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“世界で最も革新的な企業の挑戦”

新体制のSE本部のキックオフに迫る

自らのあるべき姿として、

存在意義と行動指針を議論した2日間
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“世界で最も革新的な企業”の挑戦

1982年4月に専門商社入社後、グループ会社を含む
基幹システム構築プロジェクトに参画。
1988年9月に日本アイ・ビー・エム株式会社入社。
中堅中小向け業務パケージの企画・開発を担当し、
1994年からCPG・流通・フードサービスのお客様を
中心にインダストリーソリューション＆SIの提案活
動を行う。
2002年2月に株式会社セールスフォース・ドットコ
ム入社後、セールスエンジニアリング部門を立ち上
げ、公共・金融・製造・流通・サービスの幅広いお
客様にプリセールス活動を展開、現在に至る。

セールスフォース・ドットコムは、カスタマーサクセスプ
ラットフォームおよび世界シェアトップ*のCRM(顧客関
係管理)を提供し、企業が顧客と新しいカタチでつながる
ことを支援します。4年連続で米フォーブス誌「世界で最
も革新的な企業」のランキング第1位に選出されており、
また社会貢献とビジネスを統合する理念のもと1/1/1モデ
ルを通して日本の社会にも貢献しています。

* 2013年のCRMソフトウェア世界市場におけるシェア1位
(Gartnerが2014年4月に発表したレポート「Market Share 
Analysis: Customer Relationship Management Software, 
Worldwide, 2013」より)

株式会社セールスフォース・ドットコム新井 成幸氏 (あらい・しげゆき)

米フォーブス誌「世界で最も革新的な企業」のランキング第１位に選出されている、米salesforce.comの日本

における活動が活発化してきている。2014年4月に発表された、日本での活動を推し進めるという戦略的な

方針に沿い、日本法人であるセールスフォース・ドットコムのセールスエンジニアリング本部も2015年2月に

マネジメントチームも刷新、新体制を敷いた。そんなタイミングで新本部長となった新井氏がキックオフを

行った、組織のあるべき姿、存在意義、行動指針を議論した2日間に迫る。



やすい雰囲気が作り出されて

いく。２日間のゴールに向け

てディスカッションの具体的

な内容へと入る前に、個人の

言動による特徴の違いを相互

に理解し、お互いの距離感を

さらに縮めることに狙いが定

められていた。

短縮版のセッションではあっ

たが、マネージャー達は、そ

れぞれの発言の裏にある認知

や選好があることを理解し、

ときにはその理解を真剣なや

り取りのクッションに、とき

には行き詰った雰囲気を打開

するジョークに使いながら話

し合った。２日間の中で随所

にカラーエナジーによる個々

のタイプの違いが新井本部長

の目にはしっかり映っていた。

自身については「もともと声

が大きくて人の話を聞かない

というタイプではなく、また

意見を押し通すということも

ない。どちらかといえば聴く

方」だが、相手の意見に耳を

傾けながらも「違う観点もで

きるだけ議論の中で発言する

ようにしていた」という。

こうしたいくつかのアクティ

ビティ実施を経て、１日目の

午後から本題へと入っていく。

最初の基本的なテーマは、

「 1.組織の内外の変化」

「2.SE本部としての存在意

義」についての認識合わせに

あった。この議論の過程にお

いては、「自分だけでなく、

みなさんが情熱や信念、誇り

を持っていることが分かっ

た」と後に振り返った通り、

マネージャー達が普段口にす

ることのない考えや想いが

次々と明かされていった。皆

が「エキサイティング」だと

感じられる議論の場と、

「じっと辛抱強く待ってくれ

ていた」と評するファシリ

テーションと、集中力を途切

れさせないアクティビティと

の組み合わせもあり、次第に

チームとしての結束力も高ま

り、議論が深まっていった。

夕食を挟んだのちも、語りや

すさを空間的に演出したセッ

ションであるIMPACT BAR(イン

パクトバー)を通じ、自分たち

の存在意義についての熱い議

論が交わされ、時計は優に22

時を回っていた。

考え抜くという集中を要する

1日だっただけに疲労はピー
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“世界で最も革新的な企業“の

