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2007 年 天才塾始動
2007 年 4 月 20 日に天才塾として始まり、2019 年に

は「LEGALBACKS」として新しい道を歩き出した天才塾。
2007 年の創立からの軌跡を追いました。

天才塾の始まりは「資格起業家メソッド」だった

冒頭の通り、天才塾は 2007 年に始まりました。最初は
とてもシンプルで、横須賀にメールで相談ができる・毎月1
回定例セミナーに参加することができるというのが、天才塾
の主なサービス内容でした。天才塾の核となったのが、「資
格起業家」という概念です。

士業のビジネスモデルはどうしてもニーズありきです。そ
のためなかなか戦略的に売上を立てることが難しいのが難
点でした。そうであれば、コンサルタントやコーチ、コンテ
ンツ販売など、士業以外の強みを見つけてそれを活かすこ
とができればその難点を克服できるのではないかというの
が、資格起業家メソッドの出発点です。そこで天才塾の第 1
回目の定例セミナーは横須賀輝尚が講師を務め、資格起業
家メソッドについてのセミナーを⾏いました 。

4 回目からのセミナーで外部講師を起用

初回から 3 回目までは横須賀が講師を務めましたが、4
回目からは外部講師を起用。そこには「異業種からビジネ
スを学んでほしい」という思いがありました。

2007 年くらいの時期と言えば、⾏政書士は⾏政書士か
ら学ぶもの、税理士は税理士から学ぶものというように、
実務だけでなくビジネスにおいても同じ資格を持つ人から学
ぶことが主流の頃です。しかし、それではビジネスのアイデ
アのヒントを得ようにも限界があります。それに、どうして
も学ぶ人を超えることができません。例えば、1,000 万円
の年商を上げている事務所から学んでも年商 5,000 万、1
億の事務所を作れるようにはならないのです。

そこで天才塾では、アイデアを作る、枠を超えるという目
的で、異業種で活躍している講師を招くことに決めました。
今回は、延べ 80 人以上の講師の中からピックアップしてご
紹介します。

「NS 総研時代のセミナー集客法」鈴木信也氏

第 5 回の定例セミナーでは、鈴木信也さんを講師にお招
きしました。2005 年に横須賀がライブドアでビジネスセミ
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ナーを開催しましたが、そのライブドアで働かれていたの
が鈴木さんです。鈴木さんはセミナー担当をされていたこと
もあり、セミナーに関するノウハウが豊富です。パワーコン
テンツジャパン株式会社でも、鈴木さんから学んだことは多
いと言います。例えば、セミナーに最適な集客開始時期は「5
週間前」というのも鈴木さんのセオリーです。

セミナーを開催するに当たっては、会場を押さえたり資料
を作ったりと準備期間が必要になります。それにあわせて
参加者への告知と集客を始めなければなりませんが、鈴木
さん曰く、開始時期として最適なのが 5 週間だそうです。

集客は早いほうが良いと考えがちですが、例えばセミナー
の 2ヶ月前となると、まだ予定が決まっていない人が多いた
め、なかなか集まりません。逆に1ヶ月を切ってからの集
客になると、既に予定を入れている人が多くなってしまうた
め、こちらも集まりが悪くなります。そこで、目安としては
5 週間前が最適というわけです。

さらに、1日に何人くらい集客できるのかも併せて考え
て無理のないスケジュールを組むと良いそうです。例えば、
100 人集客したい場合、1日に 2 人くらいは集客できると
考えるのであれば、逆算してセミナー開催の 50 日前から集
客を始めると良いということになります。2007 年は、有限
会社から「パワーコンテンツジャパン株式会社」と株式会社
に組織変更した年でもありました。資本金も増資。さらに、
この頃から全国セミナーが始まります。

2008 年
資格起業家メソッドを重点的にお伝えしてきた 2007 年

ですが、天才塾の会員からは「士業として仕事が取れるよう
になる方法も知りたい」という声が多く挙がりました。そこで、
2008 年からは士業としての営業力を高めるための方法に
ついても学ぶ場を作ることになりました。

また、2008 年から「年収 1000 万円を狙う！士業のため
の営業力徹底向上セミナー」を開始。東京だけでなく、名
古屋や札幌、仙台などでもセミナーを開催しました。

2008 年より成功発表会を開始

天才塾に入会し、早々に成果を上げられる方が出てきた
ことから、成功発表会の開催が決まりました。第 1 回の成
功発表会では、地元で人脈を育てて成功につなげた⾏政書
士の松本由喜彦さんをはじめ 4 名が登壇。松本さんは高難
度業務型の⾏政書士として活躍されています。

最初に躓いてしまう人の要因として、手軽にできる業務で
稼ごうと考えがちです。しかし、手軽にできる業務は参入

障壁が低いため、同じ新人が入ってくるので差別化すること
が非常に難しいのです。

そんな中、産業廃棄物処理業務などの難易度が高い業務
については、新人の多くがノウハウや知識がないため業務を
受けることができません。そうすると、業務ができる人のと
ころに自然と集まってくるのです。松本さんはこうして、高
難度化することで仕事を獲っていきました。

水野浩志氏「高品質なセミナーコンテンツを作る」

第 12 回の定例セミナー講師は、保険企画制作や飲食店、
小売業などさまざまな事業を手がけている水野浩志さんを
お招きして、セミナーコンテンツの作り方、考え方について
お話しいただきました。

・セミナーとは何か
水野さんはセミナーについて、「コンテンツを提供するも

のではなく、参加者の意識と⾏動と結果を変えるものだ」
と定義しています。セミナーは簡単に受けることはできます
が、目的意識を持たなければただ聞いただけで終わってし
まいます。それは提供する側も同じで、セミナーの目的がな
ければ成功しません。水野さんの場合は「コンテンツによっ
てお客様を変える」ことを目的とし、悪習慣の改善などのセ
ミナーを広く開催しています。

・レジュメも目的に応じて作りかえる
セミナーに欠かせないのが、当日の内容を記載したレジュ

メです。レジュメの情報はできるだけ多い方がよいのか、そ
れともエッセンスにとどめた方が良いのか、講師側としては
悩むところです。ここでも水野さんは目的を明確にし、目的
によって使い分けることを提案しています。例えば、講師と
して顔を覚えてほしい、存在を覚えてほしいと考えているの
なら、レジュメはシンプルなものの方が目的に沿っています。
なぜなら、レジュメの情報が薄いため、参加者は講師を見
ながら話を聞くようになるからです。

逆にセミナー講師が緊張してあまり自分を見てほしくな
い、ということであれば、レジュメを厚めにしておけば、セ
ミナー中はみなレジュメに視線を落としてくれるため、講師
側の緊張も緩和されます。定例セミナーでは、このようなこ
ともお話しされていました。

2009 年
2009 年も、横須賀が講師を務め「年収 1000 万円を狙

う！士業のための営業力徹底向上セミナー」を続けていきま
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す。東京だけではなく、全国の主要都市でセミナーを開催
しました。

「究極のコンサルタント養成講座」開催

さらに、野田宜成氏と横須賀が講師を務める「究極のコ
ンサルタント養成講座」も開催。大企業のコンサルティン
グを得意とする野田さんと個人事務所や中小規模のコンサ
ルティングを得意とする横須賀から同時に学ぶことができる
貴重なセミナーとなりました。「究極のコンサルタント養成
講座」では、リーダーとして上に立つ人に大事にしてほしい
こととして、野田さんからこんな話がありました。

・伝えたことが伝わったこと
よく、言い方が悪くても気持ちがこもっていればいいと言

われます。しかし、リーダーの場合はそれは通用しません。
伝えたことではなく、伝わったことが全て。だからリーダー
は伝わるように下に話さなければならないというのが、野田
さんの考えです。「そういうつもりで言ったのではありません」
という言葉は、職員なら通用しても、リーダーは通用しな
いということです。

・職員のモチベーションを高めるために
もうひとつ野田さんがお話されたのが、職員のモチベー

ションの高め方についてでした。重要なことは、この仕事を
何のためにしているのかという意義を職員自身が知ることだ
といいます。リーダーは職員に対してその意義を伝えなけれ
ばなりません。

第 2 回成功発表会

2009 年には、５人の方を招いて第２回成功発表会を⾏
いました。この成功発表会に登壇されたのは、手塚宏樹さん、
鈴木雅人さん、藏田陽一さんなど、今でも第一線で活躍さ
れているそうそうたるメンバーでした。

「高難度業務を極める」下田直人氏

第 24 回の定例セミナーでは、社労士の下田直人さんに
ご登壇いただきました。下田さんの大きな特徴は、普通の
社労士なら取りたがらない単発業務を重点的に取りに⾏っ
たことです。そこには、「みんなが顧問契約をとりたがるか
ら単発業務の席が空いているはずだ」という逆転の発想が
ありました。ただ、単発業務だけでは安定した経営を目指
すにはやはり不安要素が残ります。そこで武器が必要だと
考えた下田さんは、就業規則を極めることを決意しました。

就業規則という既存業務で他の社労士と差別化すること
は容易ではありませんが、下田さんは就業規則に関する書
籍を 5 冊ほど出版し、「就業規則なら下田さん」という地位
を確立します。既存業務を高難度にまで高め、圧倒的な差
別化に成功した好例といえます。

2010 年〜 2011年
「SMART　FUN」

2010 年のパワーコンテンツジャパン株式会社の大きな変
化が、会社の理念を決めたことでした。パワーコンテンツジャ
パン株式会社の理念は「SMART　FUN」。仕事のあり方と
して「クリエイティブ・積極性・楽しく・支え合う・認め合う」
という 5 つの価値観を打ち出し、その総称として SMART　
FUN としました。

