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ケーススタディ12：ALE

今回のテーマ:企業のDNAをデザインする

佐宗：順風満帆の印象だった岡島さん
に、悩みがあることが意外でした。
岡島：メディアへの露出が増えて、企業
の評判は高まりましたが、社内を振り返
ると自分の思うように動いていないこと
が多いと感じていました。
佐宗：当時、岡島さんはどのようなスタ
イルでマネジメントしていましたか。
岡島：自分ができないから他人にお願い
するスタイルです。とにかく、できる人
に頼む、できる人を連れてくるという考
えでした。
佐宗：社員が増えて、新たな悩みに直面
していた時期ですね。
岡島：スピードアップと組織内の情報共
有が課題でした。これまでは個人の力で
何とか回してきましたが、さらなる発展
のためにはチームで成果を出すことが不
可欠です。会社を有機的な組織として動
かしていくにはどうすればいいのか、い
つも考えていました。
佐宗：他に悩みはありましたか。
岡島：人工流れ星で注目されたのが、エ
ンタメの側面に偏っていたことです。そ
れだけでなく、事業を通して科学の発展
に寄与したいと考えていました。そうし
た側面にもフォーカスしてほしいという
気持ちがありました。
佐宗：18 年 4 月に岡島さんと話し合い、
翌月に ALE の株主や天文学者などを相
手に、この先100年で未来がどう変わる
のかというテーマで、岡島さんが “妄想”

第 21 回 佐宗邦威

を語る場を設けました。
岡島：起業以来、日々の業務に追われて
遠い未来を見つめる機会がなくなってい
ました。でも、そういう時間をつくる
と、自分が現在どこにいるのかが分かり
ます。俯瞰（ふかん）で見ることの重要
性を改めて感じました。
佐宗：このとき、宇宙を舞台にしたエン
タメの先に何があるかを議論しました。
さまざまな意見が飛び交うなか、「好奇
心」というキーワードにたどり着き、そ
れが宇宙への扉を開き、人類に進化をも
たらすという結論に至りました。
岡島：当時はエンタメの企業として語ら
れることが多く、会社の見られ方とその
根底にある部分がズレていると感じてい
ました。でも、本当にやりたいのは、科
学の側面です。今回の一連の作業でそれ
を言語化できたことは本当に大きかった
です。
佐宗：科学に戻る契機になったのですね。
岡島：エンタメは目的ではなく、あくま
でも手段。人に楽しんでもらうためには
必要ですが、それが中心になっていたか
ら苦しかったのだと思います。
佐宗：9 月に一旦その内容をストーリー
に落とし込み、全社員が参加するワーク
ショップを開きました。反応はいかがで
したか。
岡島：当初は賛否両論ありました。皆が
忙しくしているなかで、100 年後に何を
やっているかという議論は、一見無駄に
思えます。でも、ミッション、ビジョン、
バリューを策定した後、資金調達のパー
トナー候補に変化が生じました。ALE
のビジョンに共感するから支持するとい
う強いつながりを求める企業や個人投資
家が増えました。それから社内の空気も
変わりました。
佐宗：どんな変化がありましたか。 

岡島：根底にある考えを共有する人間が
増えると、会社として何をやるべきか、
という議論がしやすくなります。自分た
ちの規範に照らし合わせて、このアプ
ローチが正しいのかどうかを話し合える
ようになります。大きな転機でした。
佐宗：ワークショップでは岡島さんの考え
るビジョンを共有したうえで、全社員に
各自のビジョンを考えてもらいました。
岡島：情報共有だけでなく、一人ひとり
に未来年表を書いてもらい、議論できた
のも有意義でした。
佐宗：エンタメを進化させていく方向も
あるけれど、一方で自分たちがやるべき
なのは「宇宙を文化圏」にするという方
向ですね。
岡島：印象的だったのは「30年には宇宙
旅行が特別ではなくなる」という議論か
ら、「それなのに、流れ星とその次のエ
ンタメでいいのか」という意見が出たこ
とです。その問題提起にハッとして、エ
ンタメだけをやりたいわけではないとい
う思いが確信に変わりました。
佐宗：そこから、科学と社会をつなぐと
いう考えをコアにもっていく方針が定ま
りました。
岡島：その後、コピーライターも入れて
一緒に考えたミッションは、まさに私た
ちが言いたかったことを、一言で表した
フレーズでした。言葉の力が組織を一つ

