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１．ＡＩＢプログラムの特徴について

互いの力が最大限に発揮できているチーム（状態）

理想のチーム（組織）を創り出すために重要な要素

想定外のチームパフォーマンスが生み出される過程（プロセス）

ハイパフォーマンスに直結するメンバー間の相互期待・信頼

自分自身のパフォーマンスを向上させるための新しい選択肢

昨今のビジネス環境では、トライアンドエラーをしなさいと言われるが、実際には、失敗は許されない雰囲気があり、
リーダーにとっても、メンバーにとっても、最高のパフォーマンスを追求するためにチャレンジしにくい環境があります。
ＡＩＢでは、このようなビジネス環境の下で、「パフォーマンスを最大化するための５つの視点」を、個人、チームそれぞ
れで短時間で効果的に習得していただく、体験学習（実体験）を提供いたします。



Adventure In Business （AIB）

Copyright ©2011_15 F.A.N＆PAJ Rights Reserved.3

２．ＡＩＢの考える体験学習の効果性

AIB固有の
優れた学習環境

学びの多様性

座学ではできない
学習材料

AIBでは、さまざまなチーム活動、課題解決活動を実際に体験することで、座学では得ることができない、ダイナミック
な学びを提供します。思考と行動と感情が連鎖することで、費用対効果の高い学習機会を提供することできます。

□安心・安全・楽しさに担保されセルフスタートしやすい
□「分かる」と「出来る」の違いを感じることができる
□チームの段階的成長を短い期間で実感できる
□頭（知識）だけではなく、身体や心も一体の学習環境である

□個々に合ったそれぞれの学び方ができる
□１つの学びが、広まる、深まる、継続される
□受講者自らが積極的に気づき、学びやすい
□体験が感情記憶、エピソード記憶になりやすい

□役割認識、役割分担、相互信頼の意味を実感しやすい
□目標設定と達成・未達成を短いサイクルで数多く体験できる

「安心して失敗できる」「何度もチャレンジできる」
□自分が関わった活動結果が見える化でき、チーム成長への

貢献実感が得られやすい
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Phase１
ノンチーム

（チーム不成立）

Phase２
チーム
成立

Phase３
チーム

ビルディング

Phase４
チーム

ディベロップメント

メンバー一人ひとりが
目標に向かって

主体的に動けている状態

【チーム成立の条件】
①目的・目標が共有されている
②メンバー個々が目標に対する

相互にコミットできている
③アプローチを共有する集団
例：サッカーなのに、野球やりたいとい
うメンバーはいないことが前提

【チームビルディングの条件】
①相互に尊重し合える環境
②目的・目標が腑に落ちている
③相互の役割が認識・共有できている
例：メンバーから、「チームが動き始めた」、
「チームになった」との声が自然と挙がるよ
うになった状態。

【チームディベロップメントの条件】
→チームとしてのフロー状態
①相互が有機的につながり、シナジーが生み出され
ており、各自が実感できている
②一人ひとりの成長が加速している
※メンバーから、「神話（伝説）を作ろう」、「プロジェク
トXを目指そう」との声が自然に挙がる状態。

メンバー個々のパフォーマンス
を最大化し、想像を超える成果

を出せる状態

３．ＡＩＢの考えるチームのパフォーマンスの発展モデル

AIBでは、ビジネスで最高のパフォーマンス（成果）を出すためには、チームとして発展していく必要があると考えます。
様々なビジネス課題と向き合う時、チームは４つの段階を行ったり来たりするものです。
AIBでは、アドベンチャー体験（課題解決）を通じ、以下のPhase１～4を実際に体験しながら、短時間で学習することができます。

Phase5
チーム

コラボレーション
チームメンテナンス

http://working-illustration.com/06-company/104-communication.html
http://working-illustration.com/06-company/104-communication.html
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４．ＡＩＢプログラム実施までの基本的な流れ