第３回成功発表会

成功発表会も３回目を数えることとなりました。この年に
は、小川和子さん、大塚康正さんをはじめ 5 人の方にお話
しいただいています。この頃から、成功発表会に出ることを
目標の1つに据えてモチベーションを高める方が増えてきま
した。

2011 年、東日本大震災

2011年は、東日本大震災の年でもありました。余震が続
く中、3 月、4 月にはセミナーを実施。同時期に出版を予定
していた横須賀の「もう資格だけでは食べていけない」とい
う書籍は、東京ではなく大阪で販促キャンペーンを⾏いまし
た。震災の影響で、関東では本が全く売れなくなってしまっ
ていたからです。他にもオフィスの壁全面にひびが入るなど、
震災の影響は随所に見られました。
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第 4 回成功発表会

震災後、初の成功発表会となったのが第 4 回の成功発表
会でした。この年も、宮城から佐藤崇さんに、大阪から川
添賢史さんにお越しいただくなど、全国から会員さんにお越
しいただいての成功発表会となっています。

社労士の佐藤崇さんは宮城県の仙台に事務所を構えてい
ますが、仙台といえば東日本大震災の被害を大きく受けた
場所です。佐藤さんも例外ではなく、震災あおりを受けて
社労士を廃業しようと思っていたそうです。

しかし最終的には再起することを決意。そこからの V 字
回復は鮮やかなものでした。

再起すると決めた佐藤さんがまず取りかかったのは、阪
神大震災後に出た助成金を全て調べることでした。阪神大
震災以上の規模の大災害となった東日本大震災でも、おそ
らく同じような助成金が出るだろうと踏んだからです。その
見通しは正解でした。助成金業務の成功により、佐藤さん
の事務所は震災前よりも売上を上げる結果となりました。

「本物のコンサルタントになる」和仁達也氏

余震も少し落ち着いた頃、第 48 回定例セミナーを開催。
コンサルタントの和仁達也さんに講師としてご登壇いただ
き、本物のコンサルタントになるにはどうすればいいかにつ
いてお話しいただきました。

・企業にとって重要度が高いテーマを扱う
和仁さんの考え方の大きな特徴が、「企業にとって重要度

が高いものを扱うことでコンサルタントとしての収益を上げ
る」という考え方です。企業にとって重要度が高いニーズを
見極めきれなければ、企業に響かずに切られてしまいます。
そこで、緊急度が高いものを提案することが重要だとお話
しされていました。

「お客様の声をビジネスにする」村中明彦氏

第 55 回定例セミナーも、士業としては押さえておきたい
学びの多いセミナーとなりました。講師を務めてくださった
のは村中明彦さん。日本唯一の事例広告の制作やコンサル
ティング事業を⾏っています。天才塾では、ホームページに
必ず掲載してほしい要素として「お客様の声」を挙げていま
すが、村中さんはこの「お客様の声」を事業の柱にしています。

元々、システム開発やソフト開発などの分野においては、
導入事例をホームページ上や資料に載せることは当然のこと
でした。こうした開発には数千万単位の費用がかかることも
あるため、導入事例や成功事例がないシステム開発は、リ

スクが高すぎて成約につながらないからです。村中さんはそ
こに着目し、他の業種にも導入事例、成功事例を取り入れ
ていきました。

2012 年
東日本大震災から1年が経った 2012 年。天才塾では、

6 つのスキルを1日で習得するワンデーセミナーを作成
し、全国を回ります。今回のセミナーの隠れたコンセプトは

「2012 年、私たちの手で日本を明るくしよう」でした。
また、横須賀が「資格起業家 BIBLE」を出版。著者とし

て活動の幅をさらに広げていきました。

「10 年後も生き残るために」長沢有紀氏

定例セミナーも第 60 回を数えることとなりました。この
ときの講師が、社労士の長沢有紀さんです。このセミナー
は天才塾史上最も参加者が多い定例セミナーとなり、50 人
以上の方が参加くださいました。長沢さんには、以下の 2
つのことについてお話しいただきました。

・10 年後も生き残るためも 3 つのポイント
定例セミナーのテーマでもあった10 年後も生き残るため

にはどうすればいいかということ。長沢さんによれば、ポイ
ントは 3 つでした。

①単発業務を高額報酬に変えていく仕組みを作る
②流⾏りものに乗りすぎない
③見切りをつけて撤退することも重要
この年はマイナンバーが導入され、マイナンバーバブルと

呼ばれた年でもありましたが、長沢さんの考えではマイナン
バーの専門家として特化するのはリスクが大きいということ
になります。マイナンバーバブルが落ち着いたとき、それと
ともに事務所も衰退してしまう可能性があるからです。

流⾏りものは顧問を増やすためのきっかけとして活用する
くらいにとどめておき、③にも関連しますが、ダメだと判断
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したら撤退することも経営者としては重要な視点です。

・事務所コンセプトを決める
天才塾にご相談いただく内容でも多いのが、「事務所の方

向性が決まらない」という相談です。やはり、目指すべき方
向性が決まらなければ、今何をするべきかが決まってきま
せん。目先の利益を追わずに「何をしたいのか」を自分で考
えること。長沢さんもここが重要だと話していました。自分
がどこに⾏きたいのか、それを自分で考えて決めなければ、
人の意見に左右されてしまいます。

「あなたレター」木戸一敏氏

第 63 回講師は木戸一敏さんです。木戸さんは「モエル塾」
を主催されており、「あなたレター」というニュースレターが
非常に有名です。あなたレターとは、自分のパーソナリティ
情報を掲載したニュースレターです。あなたレターの目的は、
好かれる要素を出し、応援したいと思ってもらうことです。

・購買心理学から導き出されたニュースレ
ターのスタイル

人がものを買う理由としては、問題を解決するために必要
だから買うという理由と、この人から買いたいから買うとい
う2 つの理由があります。士業の場合は業務の差別化が難
しいため、数ある事務所の中から自分を選んでもらうために
は後者の「この人から買いたい」と思わせることが重要です。
そこで、パーソナリティの情報を出して差別化を図ることが
ひとつの戦略になってきます。そのときに役立つのが木戸さ
んのあなたレターです。

あなたレターでは、パーソナリティの情報をメインに掲載
するように打ちだしていますが、天才塾ではさらに士業向け
にアレンジしました。士業の場合、小売業などとは違って仕
入がなく、商品を作るわけでもありません。そのため、パー
ソナリティだけ掲載していれば「この人は仕事をしているん
だろうか」と返って印象を落としかねません。そこで、パー
ソナリティの情報に加えて法律系の話題も掲載したほうがよ
いといえます。このセミナーでは、実際にニュースレターを
作るというワークも⾏いました。

2013 年
2013 年は、パワーコンテンツジャパン株式会社にとって

大きな転機の時期となりました。中でも大きな出来事が、「コ
ンセプト経営」という概念に出会ったことです。きっかけは、
横須賀がラスベガスに渡米したときに手にした玉樹真一郎さ

んの「コンセプトのつくりかた」という本でした。また、こ
の年には「お母さん、明日からぼくの会社はなくなります」
という書籍を出版します。さらに「士業事務所の売り上げを
10 倍にする営業エッセンス」と題し、全国セミナーを展開
しました。第1回 C3 が開催されたのも2013 年のことです。

第 6 回成功発表会

第 6 回成功発表会では、天才塾でお伝えしていることを
淡 と々実⾏して大きく成功された辻孝浩さんや、ウエブ制作
と社労士を掛け合わせた事業を展開して飛躍した永廣勇資
さんなど、5 名の方が全国から来てくださいました。永廣さ
んは、コンセプト経営をいち早く取り入れて成功されていま
す。元々ウェブ制作と社労士という別々の事業を展開してい
ましたが、どちらに重心を置いて良いのかわからないという
悩みをお持ちでした。そこでひとつにまとめて「デジタル人事」
というサービスを作ることを提案したところ、相乗効果によっ
て全体の売上が底上げされました。

永廣さんのように、コンセプトが離れすぎているときは、
とにかく合わせてしまうことが有効です。そうすると、周り
にも馴染みがないビジネスになるため不安になるかもしれま
せんが、逆に「何だろう？」と思わせるため、印象に残りや
すくもなるのです。
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「サイト集客必勝法」加川逸秀氏

第 75 回定例セミナーの講師は、加川逸秀さんでした。
加川さんはネット集客のプロフェッショナルです。天才塾の
セオリーと同じく、王道を突き詰めていくスタイルで、一瞬
で伝えるタイトルをつけること、実績を開示すること、お客
様へのベネフィットを伝えることなどをポイントとしてお話
いただきました。

・USP を打ち出す
加川さんがもうひとつ重要視しているのが、USP（事務所

独自の強みを探すこと）です。ただ、士業の仕事においては、
USP を作るのはとても難しいところです。そこで、士業の
場合はこれまでのキャリアを示すことで USP を打ち出すこ
とが重要になります。例えば「当事務所の30 の特長」として、
キャリアから導かれる事務所の強みを明示するなど、数字
を上手く使って強みをアピールするという方法もお話しいた
だきました。

「リピーターの作り方」一圓克彦氏

第 80 回の講師は一圓克彦さんでした。一圓さんは、リ
ピーター・ファンの創出を得意分野とするコンサルタントで
す。この時点で既に1,000 回以上のセミナー登壇経験をお

持ちでした。しかも、全て自主開催ではなくて講師として呼
ばれての実績です。一般的に、講師を依頼された時には「ま
たお願いします」と言われてもそこで終わるケースが多いも
のです。しかし、一圓さんの場合は次につなげられており、
まさにリピートを創出しています。

その秘訣として、一圓さんがお話しくださったポイントは
2 つでした。1つは「企画書を持つ」ということ。そしても
うひとつは「講師申込書」を常に用意しておくことです。

