
ＣＫＥＮ「ＣＫＥＮ「ＣＫＥＮ「ＣＫＥＮ「考考考考ええええ方研修方研修方研修方研修」」」」    １１１１／／／／５５５５    

 
 

第３講 ファシリテーション 
 

●ポイント 
  ・出席者の衆知を集め、効率的で、効果的な、答えの出る会議技術を勉強します。 

  ・会議は本来、問題点を改善したり、課題をクリヤーして良くなる方向に向かうためのツールで 

   あるはずです。暗い会議は止めて、明るく活発で、前向きな会議にしましょう。 

 

３－１ ファシリテーションとは？        （１５分） 

 

    3333----1111----1111    ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーションとはとはとはとは？？？？    
 

 ・ファシリテーション（facilitation）を辞書で引くと「容易にすること」「促進、助長」と出てきます。 

 ・グループ活動が円滑に行われるように、中立的な立場から支援を行うこと、またはそのための技術のこ 

  と、協働促進と訳する向きもあります。 

 ・一般にファシリテーション・スキルは会議のための技法ととらえられることが多く、狭義には「ミーテ 

  ィングが円滑に運営されるように働きかけること」とされます。 

 ・また、「ビジネス・ファシリテーション」「プロジェクト・ファシリテーション」といった用法もあり、 

  この場合は「組織やチームが目標を達成するために、創造や変革、問題解決、合意形成、学習などを体 

  系的に支援し、プロセスを促進させること」となります。 

 

    3333----1111----2222    会議会議会議会議のののの特性特性特性特性    
 

 ・会社としては、定例会議、プロジェクト会議など、各種の会議タ 

  イプがありますが、それぞれにマッチした進行があるはずです。 

 ・しかし、上司から一方的に言われる、時間が長い、アイデアが出 

  ない、出せないなどの要因で会議が嫌になっていることが多いの 

  です。 

 ・会議は元々、楽しいはずなのです。 

 ・これらの問題点を無くして、よりクリエイティブで生産性の高い 

  会議を目指す方法を考えましょう。 

 

    3333----1111----3333    会議会議会議会議のののの種類種類種類種類    
 

 ・定番の会議 

  ・月間の成績をチェックする定番の会議の進行方法については、添付資料①「定番会議のチェッ 

   クポイント」を参照のこと。 

 ・テーマを限定した会議（改善会議、ＰＪ会議など） 

  ・改善会議などでテーマを絞り込んで行動計画を作成するまでの会議の進行方法については、後 

   半の「３－４ テーマを限定した改善会議の進行方法」で説明します。 

 ・ノウハウ集約会議 

  ・社内のノウハウを蓄積・共有化するための会議の資料出しの内容については、添付資料②「ナ 

   レッジレポート」を参照のこと。 

 

３－２ ファシリテーションで使用する各種ツール     （１５分） 

 

    3333----2222----1111    雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを和和和和らげらげらげらげ意見意見意見意見をををを出出出出しやすくするためのしやすくするためのしやすくするためのしやすくするための    

        「「「「アイスブレイキングアイスブレイキングアイスブレイキングアイスブレイキングゲームゲームゲームゲーム」」」」    
 

 ・会議の前の固い雰囲気を一瞬で柔らかくする手法です。 

 ・「Ｇｏｏｄ＆Ｎｅｗ」や「本気のジャンケン」などがあります。 

 

 

会議の３悪 
 

会会会会してしてしてして議議議議せずせずせずせず！！！！    

    

議議議議してしてしてして決決決決せずせずせずせず！！！！    

    

決決決決してしてしてして行行行行なわずなわずなわずなわず！！！！    
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    3333----2222----2222    シチュエーションシチュエーションシチュエーションシチュエーション分析分析分析分析にににに効果的効果的効果的効果的なななな「ＭＯＴ」「ＭＯＴ」「ＭＯＴ」「ＭＯＴ」    
 