AIBでは、ビジネスで最高のパフォーマンス（成果）を出すためには、チームとして発展していく必要があると考えます。
様々なビジネス課題と向き合う時、チームは４つの段階を行ったり来たりするものです。
AIBでは、アドベンチャー体験（課題解決）を通じ、以下のPhase１～4を実際に体験しながら、短時間で学習することができま
す。

事前打合せ

プログラム
ゴール

の摺り合わせ

開催目的
他、場所
宿泊有無

成果物有無
等詳細確認

「場作り」
学習環境の設定

「チーム作り」
エレメントを活用し
た課題解決活動

「Being作り」
チーム活動の振り返

り及び規範作り

「チームチャレンジ」
Being及び結果と経
過を意識したチーム
での課題解決活動

「職場活動との接続」
研修目的に応じて

現場実践への橋渡し

AIBフォロー

プログラム
効果の確認

フォローアッ
ププログラム

の提供他
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ロープスコース／ローエレメント
安全確保のための器具を必要としない、低い位置に設置されたコースです。
お互いにコミュニケーションを取り、身体を支え合いながら課題解決活動を
行うことで、徐々に信頼関係が形成されていきます。

ロープスコース／ハイエレメント
高さ約6～10ｍに設置されたコースで、命綱等の特殊な安全器具を使
用します。未知の自分に挑戦する体験、メンバーとの信頼関係が、自ら
の挑戦や葛藤の力となることについて気づくことができるなどの効果が
期待できます。

コース外プログラム
コース外、体育館や研修室等の場所でも、様々なアイテムやグッズを
用いて、様々なコミュニケーション活動や課題解決活動を行うこともで
きます。
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５．ＡＩＢプログラムの基本理念と各種エレメント（道具）

◆Adventure（アドベンチャー）
我々は、感情的、心理的、物理的に健全なリスクを
伴い、自らの殻を破る全ての活動をアドベンチャー
と捉えています。アドベンチャーには、自らの箍を外
す勇気と、一歩踏み出す勇気を支える環境作り
（「安全」「安心」な場作り）が必要であると考え、その
勇気を支える環境をファシリテーターが参加メン
バーと供に創り上げていきます。

◆Full value contract（フルバリューコントラクト）
自分自身を含め、お互いの価値を最大限に認め、尊重し、安全で安心なチーム環境を実現するため
の約束を実践し続けることをフルバリューコントラストと呼んでいます。

◆Challenge by choice（チャレンジバイチョイス）
チャレンジをしないという選択肢はありませんが、各人がチャレンジレベルを選択することをチャレン
ジバイチョイスと呼んでいます。
「チャレンジしている」と感じる領域は、人によって異なります。AIBプログラムでは、結果より挑戦に
意義があると考え、チャレンジレベルを個人が選択することを尊重しています。
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６．ＡＩＢプログラムの展開例（１）～事前摺り合わせ

チームが成立する過程を通して、同期とし
ての一体感、会社への帰属意識を醸成す
る。

メンターと新入社員の初期段階の関係を
構築する。
併せて、メンター社員は担当する新入社員
のことを知る。

学び方を学ぶ。
プロセスを共有し、失敗や成功を次に生
かす。

同期の一体感 メンターとの関係 社会人としての基礎

・初期段階におけるコミュニケーションの活性化を図る
・チームが成立していく過程を体感する
・チームが機能するために必要な要素とは
・チームとして意思決定を行う

・チームのシナジー効果を体感する

「チームの成立過程」を体験を通して学ぶ

チームの一員として活動を続ける体験を通して、チームの成立過程を体感し、同期とメンターとで
①同期間、メンターとの関係を構築する。
②チームとしてプロセスや達成感を共有することで、所属意識を高める

・トライアル アンド エラー
・失敗なのか成功への一歩なのか、視点を変える
・気づきや学びを（次に）生かしていく
・自ら考え、判断し、行動する

・現状把握と目標

これまでの経験や知識について、ブラッシュ
アップする。
「知っていること」と「できること」の違いを体感
し、応用できるスキルにつなげる。

「知っていること」と
「できること」の違い

AIBでは、事前摺り合わせにて、AIBプログラムの導入目的の共有させていただきます。
その上で、クライアントの要望などを元に、カスタマイズプログラムを提供することを基本としております。