・企画書を持つ
講師として、自分はどんなセミナーができるのかを相手に

アピールすることはとても重要です。一圓さんの場合は、企
画書を作成し、ホームページからダウンロードできるように
環境も整えていました。さらにポイントとなるのが、常にブ
ラッシュアップして今の状況に即した企画書を準備しておく
ことです。セミナーの多くは、旬の話題を好みます。例えば
この頃であればマイナンバーが旬でしたが、マイナンバーに
関連させてセミナーを企画し、しっかりと企画書に落とし込
んでおくのです。

企画書に欠かせないのがプロフィールです。「そのセミナー
を語るにふさわしい人物なのか」ということが伝わらなけれ
ば、説得力がないからです。

・講師申込書を常に用意しておくこと
セミナーが終わったとき、依頼者から「今日はありがとう

ございました。また機会があればよろしくお願いします」と
言われるケースは少なくありません。多くの場合はそこで依
頼も途切れてしまいますが、一圓さんの場合はここで「企画
書と申込書をお送りしておきますので、ご検討いただき返送
ください」とクロージングしています。そうすることにより、
相手も本気度が上がるという効果が期待できます。

2014 年
さらにこの年は、「1 億円コンサルタント養成講座」「経営

組織コンサルタント養成講座」「メンタルヘルスケアコンサ
ルタント養成講座」と、3つの養成講座を開講。全国セミナー
も⾏うなど、動きの多い一年となりました。さらに、シンガ
ポールとバンコク、香港に海外視察にも訪れました。

第 7 回成功発表会

これまでの成功発表会とは趣を変え、パネルディスカッ
ション形式で⾏ったのが第 7 回成功発表会です。「踊るさん
ま御殿」をイメージしていただくとわかりやすいかもしれま
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せん。この回では、第 6 回までに成功発表会に出てくださっ
た方をお招きして、「アナログ営業」「インターネット営業」
などさまざまなテーマについてディスカッションしていただ
きました。

「コンセプトのつくりかた」玉樹真一郎氏

第 82 回定例セミナーの講師は、横須賀がコンセプト経
営に出会うきっかけとなった玉樹真一郎さんでした。

玉樹真一郎さんは任天堂「Wii」の企画・開発に深く携わっ
たプランナーです。玉樹さんからは、Wii を例にコンセプト
のつくりかたについてお話しいただきました。

・コンセプトはダメなところの近くにある
コンセプトを作る時にとても重要な視点が「悪いところに

必ずチャンスがある」という視点です。例えば Wii のコンセ
プトは「ゲーム人口を拡大したい。年齢や性別に関係なく、
誰でも楽しめるゲームを作りたい」というものでした。

そのコンセプトを叶えるためには、どんなゲーム機を作れ
ばいいのか、というところから、Wii のコンセプトワークは
始まります。ここでゲーム機の弱点、悪いところと一般的に
思われているところについて話を戻すと、それは「真っ暗な
部屋で 1人で黙 と々テレビに向かう」という寂しいイメージ
がありました。玉樹さんらはそこに着目し、そのイメージを
ひっくり返します。そうして生まれたのが、年齢や性別、ゲー
ム経験の有無にかかわらず、誰でも楽しめるゲーム。すな
わち Wii でした。

・コンセプトを作る時に重要な 3 つの視点
玉樹さんはコンセプトを作る時にこの 3 つの視点が大事

だとお話されました。それが、①コンセプトつくりとは世の
中を良くする方法である②コンセプトは、自分を幸せにする

③コンセプトはわかりやすくなければ意味が半減する　の 3
つです。

2015 年
全国セミナーを休止。そして天才塾は新たなフェー
ズへ

2015 年を1つの区切りとして、横須賀が講師を務める
全国セミナーを休止することに決定しました。2015 年は最
終公演と銘打ち、全国 15 箇所で 16 回のセミナーを開講。
500 人以上を動員し、全国セミナーは一旦幕を下ろしまし
た。そして、天才塾はいよいよ新たなフェーズへと進化して
いきます。

2016 年
「学ぶ場」から「使う場」へ。天才塾の新たな挑
戦

天才塾では、2007 年の創設以来、一貫して「士業のマー
ケティング」についての良質な情報を提供してきました。元々
は自由に広告を打つことができなかった士業の世界ですが、
徐々に自由化を迎えるとともに、士業にも営業力が求めら
れる時代になったからです。言い換えれば、営業の自由化は、
努力次第でどこまでも売上を伸ばすことができる時代の到
来ともなりました。その流れの中で、天才塾は士業のマー
ケティングや営業に関するあらゆる情報を提供し、結果を
出し続けています。

営業が当たり前になり、マーケティングを学ぶこと
の価値が変わった

これまでの歴史を見ていただいても分かるとおり、天才塾
では士業の枠を超え、さまざまな分野からその道の第一人
者を集めてセミナーを開講してきました。天才塾に在籍する
ことによって、士業のマーケティングだけでなくビジネスそ
のものの構造やマーケティングを学ぶことができたのです。

横須賀が出版した書籍は 20 万部を超えました。士業の
世界に「マーケティング」という概念を広く普及させたといっ
ても過言ではないでしょう。そして徐々に、マーケティング
そのものが士業にとって当たり前の時代がやってきます。

しかし士業の世界において広告は自由化したものの、ビジ
ネスモデルには大きな変化はありません。これまで天才塾
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で提唱してきた 5 つの営業方法は10 年以上経っても通用
する王道に変わりはないのです。マーケティングそのものを
教えることに価値がなくなってきていることを、横須賀自身
も感じていました。

士業の理想的な営業スタイルは「自動化」にある

マーケティングが普及し尽くし、事務所の差別化の要素と
して台頭したのが「高難度業務」という概念です。高難度
業務という概念は昔から存在していましたが、マーケティン
グで差がつかなくなってきた今、高難度業務ができること
は、商品の差別化を打ち出せる USPとして注目されるよう
になりました。

そこで天才塾として、会員の皆様には「高難度業務ができ
る実力を身につけること」に集中していただきたいと考える
ようになりました。これまでのように、マーケティングを学び、
実践していくことはもちろん重要ですが、その時間や労力を
実務に割いていただきたいと考えたのです。高難度業務が
できる実力をつけ、士業として10 年後も20 年後も生き残っ
ていくために理想的な状況は、マーケティングを自動化して、
いわば「勝手に仕事が入ってくる」状況を作り出すことです。

時間をかけて営業をしなくても自動的に仕事が入ってくれ
ば、それに対応することによって自分の実力も上がってい
きますし、事務所の収益も上がっていきます。だとすれば、
天才塾もこれまでのように会員の皆様と「教える」「学ぶ」
という関係性でいるのではなく、「サポートする」「使いこなす」
という関係に変化するべきだという結論に達しました。

幸運にも、パワーコンテンツジャパン株式会社ではネット
マーケティング分野で高金大輝が、デザイン分野で増井瞳
が大きく成長し、横須賀と 3 人体制で会員の皆様のマーケ
ティング面を全面的にサポートする体制が整いました。

2017 年〜 2018 年
学びを集約したツール「GeniusSearch」をリリー
ス

今天才塾に求められているのは「学ぶ場」ではなく「使
う場」であるということ。その思いから、いつでも無制限
に過去のコンテンツを閲覧することができるツールとして、

「GeniusSearch」がリリースされました。GeniusSearch
では、過去に天才塾で⾏われた定例セミナーの動画や配信
されたメールマガジン、実際になされた相談事例に対する
横須賀の回答など、膨大なコンテンツが蓄積されています。

天才塾から LEGALBACKS へ

そして 2019 年、天才塾は「LEGALBACKS」と名前を
変えて生まれ変わりました。そこには、「マーケティングを自
動化するためのバックアップは我々が⾏う」というパワーコ
ンテンツジャパン株式会社の思いが込められています。ここ
では、LEGALBACKS のコンテンツやサービスについて、
大きなものをピックアップしてご紹介します。

①ニュースレター
毎月ニュースレターを郵送でお届けしています。コンテン

ツは変化する可能性はありますが、今のところ横須賀が執
筆する組織論と、高金が執筆するウエブ広告に関するコン
テンツがメインコンテンツとなっています。すぐに売上を上
げたい人にとっては、高金の広告に関するコラムは非常に役
立つものとなるでしょう。一方で、事業が軌道に乗って組織
化した段階にいる人にとっては、横須賀の組織論が大いに
助けになるところです。組織化するとき、多くの人が手痛い
失敗を経験しています。それはパワーコンテンツジャパン株
式会社も例外ではありません。組織として上手く回り始めた
今、試⾏錯誤してきた軌跡を組織論という形でお伝えして
います。

②経営診断
LEGALBACKS で一度は活用していただきたいのが経営

診断です。現在の売上状況や経営に関して悩んでいること
など、多くの情報を提供いただいた上で横須賀が音声解説
を収録し、会員さんにお渡ししているのがこの経営診断で
す。経営診断では、状況分析とこれからの方向性について
提案しています。最終的なゴールは自分で決めなければな
りませんが、ゴールに向かう道筋や方向性が見えてくること
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で、目標までの道のりがクリアになります。
LEGALBACKS になる前にも、経営診断を受けることは

可能でした。しかし、今後は積極的に経営診断についてア
ナウンスを⾏っていく予定です。

③無制限の経営相談
Chatwork を通じて、横須賀に経営相談ができるサービ

スは天才塾の時代から続いてきました。LEGALBACKS で
は、さらにそれが進化し、サポート体制が強力化。ネット
広告に関する相談には高金大輝が、デザインの相談につい
てはデザイナーの増井瞳らが対応します。

サポート体制が強化することにより、マーケティングや販
促ツール全般の相談にさらに手厚く対応できるようになりま
した。このことによって、LP のデザインやコンテンツの添
削、さらに広告出稿から管理、改善に関する相談が一貫し
て LEGALBACKS で対応できます。