挑戦。新体制でのスタート

1999年 salesforce.comがア

メリカで創業され、翌2000年

に日本法人として設立された

株式会社セールスフォース・

ドットコム。以来、企業向け

クラウドサービスのパイオニ

ア企業として走り続けてきた。

米salesforce.comは、日本市

場および日本顧客への長期的

コミットメントのさらなる充

実を推し進めるため、セール

スフォース・ドットコムに会

長兼CEOのポジションを新設

し小出伸一氏を任命したこと

を2014年4月に発表した。米

国以外でCEOというポジショ

ンを設定するのは初めてのこ

とであり、それだけ日本を重

要視していることのあらわれ

である。米フォーブス誌「世

界で最も革新的な企業」のラ

ンキング第1位に選出されて

いる同社にとっても、新しい

挑戦だといえるだろう。

そして、同社の中枢ともいえ

るセールスエンジニアリング

本部（以下、SE本部）もまた、

2015年2月に組織改編が行わ

れており、新たに就任した新

井成幸氏を本部長とする体制

となっている。新井本部長は、

現在数十人のセールスエンジ

ニアを抱えるSE本部長として

組織を束ねる立場にある。新

体制というスタート地点に

立った今、数名の新任マネー

ジャーを加えた新マネジメン

トチームで「SE本部のあるべ

き姿」と「そのために何を基

軸とするのか」についてじっ

くり時間をかけ話合う場をも

つ機会が必要だと感じていた。

そして、マネージャーのみな

らず、部員ひいては全社員に

対して、新年度、新体制の方

針を示さねばならなかった。

就任直後とはいえ、自身も長

らくマネージャーを務めてい

た本部だけに、「基本方針や

共通認識といった根底の部分

において、マネージャー同士

のベクトルは揃っている」と

いう自信はある。しかし、自

組織のミッションと行動規範

について、高いレベルでアウ

トプットする場を設けるべく、

2015年2月、今回のオフサイ

トミーティングを開催した。

この点、すでに「コミュニケ

－ションは比較的とれてい

る」マネジメントチームでは

ある。しかし、それは定期的

な報告や日常のオペレーショ

ナルな部分に関してのミー

ティングでのこと。これから

を見据えて組織の存在意義を

話し合い、決めるといった

テーマの性質を考えると、

「社内でやると、時間を要す

る議論なのに途中で呼び出さ

れたりして本音での議論にた

どり着かなかったり、結論が

出ずに終わってしまったりす

るのでは」といった懸念が

あった。

また、自身の観点からも、本

部長という要職を受けたばか

りというタイミングで、新し

いチームを率いる上での「自

分自身のマインドセット」と、

職場ではなかなか聞けない、

「マネージャー達が普段どの

ような想いを持って仕事をし、

どのような課題を抱えている

のか」といった点の把握をし

たいという気持ちがあった。

オフサイトかつ外部のファシ

リテーターを入れた環境とい

う非日常の場であれば、でき

るのではという点にも期待を

寄せていた。そこには、以前

からSE本部のリーダーシップ

プログラムで付き合いがあり

今回のオフサイトミーティン

グでも起用したファシリテー

ターに対する信頼と、ミー

ティングを一緒に作ってきた

ことへの安心感があった。

議論を深めるための仕掛け

実は、オフサイトでのミーティ

ング、しかもマネージャーの

みが集まって話し合うという

機会は、SE本部としては初め

てだった。そして慣れない雰

囲気の中で若干のぎこちなさ

を伴う中、２日間のマネジメ

ントオフサイトが始まった。

そんな中、まずは「4カラー

エナジー」というアクティビ

ティによって早期に打ち解け

参加者の打ち解けあいを促進した“4カラーエナジー”

「4カラーエナジー」とは、カール G. ユングのタイプ論をベースとしてつくられ、
個々人の心理的選好を理解・探究し、他者との関係性を効果的にしていくことをねらい
とした、プロファイリングツール“Discovery®”の要素。心理的選好を4つのカラーエナ
ジーとして表現することで、記憶に残りやすく様々な局面で応用可能なものに仕立てら
れている。さらに各個人の特性は72タイプにまで分類され、それぞれのユニークな個性
を詳細に把握することができる。心理的選好の「違い」を手がかりとして、お互いの関
係性(組織・チーム・顧客・上司部下など)をより効果的にする方策を探究するのに効果
的とされる。

THEME CONTENTS

セールスフォース・ドットコム 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

■現状認識の共有
■環境要因の俯瞰

■チームプロセスの
振り返り

■組織課題について
の対話

■日常へのつなぎ ラップアップ

オリエンテーション
目的・進め方、アイスブレーク

「カラーエナジー」
※詳細は次ページ参照

ディスカッション：近時における
環境の変化、組織の現状

ディスカッション：組織が目指す
理想の姿、提供価値とは

IMPACT BAR
ダイアログセッション

１
日
目 ２

日
目

THEME CONTENTS

■1日目との連結

■心理的距離の近接
■問題意識の刺激

■自組織の価値観
＝根本的行動指針

■自組織の意思決定
の指針

■チームプロセスの
振り返り

オリエンテーション
前日の要点確認、気づきのシェア

Project & Review:自身の役割の
再確認、役割の「軸」

ディスカッション：組織としての
中核的価値観

Interaction Assessment：議論
の発言傾向とその影響

ディスカッション：組織としての
方針決定

※ 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。

© Impact (Japan) Ltd. 2015
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クに達していたマネージャー

