
レの有無、課題の本質探究

Interaction Assessment
※詳細は次ページ本文

１
日
目

２
日
目

THEME CONTENTS

■1日目との連結

■組織課題について
の対話

■組織課題について
の総括

■2日間の振り返り

■ここまで出た話題

オリエンテーション
前日の要点確認、気づきのシェア

ディスカッション：昨日抽出した
組織課題についての対話継続

ディスカッション：出てきた重要
課題の整理

ここまでに出た話題や、チームの
状態に応じての対応

個々人の気づきを全体でシェア

※企画時のもの。当日は、当初案に縛られず、参加者の状態
や、その場の状況に 合わせて実施された
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