④広告設定サポート
15,000 円という会費内でできるだけマーケティングを自

動化していただきたいという思いから、リスティング広告を
出稿する際の設定は LEGALBACKS が引き受けることにな
りました。広告の成果を左右する重要な要素である広告文
やキーワード選定についても、LEGALBACKS がしっかり
とサポートし、添削まで⾏うというのがこの「広告設定サポー
ト」です。

この他にも、横須賀による経営コンサルタントや限定
メールマガジンの発⾏、名刺や事務所案内の無料作成など
のコンテンツが充実しています。完全に全てのマーケティ
ングを外部に委託するとなると、おそらく月 30 万円以上

のコストが発生するところですが、半自動化であれば月額
15,000 円でできることになります。学ぶためのコンテン
ツは GeniusSearch を活用し、マーケティングの実践の
場では LEGALBACKS でサポートを受ける。このように、
LEGALBACKS では士業のマーケティングに関するあらゆ
るバックアップ体制を整えています。

2019 年
士業は実力至上主義の世界へ

広告の自由化により、士業は価格競争の時代へ突入しま
した。15 万、20 万で受注できた会社設立業務も、今や1
万円の時代です。これ以上の価格競争に未来はありません。

これからの時代に士業が生き残り、差別化をしてさらに
事務所を拡大していくためには、商品価値を上げるしか方
法はないのです。

これまでの通常業務を拡大するという方向性では、薄利
多売は避けられません。かといって、これまでのようにマー
ケティングで差別化できる時代は終わりました。これから
は、マーケティングは自動化し、リソースを全て実務に注ぎ
込んで高難度業務に対応できる力を身につけていく時代が
到来します。

マーケティングをより効率化、自動化するためには
LEGALBACKS を。そして、高難度業務ができる実力を磨
くためには LEGALMAGIC を。この 2 つのコンテンツを最
大限に活用して求める人生コンセプトを実現してほしいとい
うのが、パワーコンテンツジャパン株式会社の願いです。
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July 2018



TODAYS TOPICS

経営天才塾ニュースレター Dono　1-3

Tech ＆ Operation

ネット広告で成果を挙げるための大前提

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

パワーコンテンツジャパン株式会社
の高金大輝です。今月号より私の執筆
記事は「Tech ＆ Operation」という
名称にリニューアルしてお届けするこ
ととなりました。内容は以前と変わら
ず、士業のネット広告実践のためのノ
ウハウをお伝えしていきます。それで
は早速中身に入っていきましょう。

ネット広告で成果を挙げるため
の大前提

今回のテーマは「LP」について。
LPとは「ランディングページ」の略

であり、ユーザーが広告をクリックし
た先に表示されるページのことです。
LP は、広告をクリックしたユーザー
にサービスの詳細を伝えるだけではな
く、ネット広告で成果を挙げるために
とても重要な役割を持っています。他
にもリスティング広告の重要な要素と
して、キーワードと広告文の 2 つの要
素があります。

どのようなキーワードに向けて
広告を出すか、という点は大事です
し、広告文も最初に検索したユー
ザーの目につくため、リスティング
広告の顔とも言えるくらい重要な要素
となります。しかし、設定したキーワー
ドや広告文の内容がいくら良くても、
広告をクリックした先の LP で十
分にサービスの訴求ができなけれ
ば、そのサービスが売れる可能性
は限りなく低くなります。

広告文の役目、LP の役目

例えば、相続について問題が発生
する可能性を感じ、事前に情報を得た
いと思っているユーザーがいるとしま
す。そんなユーザーが相続について調
べようと検索していたところ、「相続に
関する相談無料　お気軽にご相談く

ださい」という広告文が目に飛び込み
ました。ユーザーにとっては、気軽に
相続の相談でき、なおかつ無料とい
うまさに願ったり叶ったりの状況。

そんな状況の中、ユーザーは次にど
んな⾏動をするでしょうか？恐らく、さ
らなる詳細情報を求めて広告をク
リックする、というユーザーがほと
んどかと思います。広告を見ただけで

「この事務所に依頼をしよう」と即
決することは、ほとんどないと言っ
てもよいでしょう。つまり、広告文
の役目はあくまで、「広告をクリッ
クさせる」という領域まで。

ユーザーは実際にクリックした先の
ホームページで詳細な情報を得て、事
務所に相談、または依頼をするかどう
かを決めます。どんなに入念に練られ
た広告文でも、LP に記載されている
情報が不十分ならば、クリックをされ
るだけで、実際に広告から売上が発
生する可能性は限りなく低くなって
しまうのです。

良質な LPとは

地域や、扱っている業務によって状
況が変わるため、成果の挙げること

ができる LP が、どのような LP か、
という点には明確な正解がありませ
ん。ただ、おおよそ成果の出るサイト
の傾向は存在します。

例えば、「お客様の声」を掲載して
いるか。お客様からのポジティブな
意見は、サイトを見ているユーザーの
事務所への信頼度を上げてくれます。
そして、「事務所の強み」を明確に記
載しているか、という点も重要になり
ます。士業事務所の個性はユーザー
からは見えにくい部分が多く、事務所
の強みや、特徴が明確にわからなけ
れば、その事務所に依頼をする意
味も明確にはなりません。

細かい解説はまた別の機会ですると
して、他にも士業の LP には下記のよ
うなことが求められます。
・スマホで見てもデザインが崩れ
ない
・プロフィールの中に、数値を含
めた仕事の実績、個人的な情報、
マスコミ掲載情報がすべて盛り込
まれている
・明確な報酬額表の掲載があり、
またケースごとの報酬例の掲載が
ある
・よくある質問のページがあり、
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事前に寄せられそうな質問にはす
べて回答している
・事務所の理念や経営方針など、
事務所についての解説文の掲載が
ある

上記でもほんの一部ですが、もし
ご自身のサイトと照らし合わせ、この
中でどれか１つでもできていない、と
なるとサイト改善の余地はまだまだ残
されているでしょう。

士業の LP、2 つのタイプ

士業が広告を出す場合、LPとして
選択するサイトには 2 つのタイプが存
在します。それが、「事務所サイト」
と「業務特化型サイト」です。まず
は事務所サイト、これは名前の通り、
士業事務所としてのサイトです。士業
事務所としてのサイトのため、事務所
の紹介や、対応できる業務など、事
務所に関する情報を多数盛り込むこと
ができます。Web で事務所を知って
もらうという意味では、事務所サイト
の作成はうってつけの手段でしょう。

しかし、そのページをリスティング
広告で出稿する場合は少し勝手が違
います。例えば、身辺で相続問題が
発生した時に、すぐに「⾏政書士に依
頼しよう」と「⾏政書士」で検索をして、
事務所を探すユーザーは限りなく少数
派。

本当にユーザーが求めているものは、
「士業」ではなく、「問題を解決し
てくれる人、サービス」なわけです。
つまり、「法律問題の解決方法を探
すためのキーワード」が検索されや
すい傾向にあるということがわかりま
す。キーワードの例をあげるなら、「相
続 必要書類」や、「補助金 平成〇〇
年」や「離婚　相談　新宿」など。

例えば、「相続　必要書類」で調べ
ているユーザーが広告をクリックした
後、その先に事務所のサイトが表示さ
れたとします。事務所サイトには自分
の欲しい相続の情報の他にも、他の
業務の情報も数多く掲載されていま
す。つまり、自分が欲している情報以
外の情報が多く、「自分とは関係の
ないサイト」だと思われてしまうリス
クがあるのです。もちろん100％成約
しないというわけではありませんが、
他に相続専門と謳って専門特化して広
告を出している事務所があれば、どう
してもそちらの方が成約する可能性は
高くなります。

つまり裏を返せば、士業がネット広
告から直接業務をとるためには、この
ように業務に専門特化したサイトであ
る「業務特化型サイト」が効果的な
のです。例えば、「補助金専門」、「相
続登記専門」、「障害年金専門」など、
あくまで業務が主になっているサイト。

繰り返しになりますがリスティング

広告においては、「法律問題の解決方
法を探すためのキーワード」が検索さ
れやすい傾向にあります。法律問題を
抱えているユーザーが、検索するキー
ワードは、まさに悩みそのものを表し
ています。サイト上でその悩みに対
し、解決策となる提案をする、と
いうことが効果の出る LP を作るため
に必要不可欠な思考です。

もしこれからリスティング広告から
業務を獲得したいと考えるならば、事
務所サイトの他に、業務特化型サイ
トを作成することも必ず選択肢に入れ
ていきましょう。

まとめ

広告出稿において、管理画面の使
い方や、キーワード選定、広告文作
成などテクニックも重要ですが、まず
LP を入念に作成することがリスティ
ング広告で成果を出すための最優先
事項となります。これからリスティン
グ広告の出稿をお考えの場合は、ま
ずは業務特化型の LP を入念に準備
をしてみてください。

それでは今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとう
ございました。
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成果主義人事の問題点と、その対処法とし
て経営者が持っておきたい視点

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

従来の成果主義システムにはたくさ
んの問題があります。今回のニュース
レターでは、成果主義人事の問題点
と、経営者が知っておきたいことや
持っておきたい視点についてお話しし
ようと思います。

・日本の企業が成果主義を取り
入れるに至るまで

まずは、成果主義が日本に導入さ
れるに至った経緯からひもときましょ
う。戦後から1970 年代ぐらいまで
は年功序列社会でした。入社した後
は勤続年数に沿って役職が上っていき
ました。この辺りのことが、50 代以
上の人たちの高給化につながっていま
す。そんなに働かなくても高給をもら
えるということで、いわゆる「窓際族」
なんかが出てきました。