にまとめ、経営の羅針盤になることを改
めて思い知らされました。
佐宗：最終的に「科学と社会をつなぎ、
宇宙を文化圏にする」という言葉を選び
ました。そこにはどのような意図があっ
たのですか。
岡島：「科学と社会をつなぐ」だと、以
前スローガンにしていた「サイエンスと
ビジネスの両立」とそれほど変わらない
と思うんです。でも、「宇宙を文化圏に
する」が加わったことで、その先に目指
す地点があることが分かります。どう
やってそれを実現するのかは、現段階で
は明確には答えられません。それでも、
言語化したことで今後どこにアンテナを
張ればいいのかが見えてきて、気持ちが
少し楽になりました。
佐宗：それは、なぜですか。
岡島：今後は一見関係なさそうな事象が
つながっていくことが増えると思いま
す。次にやることを明確に言語化する
と、そうした機会を全部失う気がして嫌
でした。でも「宇宙を文化圏にする」な
ら、目の前のことに注力しながら、先の
ことにも目を配って何かができる。そん
なふうに気持ちが切り替えられました。
これからも、我々のミッションに共感し
てくれるパートナーや仲間と一緒に、事
業を通じて科学に貢献していくやり方を
探求していきたいと思います。

人工流れ星の実証実験を発表し、国際的にも注目されるALE。
その裏で、周囲の期待と自社が目指す方向との間にギャップが生まれていた。
資金調達を前に、ミッションとビジョン、バリューの見直しに着手した。

インタビュー編

佐宗：2019年1月18日、「イプシロンロ
ケット 4 号機」の打ち上げが成功しまし
たね。
岡島：今回の打ち上げは、JAXAによる

「革新的衛星技術実証プログラム」の最
初の実証機会となります。公募により、
民間企業や大学など 13 の研究機関が選
ばれました。その中の 1 社として、世界
初の人工衛星による人工流れ星の実証実
験に取り組みます。
佐宗：その実験が、20年春に広島の上空
で行われるのですね。
岡島：はい。人工流れ星を観測できる地
域は広島を中心とした200km圏内です。
今回の実証実験では、広島を中心にメイ

ン会場をいくつか設置して、地上の音響
や照明とコラボレーションするなど、観
測場所ごとに異なる演出を楽しめる新し
いエンターテインメント体験を創出する
計画です。
佐宗：それでは、BIOTOPEとの取り組
みを振り返りましょうか。
岡島：最初にお会いしたのは18年の3月
でしたね。当時は ALE の代表として、
会社の経営に悩んでいました。小さな会
社ならではのスピードとフラットな組織
を保ったまま、社員全員が一体化して自
由に働ける環境を整えたいと考えていま
した。
　そのとき、自律的な組織論の書籍とし
て話題だった『ティール組織』（英治出
版）を購入しました。内容に感銘を受け、
書籍の帯に推薦文を書いていた佐宗さん
に連絡しました。
佐宗：それをきっかけに、ALE の企業
としての DNA のデザインをお手伝いす
ることになりました。
岡島：佐宗さんから組織づくりの基本と
して、コアになる考えを組織内で共有す
ることが大事だと教わったのですが、コ
アの考えをうまく言語化できずにいま
した。それでミッション、ビジョン、バ
リューを見直すことにしました。