 ・ＭＯＴは Moment Of Truth（真実の瞬間）の略です。 

 ・入店から退店までのお客様の動きの中で、お客様とスタッフ 

  （コンタクトパースン）が接する機会をステーションとして 

  設定し、接客や技術の評価をします。 

 ・全ステーションの中で、コンタクト評価ポイントの最低点を 

  少し向上させるだけで、レベルが一気に向上します。 

 

    3333----2222----3333    分類分類分類分類しながらしながらしながらしながら意見意見意見意見をををを集約集約集約集約するするするする「「「「特性特性特性特性要因図要因図要因図要因図」」」」    
 

 ・俗に「フィッシュボーン」と言われる分析図です。 

 ・テーマを右端（魚の頭部）に書き、魚の太い骨の部分に主 

  要因を、さらに枝分かれした細い骨の部分には、さらに細 

  かい要因を書いて、要因分析を一覧に表示する方法です。 

 ・いわゆるＱＣの７つ道具の一つです。       小項目 

 

    3333----2222----4444    ２２２２軸軸軸軸をををを使使使使ったったったった配置図配置図配置図配置図「「「「クロスチャートクロスチャートクロスチャートクロスチャート」」」」    
 

 ・縦横十文字に軸を書き、両端に特性を書き込みます。 

 ・シャンプーにおける例としては、横軸に質感の重軽、縦軸に 

  ケア力の強弱を配します。そして、シャンプー剤の特性を見 

  て、それに合った場所に配置します。 

 ・そうすると、お客様の好みにマッチしたシャンプーを簡単に 

  セレクションできるようになります。 

 ・新人でも、すぐにお勧めが出来るようになります。 

 

    3333----2222----5555    問題点問題点問題点問題点・・・・課題抽出課題抽出課題抽出課題抽出にににに便利便利便利便利なななな「「「「マインドマインドマインドマインドＭＡＰ」ＭＡＰ」ＭＡＰ」ＭＡＰ」    
 

 ・今や分析といえばマインドＭＡＰと言われるくらいメジャー 

  なツールとなりました。 

 ・中心に大きくタイトルとイメージの絵を書いて、全方向に思 

  いついたことを紐付けて展開記入します。 

 ・どんどん細かくすると、具体的な対策も見えてくるので大変 

  有効な展開手法です。 

 

    3333----2222----6666    意見意見意見意見のののの展開展開展開展開～～～～集約集約集約集約にににに効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮するするするする「ＫＪ「ＫＪ「ＫＪ「ＫＪ法法法法」」」」    
 

 ・名刺大のカードを準備し、求められたアイデアを１アイデア 

  を１枚で記入し、出来るだけ多くの意見を提出します。 

 ・そのアイデアをグルーピングして、解決策を見つけていくと 

  いうよく使われる手法です。 

 ・具体的進行方法の説明については、別紙③「ＫＪ法の手順説 

  明」を参照のこと。 

 

    3333----2222----7777    アイデアアイデアアイデアアイデアがががが閃閃閃閃くくくく「「「「強制連想法強制連想法強制連想法強制連想法」」」」    
 

 ・一般的に、０から１を出すのはしんどいことです。 

 ・そこに何かヒントがあれば、それを対象に進化させることは 

  得意です。 

 ・ということで、この強制連想法を使えば、無理やりに意見・ 

  アイデアが出せるようになります。 

 ・違う２つの言葉を見つけて（辞書や新聞で適当に押さえた場 

  所の文字でもよい）、その２つの言葉を無理やり引っ付けて、 
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  新しいアイデアを求めます。 

 ・この訓練をしておくと、いざという時に頭が働いて意見が出せます。 

    

    3333----2222----8888    一般的一般的一般的一般的まとめまとめまとめまとめ手法手法手法手法「「「「マトリックスマトリックスマトリックスマトリックス図図図図」」」」    
 