そこで職能主義が導入されました。
これは、仕事や業務によって給料が
変わっていくというシステムです。た
だ、実質はあまり変わっていません。
ここまでが 1975 年くらいから1990
年代ぐらいのことです。

これは私の見解ですが、職能主義
は別にどうでも良かったんだと思いま
す。なぜかというと、バブルだったか
らです。バブルの時期だったので、全
体的に何をやってもよかったんです
ね。全体の景気が上がっているので、
年功序列でもよかったし、成果主義
でもよかった。

ですが、バブルが崩壊した1990
年以降から少し様子が変わります。多
くの企業はいろいろなところの締め付
けをしなければいけなくなりました。
そこでアメリカから入ってきたのが成
果主義です。主に 1990 年後半あた
りから成果主義が入ってきました。

それからは、ただ働けばいいわけ
じゃない、年功序列ではない、終身
雇用が崩壊した、なんてことを言われ
ました。

・はっきり言って、成果主義は
失敗だった

私は日本の人事にそこまで詳しいわ
けではありませんが、そもそも無理が
あったと思います。成果主義を普通の
会社が突然取り入れてもできない。な
ぜかというと、今までとの仕事のやり
方が変わるし、社員の安心・安全が
失われるからです。安心安全が失われ
るというのは、私の中で一番大きい
要因です。

これは私の考えですが、まずは
安心して働ける環境がないと絶対
に上にはいきません。安心して働け
る環境というのは、簡単にいうとクビ
にならないとか、何かあっても給料が
下がるということがないとか、経営が
盤石であるとか。不安な要素をなるべ
く消していくことが重要です。弊社で
も、新しく入ってくるスタッフが不安

感なく働けるように、この辺りのこと
は面接の段階で話しています。

・プロセスではなく結果にフォー
カスされている

次に、成果主義の問題点について
です。第一の問題点は、成果主義
が当人の能力や行動などではなく
て結果にフォーカスされる点です。
基本的に相対評価なので、上から順
に A クラス、B クラスというように、
できる人から順位をつけられてしまい
ます。達成度による評価はレイティン
グ（ある基準を設けて等級分けや数
値化を⾏うこと）の悪いところです。

例えば、ある商品を 30 件売るとい
うノルマを課されているとしましょう。
そうすると、途中にある「頑張り」と
いうプロセスが評価されません。そし
て、「上位を目指す」という代わり映
えのしない目標を課されます。代わり
映えがないのは、上から与えられる
目標だからです。

大きい会社にありがちですが、現場
が分かっていないトップ層が決めた目
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標をルーティン的に課されるケースも
問題です。例えば「コピー機を 30 台
売ってこい」というような話はよくあ
りますが、近年同業他社がものすごく
値下げしていて 30 台を売るのはなか
なか難しいという事情がある。です
が、そういう現場の情報は上層部に
は入っていません。

・評価エラーが起きやすい

結果にフォーカスする成果主義で
は、評価エラーが出やすいのも問題
点です。成果にだけフォーカスする
ので、成果を出した人が社内にど
んな悪影響を与えているかは評価
の対象にはなりません。よく起きが
ちなのがトップ営業マンの堕落みたい
なもので、売上さえ上げて結果を出し
て入れば何時に出社してもいいと考え
るような人を作ってしまいます。

成果主義で結果にフォーカスしすぎ
ると、人をどう育てるかというところ
も人任せになってしまいやすくなりま
す。結果を出せば給料が上がるよ、出
さないと給料出ないよ、というような
ところにいってしまうと、人を育てる、
育てないという議論自体がなくなって
しまいます。

相対評価では社員が不安になると
いうのも問題点の一つです。頑張って
も上がれない、頑張っても落ちてしま
うという不安。これは自分の頑張
りと関係ないところから生まれて
しまうので、心理的安全が阻害さ
れた結果、「チャレンジができなく

なる」という状況が増えてきます。
例えば、顧問先を２件取ってこいと

いう事務所があったとします。まあ、
そうないとは思いますが。今までは営
業先で紹介してもらうという方法で顧
問先を取ってきていたけれど、どう考
えてもそれだと 2 件が限界だと。そ
のときに、社員が「新しくインターネッ
トマーケティングをやってみよう」と
いう気になるかというと逆で、実はな
りません。２件取れるならそのほうが
安全だという結論に落ち着いてしまう
んです。

・成果主義は社員から自主性を
奪う

完全に成果主義になると育成しな
い、途中も見ないから、途中の評価
もされないという話をしました。逆に
達成度や成果を本当に見ようとする
と、全てを管理することになってしま
うんですね。先ほどの顧問契約のノル
マの話だと、じゃあ何をやっていたの
か、そのプロセスを全部見られたりす
る。そうやって管理されてしまうと面
白くないし、やる気も出ません。

それから、上から与えられる目標と
いうのは、他人事なので面白くないん
ですよ。例えば経営者が「今年は顧
問を100 社増やすぞ」と言ったとして
も、現場の社員からしたら自分のこと
とはとらえきれず、「え？」という反応
になりやすいんです。

それでも一体化できるのは、事務
所の理念やビジョンに社員がかなり力
強く共感している場合です。トップが
とても素晴らしい人で、社員たちが「こ
の人を世の中に広めたい」と思ってい
る、そういう気持ちがあれば、100

社でも 200 社でも頑張るかもしれま
せん。

ですが、ただ上が決めたことは
本当に単なる言葉でしかなくて、
自分のものとして見られないんで
す。その結果、ノルマを達成しよ
うという意欲が生まれない。だか
ら、ゴール設定をしたところで、達成
してもしてなくても関係ないという感
じになってしまいます。達成する理由
が自分の中にないんです。

・社長が会社の足を引っ張る

すごく実力がある社長の元では実
力ある人が育たないとよくいわれます
が、これは社長が自分より実力があ
る人を排除しようとするからです。自
分より仕事ができる社員が入ってきた
ら、自分の面目が保てなくなりますか
ら。すごく悪い言い方ですが、中小
企業には仕事ができない人がたくさん
いるというケースも多い。その方が社
長が楽だからなんですね。

弊社も、今高金という社員がマー
ケティング担当としてすごく成長して
います。これまでずっとマーケティン
グを第一線で続けてきた私としては、
彼を潰すのは簡単（笑）だけど、同じ
マーケティング担当だからといって社
内で競争するという発想を持ってはい
けないんです。まずは会社があって、
会社の中でみんなそれぞれが結果
を出しているという発想にしてい
く必要があります。

・多くの会社が、より個人志向
に近づいている

私の感覚ですが、多くの会社が昔
よりも個人志向になっている気がしま
す。極端な例ですが、上場企業なん
かの大規模な会社が粉飾決算をはた
らいたとき、昔なら経理社員が粉飾
決算の証拠資料を持って電車に飛び
込むなんて事件が実際にありました。
信じられないくらいの自己犠牲です
が。

今は考えられないことだと思うんで
すよ。今もしそういうことがあったと
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したら、社員が内部告発したり労基
署に⾏ったりすると思うんですね。少
し話は違いますが、会社から給料面
だけではなく、設備面でも多大なサ
ポートを受けているにもかかわらず、
ちょっと気に入らないことがあったら
すぐに労基署に⾏くなんていう発想も
今っぽい。これまでよりも個人志向に
なっていると感じます。

・可視化できないことをどう評
価するか

ここからは、問題点の指摘から少
し離れて、経営者が持っておきたい視
点や対処法についてお話しします。

営業職なんかだと売上という可視化
できる目標がありますが、数値に現れ
ないことはどうやって評価すればいい
のかという問題がありますね。これも
成果主義の失敗点で、売上目標とか
わかりやすいところは導入できたけど、
総務や人事、経理といったところは成
果主義では評価しようがないんです。

よくあるのが、営業が頑張ってノル
マを達成して給料を上げていく一方
で、営業事務の女性が、私だってサ
ポートしているのにどうして給料が上
がらないのかと不満を感じて、最終的
に辞めていくケースです。そうすると、
ベースアップと会社の業績アップに応
じた賞与という対処になっていかざる
を得なくなります。

・制度をなぜ変えるのか、社長
が全員に説明して回るべき

一気に制度を変えるのは難しいで
しょうから、ソフトランディングする
ためにはまずは社長からスタートする
ことです。何のために制度改革をす
るのか。例えば評価制度を変えるな
らなぜ変えるのかという話を、社長
がまず社員にしなければいけません。
社員に対する説明は、大変でも社長
が全員に対して説明した方がいいと思
います。もし役員がするとしても、創
業から役員のメンバーに任せた方がい
いでしょう。説明する役員が創業メン
バーなら社員も納得しやすいですが、

中途入社して途中から役員になった専
務とか部長が説明しても、誰にも響き
ません。

私の考えですが、新しい制度を入
れていく場合には不利益を絶対出
さないことが大事です。「新しくなっ
たけども良くなったよね」という方向
に持っていかなきゃいけない。そのた
めには、少なくともある程度の厚遇は
必要です。手当がつくとか、わかりや
すいプラスのものがあった方がいいと
ころです。

一例ですが、今までは成果主義、
相対評価だったものをこれからは個人
評価にします、その代わり現在の給料
は維持しますとか。そこから上がるか
下がるかは本人の問題で、3 ヶ月は現
在の給料を維持するので、その間に
マネージャーとミーティングしながら
考えていきましょう、といって猶予を
作るとか。社長は基本短気なので「今
日から変えたい」とか言い始めるんで
すけど、これに関しては長い目で見て
変えていった方がいいと思います。

抜本的に変わるときにはどうしても
辞める人は出ますが、これは仕方な
いことです。ただ、普通の会社で色々
な齟齬が起きるのは、経営者が社
内に対してしゃべってないだけだ
と思っています。しゃべっていない
から、社員からすると社長が何を考え
ているかわからなくて、「社長が何か
突然始めた」とか思われてしまう。も
し社員が個々にしっかり考えられる人
達だったら、「なんでそんなことを考え
たんだろう」とか「社長がこのタイミ