左：岡島礼奈●ALE代表取締役　右：佐宗邦威●BIOTOPE代表 （写真／新関雅士）

将来つくり出したい「宇宙の文化圏」を具体化した
ビジョンマップ。常に更新する
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解説編
▶企業のDNAをデザインするポイント  
・時間軸の長いミッション、ビジョンを創
造する場をつくる
・全社員のビジョンストーリーから時間
軸を超えて不変の存在意義を抽出し、
ミッションとする
・コピーライティングやビジョンの絵づ
くりを通してミッション、ビジョン、バ
リューを全社員の自分ごとにする

ように行くようになる時代に何をすべき
かという問いが出てきました。

Step3
コピーライティングによる統合

　ALE の社員との議論では、今後の時
代をどう考えるかという哲学的な対話が
必要でした。そこで、「なぜ」を徹底的
に検証しながら前進させるため、ミッ
ションとバリューという企業の DNA を
コピーライティングとして言葉で表現
し、対話を進める方法を選びました。
　ミッションは今後、時代が変わっても
変わらない ALE の存在意義、バリュー
は ALE に関わる人が共有し、伝えてい
きたい価値観です。コピーライターを
チームに招き入れ、方向性の異なるコ
ピーを用意して、それを見ながら対話を
繰り返しました。言葉によるクリエイ
ティブに触れてもらいながら、直感的に

しっくりくるかこないかを各人に感じても
らいます。そして好きなところ、嫌いなと
ころに線を引いてもらい、そのエッセンス
について何度も議論をしていきます。
　全員でブラッシュアップし、ミッショ
ンを「科学と社会をつなぎ宇宙を文化圏
にする」に決定しました。エンタメは地
球上での楽しみ方です。宇宙に行くのが
当たり前の時代には、衣食住遊を含めた
文化的な生活を送るための基盤の用意が
重要な課題になります。それを具体的に
18 年時点で表現したものをビジョンの 1
枚の絵として作成。同時に、ALE が大
切にするバリューを以下の 3 つに定めま
した。

好奇心	：未知を楽しみ、好奇心のまま生
きる

開拓	 ：既成概念を越え、共に新しい道
を拓く

進化	 ：科学の発展を助け、人類の歩み
を進める

　ALE との取り組みは、イプシロンロ
ケット 4 号機への参加準備と並行して行
われた資金調達のタイミングでスタート
しました。まさに、人工流れ星の次なる
展開を考え始めていた時期です。
　企業の DNA を定めることは、企業の
ミッションやバリューが自己組織化して
広がっていくうえで重要なステップで
す。大きなビジョンを持つ岡島さんに多
くの仲間が触発され、そのストーリーを
起点に宇宙の文化圏づくりに突き進む。
壮大な計画を目指して、創発を生むムー
ンショット型の DNA をつくり、コミュ
ニティーの力を使って新たなストーリー
を触発していく。こうした ALE の取り
組みは、ネットワーク時代の組織マネジ
メント事例と言えるでしょう。

コピーライターとの共創のうえ作成したミッションと
バリュー

全社員参加のワークショップで、スタッフ全員の
未来物語をマップにした

　ALE 代表取締役の岡島礼奈さんから、
自律的な組織のつくり方について相談を
受けるところから始まりました。しか
し、話をするうちに、組織論よりも経営
者のアイデンティティーについての課題
だと受け止めました。彼女自身は人工流
れ星事業を超えた動機を持っています。
それに対して、世間からの見られ方が釣
り合っていなかったので、アイデンティ
ティーが揺らいでいたのです。
　天文学の世界では、100 年ですら短い
時間です。ビジョナリー（先見の明があ
る人）が持っている人類の進化の視点を
言語化し、視覚化して発信する。そうし
た思想を固めれば、組織の求心力は高
まっていくはずです。 
　そこで今回は、ALE の DNA とも言

Step1：
“妄想”を引き出すキャンバスづくり
・創業者の過去・現在・未来のライフス
トーリーから動機やビジョンを抽出
・“妄想” を語れる場をつくり、長期的
視点を考える