 ・マトリックス図とは、一般的な升目のことです。 

 ・一行目に要素項目、１列目にアイテムを記入して、そこに分 

  類して記入していけばいいのです。 

 ・ここで大切なのは、そのアイテムの位置付けがどちらがより 

  上なのか、下なのかを設定することです。 

 ・一般的に、横関係は見分けやすいのですが、縦関係（上下関 

  係）は見分け難いので、良く考えて位置を決めましょう。 

 

    3333----2222----9999    評価評価評価評価にににに便利便利便利便利なななな「ＡＢＣ「ＡＢＣ「ＡＢＣ「ＡＢＣ評価法評価法評価法評価法」」」」 

 

 ・出たアイデアが複数ある場合は、どれを優先したらよいか分 

  からなくなります。 

 ・そういう場合に、アイデア１つ１つに対し、この評価を行な 

  って、判定します。 

   ・Ａ＝費用も掛からないし、すぐに出来る。 

   ・Ｂ＝費用は掛からないが、検討が必要。 

   ・Ｃ＝費用も掛かるし、慎重な検討も必要。 

 

    3333----2222----10101010    行動行動行動行動のののの実行効率実行効率実行効率実行効率をををを飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的ににににアップアップアップアップするするするする「Ａ「Ａ「Ａ「Ａ→→→→ＤＤＤＤ変換変換変換変換」」」」    
 

 ・Ａはアナログ表現、Ｄはデジタル表現の略です。 

 ・「頑張ります。」はアナログ表現です。 

 ・デジタル表現では「明日、何時までに仕上げます。」となり 

  ます。 

 ・アナログ表現の行動計画では、実行するまでに、そこからさ 

  らに行動の具体化まで数ステップを要するもので、その間の 

  タイムロス、やる気の低下、砕き方が分からない等の理由で、 

  実行確率を半分以下にしてしまうのです。 

 ・ですから、行動計画を立てる段階でさらに細かく５Ｗ１Ｈを 

  意識して、具体化することが求められます。 

 ・上司も、そこまで掘り下げて答えを求め、アドバイスしてい 

  かなければなりません。 

 ・「Ａ→Ｄ変換レッスン」については、第５講で勉強します。 

 

    3333----2222----11111111    行動計画行動計画行動計画行動計画にににに便利便利便利便利ななななガントチャートガントチャートガントチャートガントチャート（（（（日程表日程表日程表日程表））））    
 

 ・これはいわゆる日程表管理表です。 

 ・行動項目、目的、主担当者、フォロー者、経 

  過日程等があればいいでしょう。 

 ・この表は、定期的なチェックが必要です。 

 ・遅れなどが発生した場合は、修正日程を入れ 

  て現状一致していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 大 中 小 
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Ａ：アナログ表現 

 

Ｄ：デジタル表現 
 

その結果は何を見れ

ば分かりますか？ 
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３－３ 会議方式のいろいろ         （１０分） 
    

    3333----3333----1111    スクールスクールスクールスクール形式形式形式形式    
 

 ・学校の机の並べ方です。 

 ・先生に向かって生徒全員が向き合う方式です。 

 ・この並びの良いところは、授業、伝達を受ける時などには効 

  果的です。 

 ・意見を出しづらいし、会話には向かない形です。 

 

    3333----3333----2222    円陣形式円陣形式円陣形式円陣形式    
 

 ・□の形に並べます。 

 ・全員の顔がお互いに見ることができるので、会話を必要とす 

  る時に向いています。 

 

    3333----3333----3333    バズセッションバズセッションバズセッションバズセッション    
 

 ・少人数単位でテーブルを囲んで円陣形式で座ります。 

 ・意見が出やすく、活発に会話が弾みます。 

 ・意見が出なくて困る時は、このバズセッションを利用しまし 

  ょう。 

 ・しかし、細分化しているので、出た意見を１つにまとめるの 

  に苦労するので、注意が必要です。 

 