ングでそうするのはなぜだろう」と考
えられるようになります。

もしもそう考えられない場合には、
社員は社長を敵にして自分を守るとい
う⾏動に出ます。「うちの社長はこう
だから困ってる」「だから私は何もで
きなくても悪くない」みたいな発想に
なってしまうんです。結局は、どれだ
け話しているか、どれだけ話を聞いて
いるかがかなり大事です。

それから、「自分で選んでいる」と
いう感覚も希薄になっている印象で
す。なんとなく退職して、なんとな
く転職してなんとなくこの仕事を
選んだ。そうして時間が経つと自
分が選んできたという感覚がなく
なっていくと。ですから会社側とし
ては、マネージャー職や経営層がどん
なメッセージを社内に向かって出すか
ということが大事になってきます。

弊社はコンサルティング会社なので
コンサルティングに関する例を挙げま
すが、コンサルタントは社外に向かっ
てたくさんセミナーはしますが、中に
向かってはやりません。だから組織は
育たないんじゃないかと思ったんです
ね。それに、クライアントの売上を
上げられるくらいの高い能力があ
るのなら、社内でコンサルティン
グをすればもっと良くなるんじゃ
ないかと。それで私は社内に向かっ
て話すようになりました。これは教育
や育成の面では当然正解だと思いま
すし、経営者としての自分の考え方が
社内に広まってきたというのが非常に
大きな成果です。
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・競争原理はもはや働かない

80 年代くらいのバブル真っ最中の
頃なんかは、「追いつけ追い越せ」と
いう価値観が主流で、競争は良きも
のとして考えられていました。例えば
同期よりも早く課長になるとか、早く
マイホームを持つ、車を買うといった
ことが大きなステータスだった時代が
ありました。自分が競争に負けたとし
ても、「なにくそ」と思ってもう1 回勝
とうとする空気があった時代です。

ですが、今は競争が価値観ではな
くなりました。現在は価値観が多すぎ
るんですね。「あなたの価値観はあ
なたの価値観でしかなく、私の価
値観とは違う」というふうになっ
てしまって、競争原理が働かない。
これは余談ですが、いわゆる「敗者」
に共感する情報が多すぎるというのも
ひとつの要因だと思います。今は特に
そうですね。例えば、給料が全てじゃ
ない、勝ち負けが全てじゃない、あな
たは頑張ってる。ギラギラしている人
を見ても、かっこつけてるだけだとか、
あいつ熱すぎてやだよねと思ったりす
る。自分の正当性を担保するような情
報が、特にネットを中心に死ぬほど溢
れています。敗者に優しい世界になっ
たなと思いますけど、だからこそ競争
原理はもう働かない。

とはいえ、競争自体はみんな大好
きなんですよ。だけど自分は安全圏に
いる状態で関わりたいと思っているん
です。この象徴が AKB48 です。「真
剣に頑張る人たちを近くで見たい」と

いう感覚。多くの人が、主人公として
必死に頑張るよりも、頑張る人を応援
したい、近くで見たいと思っているの
が現代の特徴です。

・自分と切磋琢磨する文化は評
価してくれる人の存在が重要

そもそも、競争は他社とするもので
あって中でするものではありません。
なのに成果主義は社内で競争するこ
とを求めてきます。私は、社内競争
はマイナスでしかないと思っています。
争うのは社内の誰かではなくて対自分
で、自分と切磋琢磨するという環境
や文化にしていかないと苦しい。です
が、自分と切磋琢磨する文化は、自
分と切磋琢磨していることを評価して
くれる人がいないと成立しにくいんで
す。そこでマネージャー職が重要な意
味合いを持ちます。

ここで弊社の例をご紹介しましょ
う。弊社では、3 ヶ月で個別面談をし
てそこで給料を決めるという話をまず
しています。何もしなかったら給料は
上がらないので、給料を上げるために
何かをする必要があります。そのため
には、自分で目標を考えなければな
りません。そこで「目標管理制度」と
いう制度を作りました。自分で目標を
作って達成すれば、会社としてはちゃ
んと給料を払うという制度です。

それから、給料に関する話もなるべ
くオープンにしています。一対一の個
別のときに「この額をどう思っている

か」「上げたいと思っているか」み
たいな話をするんですね。社長であ
る私からだけじゃなく、スタッフか
らも意見が出ます。これは他の会社
にはあまりないところだと思います。
普通は「うちはそういうシステムだ
から給料のことはオープンに話して
ね」と言っても、社員からしたら言
えるわけがないんです。

・制度の背景をしっかり伝える
ことで社員に行動を促す

弊社の社員がどうして少しずつ言
えるようになってきたかというと、
なぜ給料の話をオープンにするの
か、そういうシステムを採用してい
るのか、その背景の説明をきちんと
しているからです。背景はしっかり
と話していく必要があります。人に
よっては「給料は下からいうものじゃ
ない」と思っている人もたくさんい
ますから。

弊社の例のように、会社のシス
テムについて社員に理解してもらっ
て実⾏に移してもらうとき、マネー
ジャーのミーティング能力はとても
大事です。例えばある社員が 20 万
の給料を 25 万にしたいといったと
き、どんな目標設定でもいいわけで
はない。ただ、言いたい金額は自由
に言ってもらって、そこに向かって一
緒に考えていこうという話をしてい
ます。これが弊社の文化です。

成功循環モデルに沿って全体的な
流れをみると、まず関係性の質が
あって、それから思考が変わってい
き、⾏動が変わって最終的に結果が
変わっていきます。だから、まずは
話さないと分からないんです。「売上
を上げると給料が上がる」みたいな
単純なときには、成功循環モデルと
いうのはそこまで重要ではなかった
かもしれませんが。

・未来があると人は頑張れる、
だが日本には未来が見えない

もう一つ、競争原理が働くなっ
た要因には、昔ほど未来が見えな
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くなったというのがとても大きいです
ね。これはいろんな研究でも言われ
ていますし海外でも当てはまるんです
が、未来があると人は頑張れます。
逆に人って未来がないと頑張れないん
です。無理だと思って諦めてしまう。

私がよく引き合いに出すのが、シン
ガポールとベトナムのホーチミンです。
シンガポールはすごく豊かな国で、年
収が高ければ高いほどビザが取りや
すい。対するホーチミンなんかはまだ
まだこれからで、ビールが一本 100
円みたいな、文化や経済レベル的に
はまだそんなに高くない国です。会社
に例えると、ようやく1年ぐらい前ぐ
らいから会社が走り出したくらいの、
まだまだ発展途上な国なんです。車よ
りもバイクの方が多くて、電車はやっ
とでき始めたみたいな感じ。

だけど、どっちの国も未来に向かっ
ているから楽しいんですね。これから
変わっていく未来に対して希望が持て
る。シンガポールは政治力で伸ばして
いるので、ここにいることは誇り高い
という独特の空気がある。

その一方で日本がもやもやして
いるのは、総理大臣をはじめとす
る政治関係が未来を指し示して
いないというのが大きいと思いま
す。いまだに森友・加計問題やってま
すし ... 人の悪いことばかり追求する。
余談ですが、政策に良し悪しは置いと
いて、そういう意味では小泉さんは良
かったんです。政策的にはアメリカの
追随みたいなところがありましたけど、
日本に明るそうな未来を見せたという
のは功績として大きいと思います。

昭和 35 年は池田内閣が掲げた「所
得倍増計画」があった。昭和 47 年
には田中角栄が「日本列島改造論」
を出した。特に日本列島改造論が打
ち出した「高速道路や新幹線で日本列
島を結ぶ」という未来は、今でもワク
ワクします。そういうビジョンが今は
ないんですよ。今は、「高齢者をどう
する」とかね。

これも余談ですけど、マスコミも悪
い。例えば金曜日の 8 時から孤独死
の特集とかNHK がやってるんですよ。
金曜日の 8 時に孤独死の特集を見せ

られるの？みたいな ... 日本を暗くしよ
うと思ってるとしか思えない（笑）。た
まにはあってもいいと思いますし、も
ちろんそういう特集も必要だと思いま
す。だけど金曜の夜って、仕事が終わっ
てこれから家庭で晩酌をしたり親しい
人と飲みに⾏ったりっていう、解き放
たれる楽しい時間じゃないですか。そ
の時間帯にそんな重たくて暗いテーマ
を入れてくるんだ、という違和感は感
じます。

・年次評価が廃止されていく理
由

次に年次評価について。多くの企業
は１年間で評価をしたり、半期で評価
をしたりします。一番短いところは四
半期で 3 ヶ月ですね。年次評価にも
結構問題がありますが、一番の問
題が「1 年間の評価といいながら
直近１ヶ月くらいで判断している」
というところ。直近の印象度で決
めていることが多いのが問題点で
す。

1年経ってしまうと、色んなものが
あやふやになってしまいます。もし1
年を評価するのなら、そのための素材
もしっかり集めないといけません。そ
うすると、「評価」というのがすごく
大きな儀式になってしまうんです。し
かも1年に1 回しかチャンスがないと
なると、評価する方もされる方も、お
互いにとってビックイベントになってし
まいます。それは評価する方も大きな
プレッシャーです。自分の評価次第で
社員が辞めてしまう可能性もある。さ
らに、「評価者が適切な評価ができな
い」という問題点もあります。社員と

してはここが評価されると思ってるの
に、上はそこを評価しない。思った評
価がされないということが離職のもと
になっている。

年次評価についてのあるデータをご
紹介します。まず、年次評価をやめた
理由として、「パフォーマンス向上の
効果が乏しい」やっても意味がないと
いうことですね。パフォーマンスも正
確に示していない、マネージャーなど
評価する人も評価される方も嫌がって
いるという理由が挙がっています。要
するに、膨大な時間とリソースがか
かっていて、年次評価しても効果
が出ないというところが大きい。