➡

Step2：
全社によるミッションデザイン

・全社を巻き込んだ未来のビジョンを
つくる
・全社員が創業者のライフストーリーを
共有し、未来年表をつくる
・時代超えた意義と価値観を議論

➡

Step3：
コピーライティングによる統合

・コピーライターがミッション、バ
リューのキーワードを記述
・コピーライティングを共創し、言葉を
自分ごと化する
・ミッション、バリューを体現した未来の
ビジョンを進化する白地図として描く

ビジョンデザイン

4 戦略デザイン

2 共創の環境デザイン

使命
3 組織変革デザイン

5 ビジョンデザイン
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・構造の可視化
・機会マッピング
・プロトタイプを分析した
 戦略ストーリーづくり

・イノベーションの仕組みづくり
・企業横断型共創の場づくり

・ビジョンの可視化
・シナリオプラニング
・未来年表づくり

1 CXデザイン
・ユーザー共創
・マーケティング/
 ビジネスモデルデザイン

ユーザー

図●デザイン思考を導入した21世紀型組織モデル

業家の視点から議論しました。
　話を進めるうちに「ALEは、ホモ・サ
ピエンスである人類を好奇心によって
生きる種族＝ホモ・キュリオスに変えて
いく」という考えに到達しました。しか
し、当時の ALE は目の前の宇宙エンタ
メ事業に多くの人の期待が集まる状況で
した。岡島さんには「将来の人類が好奇
心にドライブされる生き物であってほ
しい」「宇宙という場がその好奇心の扉
になってほしい」という強い思いがあり
ました。一方で、そうした思いと現状
の ALE とにズレがあり、アイデンティ
ティーが揺らいでいたのだと思います。

Step2
全社によるミッションデザイン

　ALE のコアを規定するキーワードと
して「好奇心」が出てきたところで、全
社員を巻き込み、DNA となるミッショ
ン、ビジョン、バリューを定めていきま
した。とはいえ、ビジョナリーである岡
島さんの考えに、全員がついていくのは
難しいでしょう。
　まずは彼女の壮大なビジョンを過去、
現在、未来につながるストーリーにしま
した。それを共有したうえで、人工流れ
星の次のステージを全社員に書いてもら
い、未来年表として可視化しました。
　全員のビジョンをつなぎ直していくな
かで、ALE の事業のコアが「ビジネス
と科学をどう両立するか」であることが
分かりました。そして基礎科学分野へ資
金を回すためにエンタメ事業を利用し、
科学研究と社会実装をスピードアップさ
せていくという、全員が共有できる目的
が見えてきました。 
　ミッションには、時代を超えた社会に
おける価値を明確にすることも必要で
す。そこから、人類が宇宙に当たり前の

えるミッション、ビジョン、バリューを
デザインし、企業の自律性と求心力を高
めることをゴールとした取り組みをス
タートさせました。

Step1
“妄想”を引き出すキャンバスづくり

　最初のステップは、スタートアップの
代表として社内の調整はもちろんのこ
と、資金調達やメディア対応に追われ、
長期的なビジョンを考える時間を持てな
い岡島さんのために “妄想” を描くため
のキャンバスを用意することでした。
　まずは岡島さんに、社内外で自分の考
えを自由に話せるブレーンを外部につく
ろうと提案しました。そこで ALE の社
員や彼女の学生時代の親友である天文学
者、共感してくれた株主などに参加を要
請し、今後100年のうちに宇宙に進出し
た人類が実現できるかもしれないことを
話し合う機会を設けました。
　この場では、宇宙に関するエンターテ
インメントという現業の話題を皮切り
に、宇宙に人類が住み始める 2030 年以
降のテラフォーミング（惑星の環境を変
化させ、人類の住める星に改造すること）
や、宇宙データを解析するAI（人工知能）
の可能性、さらには太陽系の外に出るた
めの物理法則の研究などを、科学者と起