達だったが、自主的に話して

おきたいことがあった。「旧

体制から新体制へと移行する

うえで、何を継承し何を改善

すべきか」についてだ。ディ

スカッションは、マネー

ジャー達の意欲をエネルギー

源に、遅くまで繰り広げられ

た。

翌２日目は、自組織の存在意

義についてディスカッション

を通じて認識を深めていくプ

ロセスの予定だった。しかし、

ここで突如、チームに議論の

テーマとは異なる課題が課せ

られる。インパクトジャパン

ならではの、プロジェクト(職

場で求められるリーダーシッ

プ行動を抽象化したアクティ

ビティ)だった。

プロジェクトは、ある依頼内

容に対して情報を収集し、そ

れらを精査することで謎が

徐々に紐解かれ、限られた時

間の中で結論に導くといった

ものだった。プロジェクト中

の仮想チームであるとはいえ、

自分たちの存在意義と価値観

が問われ、ある種ドライな選

択肢もある中で、チームとし

て意思決定が求められる。

1日目で議論された内容に揺

さぶりをかけ、その内容の強

度を確かめるためにセットさ

れたものだ。

プロジェクトにおいて、マ

ネージャー達は未知の環境の

中でも「暗黙の了解の中で最

初は自発的に役割を探し、次

第に分化していき、適宜情報

を交換しながら前に進んでい

き、最終的に帰結する」形で

対処していった。新井本部長

は、「現在のSE本部は強い

リーダーシップのもとオペ

レーションされているわけで

はなくこのプロセスはまさに

今のマネジメントチームとい

う組織の表れだった」と振り

返る。ただし否定的に捉えて

いるのではない。そこには新

井本部長の組織におけるリー

ダーシップに対する強い想い

がある。「強いリーダーシッ

プを発揮する者がチームのす

べてを指揮すればいいという

ものではない。自分で判断し

て行動できる組織、集団こそ

が強い。ビジネス環境も刻々

と変化していくため、誰から

指示を受けるのを待つ集団よ

りも、自分で行動を起こすこ

とのできる自立型の集団が強

い」と語る。今いるマネー

ジャー達の多くはそうした価

値観のフィルターを通ってこ

の場に集っている。プロジェ

クトを通じて、自分たちの価

値観が明るみに出てきた証拠

だった。こうしたプロセスを

経て明らかになってきた要素

れた。 「マネージャー陣が

策定し棚上げされることな

く、彼らの部下であるセー

ルスエンジニア達にも今回

のオフサイトミーティング

のアウトプットが届けられ

たことで、本部内に日々の

行動の変化が起こっていく

ことを期待している」と新

井本部長は評価する。しか

し「ただし、そのためには

メンバーに浸透し腹落ちす

るまでマネージャーが関わ

らなければならない」と手

綱を緩めることはない。

更なる発展・成長に向けて

SE本部の存在意義と行動規

範を明確に打ち出し終えた

今、新井本部長はその先を

見ている。

今後SE本部がさらに発展・

成長していくために「SE本

部としてどのような体制を

整え、次世代を担う人材を

今後どう育てていくのか。

変化が激しさを増す時代に

対応できる組織とリーダー

をどう育てていくのか」と

悩みは尽きない。どう機会

を作り道筋つけていくのか。

これはSE本部長としての役

割として、マネージャー達

と共に取り組んでいく今後

の課題と捉えており、今後

のオフサイトミーティング

の議題にと考えている。

SE本部 – 行動規範

SE本部 – 存在意義

「カスタマー・サクセスのために、
実現可能なビジョンを創造し続ける」

・お客様の期待を超える（提案）

・興味と愛情をもってお客様理解を徹底する（姿勢）

・製品、業界、技術知識を獲得し続ける（学習）

・ソリューションに信念を持つ（自信）

・他者を巻き込み、チームをリードする（リーダーシップ）

図1

図2

を踏まえ、改めて、SE本部の

存在意義について、ここまで

積み上げてきたものをそのま

ま最終結論としていいのかが

問われた。結果、再度議論を

重ね、1日目の議論を踏まえ

てSE本部の存在意義が形作ら

れていった。

その後、最後の時間まで、存

在意義に含まれる単語の定義

による明確化と、存在意義か

ら導出される行動規範の議論

など、マネージャー達の意欲

は尽きることはなかった。

議論したことを現場に
すぐさま届ける

「我々がマネージャーである

ことや積んできた経験を尊重

し、じっくりと話を聞いても

らいながら、本音が引き出し

やすい環境を作ってくれた」

と、新井本部長は２日間にわ

たるオフサイトミーティング

のファシリテーションについ

て語る。そうしたファシリ

テーションをベースに、SE本

部の存在意義と行動規範は生

み出され(図1・２参照)、それ

は参加したマネージャー全員

が「腹落ち」した内容だった。

改めて振り返ると、今回の成

果は「マネージャー達の自己

満足に陥ることなく社内に展

開できた」といった点にある

と新井本部長は語る。実際、

新井本部長を筆頭に、オフサ

イトの場から戻ってからも熱

が冷めることなく、すぐさま

本部員や全社員への説明に向

けて準備が進められた。そし

てＳＥ本部キックオフミー

ティング及び全社キックオフ

ミーティングにおいて今回の

オフサイトミーティングでア

ウトプットした存在意義と行

動規範についての発表が行わ
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1日目に議論された内容に

揺さぶりをかけるプロジェクト