それから、昇給するタイミングが年
に一回しかないというのも、頑張るモ
チベーションとしては辛い。ちなみに
弊社は、給料を一度に大きくは上げ
られないから、せめて少額でも少しず
つ上がっていった方がいいんじゃない
かというので、3 ヶ月に一回昇給の機
会を設けました。

・昇給のモチベーションは長続
きしない

経営者なら知っておきたいこと
ですが、昇給や賞与によるモチ
ベーションの上昇は本当に長続き
しません。例えば月給 19 万の人が
20 万になったとします。その日は喜ん
でいる。しかし、次の日に「納得いか
ないんですけど」とか言ってくるパター
ンはすごく多くあります。

基本的に、社長は人の評価に対し
て貯金的な考え方をしています。例え
ばある社員にミスがあったとする。し
かし経営者はその人に対する信頼の
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貯金がある。新しい事業にも積極性
に取り組んでくれた、普段も休まずに
来てくれている、自分の事だけじゃな
くて他の人にも気を遣ってくれている、
というような徳みたいなものがあるん
です。これが信頼の貯金です。だから
その社員がミスしたとしても、そこが
ゼロになることは絶対にないんです。
この信頼貯金を取り崩しているからで
す。取り崩すほどのミスってそうそう
ないですけど。

ですが、もしこれが何もしない、働
かない、人の言うことを聞かない、会
社のマイナスのことを言って回ってい
るような人のミスなら、もう怒るしか
ありません。これが基本的な経営者
の見方です。これができない社長は
結構しんどいかもしれません。

逆に、社員が会社に対してそういう
見方をしていないことは多くあります。
そして昨日給料が上がったことを今日
には忘れて、気にならないことで爆発
したりする。そういう人もいます。経
営者はこのあたりのことを知っておい
た方がいいです。そうでないと、今
月給与を上げてあげたからこれか
らも頑張って働いてくれるだろう、
と思っていたら、全くそうでもな
いということが起きる。しかもよく
あります。そうすると、極端な話です
が、年 1 回の年次評価で 1万円上が
るよりは、2,500 円を 4 回上がった
方がまだいいのかもしれません。た
だ、それすらもそんなに長くは続きま
せん。成果主義は一時的にはモチベー
ションが上がるけれども、下がったと
きにはとてつもなく下がってしまうし、
そもそも大事なのはそこではないんで
す。

・やる気がある状態を生み出す
には

どうやったらソニーのフロー経営の
ようにやる気がある状態を生み出せる
のか。私は「やりたいことをやる」
だけなのかなと思っています。会
社の指示命令に従っているうちは、「や
りたい」というところに⾏けていない。
もちろん会社ですから業務命令はあり
ますし、やらなければいけないことは
あります。ですが、ソニーの例でいえ
ば、開発して売れた商品というのは、
作りたい人が熱狂的に作ったものなん
ですよね。その状況がやる気を生み出
すんです。

だから私も「やりたいことを見つけ
よう」と言っています。ただ、例えば
士業事務所だけど野菜売りたい、とい
うようなことが出ないようにするため
に、「うちの事業のコンセプトはここ
だからこの範囲内で考えてね」と伝え
ることは必要です。

成長や進化をしたいというのは人間
の根源的な欲求で、DNA に組み込ま
れているものだと思っています。人に
もよりますが、人間って「作る」とい
うことが楽しいんだと思います。作る
ということができなかったらやっぱり
苦しい。ですが、ものづくりだけでは
なくて、例えば女性だったら、美しく
輝いて皆から賞賛されたいというのも
新しい自分を「作る」ということです。

そういった「何かを作る」というこ
とが会社でできない、あるいはやらせ
てもらえないからふてくされてしまう
のかもしれません。

・ポテンシャルは高めることがで
きるか

そもそも、ビジネスで高い才能
が必要なものは少ないと思ってい
ます。考え方を身につけたりや⾏動
を起こしたりすることで、それなりに
スキルや知識が伸びていく。そこで
ポテンシャルが高いものにマッチした
らさらにぐんと伸びる。これだけのこ
とで、基本は伸ばしていけるものだと
思っています。

例えばある社員に対して、上層部は
普通のポテンシャルだと感じていた。
色々なことが卒なくできるけれど、事
務処理がすごく優れているかというと
そうでもないと。ですがデザインを担
当してもらったら、筋がいいと感じた、
というようなことがポテンシャルだと
思います。そして、筋がいいところを
見つけて伸ばすかどうかは経営層やマ
ネージャー職の役割です。

難しいのは、本人が持っている
ポテンシャルと本人が考えている
やりたいことがマッチしないとき。
これはもったいないです。明らかにデ
ザインに向いてないのに、本人は「デ
ザインがやりたい」と言っているとか。
ただ、そこでどう対応するかも経営者
やマネージャー職の力量が問われると
ころだと思います。本人が諦めるまで
やらせるというのも一つの考えだし、
うまく諭して別の方に能力を活かして
もらうのも一つです。

ちなみに弊社では、やりたいなら
やってみたら、というスタンスでいま
す。ただ、そのときに必ず本人に伝え
ていることがある。「そこで成果が出
なかったりうまくいかなかったりした
ら異動することがあるけど大丈夫？」
という確認はしています。本人が⾏き
たい方向に⾏ってしまったらもうおし
まいにはしていません。

もう一つ、仁義や筋みたいなところ
も大事にしたいので、「持ち場を離れ
て違う仕事をするのは、他のスタッフ
に迷惑がかかることがある。それでも
やりたいならチャレンジするのはいい
けれど、できなかったから元に戻りた
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いというのは通らない」とも伝えます。
そういう筋は通すようにしています。

・「褒める」を深める

1on1ミーティングをやってきた
中で非常に感じることですが、仕
事の意欲はみんな違います。給料
が大事だという人もいれば、やり
がいをとても大事にしている人も
いる。

そうすると、経営者側としても、一
人ひとりのモチベーションを考えなけ
ればなりません。ここもマネージャー
の力量が試されるところですが、一対
一で話したり普段の仕事ぶりを見たり
していく中で、今の時代は特に「叱っ
て伸ばす」というのはとても難しいと
感じています。基本は褒めて伸ばして
いくことになる。そうすると、「褒める」
というところを一段階深く考える必要
が出てきます。

細かいことですが、人によって嬉し
い褒められ方と何も感じない褒められ
方があります。その人がどんな褒め
られ方を嬉しいと感じるかという
ところは、マネージャーがきちん
と見極めていかなければなりませ
ん。例えば技術や腕の良さを褒めら
れるのか、あるいは会社への貢献度
の高さなのか。あるいは人によっては、
いてくれてありがとうという存在の承
認が一番だったりします。

色々なことを試して、この人が嬉し
いと感じるのはこの部分なんだな、と
いうのを一定の範囲で見極める必要
があります。ただそれも、一度出した
判断に囚われてしまうと良くない。だ
から1on1ミーティングが有用なんで
す。微細なところや本質的な部分は、
やっぱり面接程度では分かりません。
長い間１対１で話をして、ようやく掴
めてくるものだと思います。

心理学やコーチングなどでもいろ
いろなタイプ分けがありますが、その
タイプも状況や環境で変わっていくの
で、ある程度認識しておくくらいでい
いでしょう。褒めどころを間違うと無
意味になってしまいますから。

・理念やコンセプトを浸透させ
る方法

もうひとつ、細かいテクニックです
が、会社として一体感を出したい場合
にどうするか。例えば理念に向かって
頑張ってもらいたい、文化をしっかり
作りたいというとき。こういうときは、
自分の会社の経営理念、わかりや
すく経営理念という言葉を使って
いますが、経営理念を使って染め
るということが結構大事です。あ
まり意識的にやりすぎるとダサくなっ
てしまいますが。

経営理念は、本当は日常の会話で
出てくるような言葉でなければならな
いと思っています。コンセプトは無形
物だからわかりにくいところもありま
すが、考えるという文化がすごく大事。
私はスタッフに対しては「その積極性
いいね」とよく言っています。少しコ
ンセプトから外れているときは「クリ
エイティブじゃないよなぁ」という言
葉を使ったりします。こんなふうに、
わざとらしくならない程度に弊社のコ
ンセプトの言葉を使っています。もし
どんな言い方をすればいいか困っ
たときは、鉄板のワードとして「そ
れってうちっぽくていいね」という
言葉を知っておくと結構便利です。

ソニーのデザイン部のところでお話
ししましたが、新入社員がとある製品
の試作品を作って上司に見せると、「こ
れはうちのデザインじゃないな」とい
うようなことを言われるそうです。だ
けど、具体的に「うちのデザインが何
か」というのは教えてくれない。そし
て「お前うちの過去の製品見てこい、
ちょっと考えてこい」というようなこと
を言われるんだそうです。

そこで過去の製品を見てきて、こう
かな、と、考えてまた作品を作って
持っていくと、「ちょっとうちのデザイ
ンわかってきたな」と言われる。そう
やって「ソニーらしさ」を身につけて
いく。口伝伝承に近いものがあります
けど、この土壌が結構大事だと思いま
す。だからソニーには、「デザイン何
箇条」みたいなものが昔はなかった
そうです。今は「ソニーのデザインと
はこうあるべし」というものがあるら
しいですが。

今回は、成果主義の問題点と、社
員のやる気や自発性を生み出すために
経営者が気をつけたいことについてお
話ししました。

簡単に全体をまとめると、社員は上
から与えられた目標に沿って、勝手に
頑張れと言われている。つまり、人の
目標を与えられている。「鼻先の人参」
の極端なものが成果主義というわけ
です。そうすると安全主義に走ってし
まうので、まず目標を達成するという
意欲が生まれません。それから、上
から与えられた目標による成果主義で
は個人の才能やポテンシャルにフォー
カスされない。社外とではなく、社
内にいる他人との競争が求められてい
るというところもひとつの問題点でし
た。