具体的なプログラム設計へ

AIB導入の目的（新入社員研修の例）
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◇受講者数：20～35名 ⇒ 2～3グループ構成
◇研修会場：都内PAロープスコース
◇研修目的：チームビルディング

・メンバー相互のコミュニケーションを活性化し、相互理解を深める
・チームメンバーとしての自覚を持ち ・パフォーマンスを発揮できるチーム

◇研修時程：2泊3日、初日10時～、最終日～16時

09:00

12:00

13:00

17:00

【セッション６】

現場へのブリッジング

・「知識」から「実践」「応用」へ
・気づきや学びを行動化する
・「意識」から「行動」へ
・社会人としての目標設定

【セッション４】

自己とチームの意思決定

・自ら考え、判断し、行動する

・現状把握と目標
・コンセンサス
・自らの考えを述べる
・他者の意見を受け入れ、理解する
・チームとして意思決定を行う

【セッション２】

チームビルディングの基礎

・メンバーの理解を深める

・チームが成立する過程を体感する
・PDCA・体験学習サイクルを回す
・「知っている」ことと、「できること」の
違い

・チーム意識を持続し、機能していく
ための規範作り

【セッション５】

チームパフォーマンスの発揮

・より高い目標に取り組む
・チームのシナジー効果を生かす
・ハイパフォーマンスチームとは
・メンバーのチャレンジをサポートする

【セッション３】

チームワークとチャレンジ

・目標を設定し、取り組む
・目標を達成した、次はどうする
・失敗なのか、成功への一歩なのか
・チームが機能するために必要な
要素について

・個々とチームの役割と責任

【セッション１】
研修環境の形成
・研修のねらい、進行について
・研修という学びの環境を構成、整える
・初期段階におけるコミュニケーションの
活性化を図る

・視点を変える
・トライアル アンド エラー

第３日目第２日目第１日目

６．ＡＩＢプログラムの展開例（２）～プログラム例（Ａ）
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７．ＡＩＢプログラム参加者の声

実践の連続で、理屈としては、頭でわかっていたことが、実践出来ていないことに、身を以て気づくことができたのは、人生
において、貴重な機会でした。

管理職として「できていること」と「できていないこと」が、今回の直接体験で、浮き彫りになった。このまま、できているつもり
でいたらと思うと、怖い限りです。このタイミングで、貴重な経験をさせて頂いた、人事部の皆様に心から感謝申し上げます。

チームで、やるべきことを決め、やり切る経験を積めた点が、とても良かった。部下達には、「私の決めたこと」を押しつける
のではなく、「自分で決めること」を大事にしてもらえる関わり方をしていきたい。

今よりもさらに能動的に行動をし、周りの人を巻き込んだ仕事をする人間になりたいと思います。

ちょっとした立場の違いから、生まれてしまう対立も、目的を共有することにより、一気に解消できることを今回のアドベン
チャー体験を通じて、体で学ぶことができました。

本質的に大切なことを身を以て、痛感できました。
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８．ＡＩＢプログラムの企画運営体制について

株式会社フリー・エージェント・ネットワーク(F.A.N）

F.A.Nとは、様々な専門領域を持つ独立したプロフェッショナルたちが、専門領域内外に渡り新た

な付加価値を創造するコラボレーション・プラットフォーム。

F.A.Nの基本理念「認め合い」「与え合い」「高め合い」に基づき、「共に創る場」として、メンバー

（220名、H26.9現在）が運営。特に人財開発分野では特色あるプログラムを数多くの企業様に

提供し高い評価を頂いている。

URL: http://freeagent-network.com

株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン

米国Project Adventure, Inc. （非営利団体、本社マサチューセッツ州）との共同出資により、アド

ベンチャーをベースとした教育手法であるプロジェクトアドベンチャーの普及を目的として、

1995年に設立。

URL: http://www.pajapan.com

http://freeagent-network.com
http://www.pajapan.com