    3333----3333----4444    メモメモメモメモ会議会議会議会議    
 

 ・意見が出にくい場合は、メモ会議をしましょう。 

 ・テーマについて意見を求めますが、このメモ会議では、まず 

  自分のノートに意見を書いてもらいます。 

 ・最低書く意見の数も伝えます。 

 ・５人いて、各人３つ以上の意見を求めると、一度に１５個以 

  上の意見が集まります。 

 ・なぜ意見を言わない、言えないのかをもう一度よく考えまし 

  ょう。 

 ・「考えながら意見をまとめて言う」という３つの連続動作を 

  一度に行なわなければならない「発言」は、慣れていない者 

  にとっては大変なプレッシャーです。 

 ・そこで、１ステップおくためにメモに書いてから発言するこ 

  とで言いやすくなるわけです。 

 

    3333----3333----5555    ボードボードボードボード利用会議利用会議利用会議利用会議    
 

 ・パートやアルバイトも入れて会議したいけど、シフトの都合 

  で時間が合わないというところもあるでしょう。 

 ・こういう時は、スタッフルームなどにホワイトボードやクリ 

  ップボードを準備し、そこに意見を貼り付けてもらうという 

  方法もあります。 

 ・これと同じ考え方で、メールで意見を集めたり、指定のドロ 

  ップボックスのフォルダーに意見を書き込んだりする方法も 

  ありでしょう。 

 

    3333----3333----6666    板書板書板書板書きのきのきのきの技術技術技術技術    
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 ・ボードの左３分の１に本日の議題を書きます。 

 ・その時に、議題と議題の間を空けておきます。 

 ・そして、右の空白を使って検討プロセスを記入します。 

 ・１つの項目の検討が終ったら、そのプロセス部を消すことなく、結論 

  や宿題を議題間の空白に転記します。 

 ・また、ボード全体の状態をデジカメ写真で撮影して、議事録に貼り付 

  けることも臨場感があって良いでしょう。 

 

３－４ テーマを限定した改善会議の進行方法     （１０分） 
 

    3333----4444----1111    ファシリテーファシリテーファシリテーファシリテーションションションション基本基本基本基本ステップステップステップステップ    
 

 ・以下のステップで会議を進めると、自然と答えが出るようになっています。 

  ・添付資料④「ファシリテーション記入済みサンプル」参照 

  ・STEP１ 課題のキーワードを定義する（キーワード） 

  ・STEP２ 大項目をリストアップする（シチュエーション） 

  ・STEP３ 小項目をリストアップする（アイテム） 

  ・STEP４ 理想型を掲げる（ディフィニション） 

  ・STEP５ 現状の問題点をアナログ表現で書き出す（プロブレム） 

  ・STEP６ 問題表現を課題表現に変換する（テーマ化） 

  ・STEP７ アナログ表現で改善策を考える（アイデア出し） 

  ・STEP８ プランを評価・決定する（セレクション） 

  ・STEP９ Ａ→Ｄ変換で実行プランを立てる（アクションプラン） 

  ・STEP10 フォロープランを立てる（フォロープラン） 

 

 3333----4444----2222    ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション／／／／ワークショップワークショップワークショップワークショップ  （３０分）    
 

 ・添付資料④「ファシリテーション記入用紙」配布 

 ・上記、資料に沿って資料を作成して下さい。 

  ・テーマが決定したら、前のホワイトボードに記入して下さい。 

  ・テーマの設定に気をつけて、マインドＭＡＰなどを利用して、作成しましょう。 

 

３－５ まとめ 
 

 ・いかがでしたか？ 

 ・大変なボリュームでしたが、これらは私が会議を進行する上で、実際に有効な方法をリストアップし 

  て公開しました。 

 ・会議の生産性、効率アップ、精度アップを再度考え直してみましょう。 

 ・今は必要ないという方も、リーダーという会議を進行する立場になればきっとこの資料がお役に立つ 

  ことでしょう。 

 ・お疲れさまでした。 
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