競争原理が働かなくなった今、社
員のモチベーションを引き出してより
組織としてうまく回っていくためには、
経営者である社長自らが社員とこれ
まで以上に密なコミュニケーションを
取っていく必要があります。制度を変
えるなら、どうして制度を変えようと
するのかを社長自ら説明する。評価の
前提として目標設定の時点から関わっ
ていくことが重要です。
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士業の実務はどうやって勉強したのですか？
⾏政書士会が実施している研修に参加したり、自分で実務に関する本を読んで勉強しました。法律の勉強というよりは、

書類の作り方を学んだ感じです。役所には手引きも置いてあるのでそれを見るのもおすすめです。

駆け出しの士業だが、他の士業との協力関係はどう築いたらいいか ?
すでにキャリアがある人は、過去の経歴で一番インパクトがあることを常にアピールすることが効果的。そして、業界に

は合わない異質なスキルであっても、全面に押し出す必要があります。例えば、横須賀の場合、ネットビジネスの重鎮には「出
版のお手伝いができます」とまったく違う分野で協力する姿勢を見せ、人脈をつくっていった経緯もあります。

交流会とかは参加した方がいいですか？
目的を持たずに参加しても微妙です。横須賀が参加した交流会でもネットワークビジネスの勧誘があったりする場合も

ありました。主催者がどんな人で、どんな目的でやっているかを聞いてから参加でもいいのではないでしょうか。

事業展開の発想は何処から来るものですか？
お客様から見て「こんなのあったらいいな」と思えるものをつくる。あとは、自分がやりたいこと、できることとの兼ね

合いを考えて。天才塾なんかはそれがマッチした例だと思っています。

実務勉強と営業のバランスは？
一番最初はとにかく営業を優先。生活を維持するためにも、まず仕事獲得後に勉強し、その後にある程度実力がつい

てからバランスを考えていくべき。実力の伴わない営業は、誰にでもできてしまう営業だということも意識したい所です。

経営をする上で、何が大切ですか？
これにはいろいろありますが、誰のために、何のためにするかを考えます。士業のために真剣にとりくみ、もっと良い業

界にするためです。自分のためというのはほんのわずか。自分のためのモチベーションだけだと持ちません。

士業の集客の基本とは？
アナログ営業が得意なのであれば、人脈営業を中心にすると良いでしょう。まずは保険関係、銀⾏、人脈の幹を持って

いる人（会の主催者など）、他士業などに会う。ウェブサイトは絶対条件ではないので、100 アクセス集めるより、最初のう
ちは100 名会った方が早いです。自身にネット営業が向いていると思うのならば、リスティング広告が間違いないです。

（ブログの）プロフィールを書く場合に、横須賀のような出来事がないのだが。
平凡な人生なので、書くことがないと思っている場合には、平凡を武器にする。「今まで平凡な人生を送っていたが、○

○をきっかけに一念発起。独立起業して今は○○をして、○○を目指している。」などプロフィールは最後を上手く持ち上げ
ると良く見えるため、「頑張っていること」、「目指しているもの」などを書くと効果的です。

セミナーにお客様が集まらなかったことってないですか？
ゼロの時はありませんでした。長年セミナー業をやるなかで、5 名とかそういう時もありましたが、人数関係なくセミナー

は実施します。生まれて初めてやったビジネスセミナーのお客様は 8 名様でした（うち 6 名が知り合い）。

どうやって出版社と知り合いになったのですか？
出版パーティなどに参加する。出版ノウハウセミナーに出る。あとは飲み会とかオフ会とか、意外なところで会ったりも

します。知り合いに紹介してもらうことも多いです。

自分自身にキャリアや実績がないが、お客をつかめるか？
大切なのはプロとしてのふるまい。資格がある以上、お客は自分のことをプロとして扱う。そのため、「普通の」対応が

できればまずは OK です。知らないことを聞かれたら「念のため調査します」「たぶん大丈夫だと思いますが、あとで調べて
おきますね」などとすることをおすすめします。

天才塾解決事例集
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経営書ベストセレクション

伊之上 隼 ( 著 )
セルバ出版

法人顧客からの受注を10 倍にする FAXDM×WEB
活用の集客術

今月の書籍は、セルバ出版から出
ている「法人顧客からの受注を10 倍
にする FAXDM　WEB 活用の集客
術」をご紹介しましょう。著者は伊之
上隼さんという方で、株式会社ファー
ストストラテジーの代表をされている
方です。この会社は FAXDM を扱っ
ていて、私も以前使わせえていただい
たことがあります。

この本のタイトルには、「FAXDM」
と「WEB」という言葉が出てきます。
タイトルから見ると WEB との兼ね合
わせについて詳しく書かれているよう
に見えますが、実際には FAXDM の
活用方法が中心です。FAX と WEB
との兼ね合わせについて実際書かれ
ている部分は少なく、５章で触れてい
る程度です。

また、主に FAXDM の非常にオー
ソドックスなセオリーが解説されてい
ます。初めて法人に対して FAX を送っ
て営業をしたいという方にはわかりや
すいと思います。この書籍を踏まえて、
私からも FAXDM についての解説を
していきましょう。

FAXDMの本質を違う角度から
見てみると

言葉を選ばずに言うと、FAXDM

というのは乱暴な手段ではあるんで
す。少し違う視点から例えを挙げます
が、例えば、誰かが何かをしようと
思っているけれど、間違った方向性に
いっているとします。間違った方向に
⾏っているということを、体を張って
でも止めて教えてあげたいと思うのが
FAXDM に近い。その人からしたら、
あなたに対する最初の印象はよくない
かもしれません。でも間違った方向に
⾏っていることを教えてもらえたこと
はとてもありがたいと思えるかもしれ
ません。

あるいは、そもそもそういう止め方
はしないで、その人が気づくまで待つ
のか。FAXDM というのは、そういう
発想の違いがあります。

FAXDM のこれまでと現状

未だに FAXDM ではそれなりに集
客できます。ネットも同じですが、マー
ケティングというのは必ず一巡する
んです。FAXDM の最初のブームは
2003、2004 年くらいでした。その
頃は、効果があるといってみんなが取
り組みました。そのため、だんだん反
応が取れなくなっていきます。そして
その後にはインターネットが台頭しま
した。

そしてネットも 2006 年くらいにな
ると飽和してくる。ブログも飽きてき
たよね、という反応になっていきます。
そうするとまた紙に戻っていき、紙の
DM が当たるようになる。そしてまた
ネットに戻る。簡単に説明すると、そ
ういうサイクルになっています。

手法によってはずっとサイクル繰り
返すものもありますが、FAXDM に関
しては、金額的な点や手法という点で

状況が落ち着いてきているというのが
現状です。

昔は、FAXDM といえばリストは基
本的に自分で準備するものでした。し
かし、最近はリストをレンタルすると
いう方法が主流になってきました。自
分でゼロからリストを作るということ
は、小さな事業所ではなかなかでき
ないことなんです。

例えば、介護事業に業種特化して
いる会社であれば、介護事業者のリ
ストを集めることも難しくないかもし
れません。ですが、全体的に FAX そ
のものが廃れてきている状況の中、
FAXリストの収集をすること自体が難
しいのが現状です。そこで、レンタル
でリストを取得して FAXDM を送ると
いう方法が一番簡単な方法になりま
す。

このように FAXDM の状況は落ち
着いてきているので、これ以上劇的
に良くなることも悪くなることもない
だろうというのが現在の私の考えで
す。

ちなみに、これまでずっと FAXDM
は規制されるのではないかという話が
出ていました。FAXDM は相手の通
話料を使って勝手に送りつけるスタイ
ルなので、消費者センターなんかにク
レームが⾏っているんです。それで「い
つかはなくなる」とかなり長い間言わ
れていますが、意外と残っています。

紙とネットをつなげることの難し
さ

先ほどもお話ししたとおり、内容は
FAXDM のオーソドックスなものにな
ります。ではなぜタイトルに「WEB」
という単語が使われているのか。これ
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は、おそらく「WEB」という言葉をタ
イトルにつけた方が売れるからでしょ
う。それから、WEB と絡ませる方法
が極端になくて紙面を割けないという
のも理由の一つかもしれません。

実は、紙からネットに顧客を流すこ
とはかなり難しい。紙で来たものは紙
で見て終わりなんです。わざわざネッ
トで改めて検索するというのは、よほ
ど関心がないとしません。紙からネッ
トに繋げるのは結構難しいというの
は、FAXDM のコンサルタントの間で
も昔から言われていました。

ただ、FAXDM を打つと検索数は
増えます。なぜかというと、どんな会
社から来た FAXDM なのかというの
を調べる人がいるからです。そこで、
FAXDM を打ったあとの態勢として、
FAXDM で送った内容のオファーが
サイトのわかりやすいとこにあるとい
うのは結構大事なポイントです。

例えば「小冊子をあげます」という
内容の FAXDM を送ったとしましょ
う。それを見た顧客がサイトに訪問し
てくれたとき、その小冊子を請求する
ページがすぐに分からないというのは
致命的なミスです。

極端にいえば、サイト上で「今 FAX
でお送りしている小冊子はこちらです」
とトップ画面に書いてない限りは、紙
と WEB を連動させることはほぼ無理
だと思います。これはセミナーも同じ
ことで、セミナーの案内を送っている
のにホームページにはセミナーについ

ての情報がないというところは多くあ
ります。ただ、連動したらものすごく
売り上げ上がるかというとそういうこ
とではありません。

紙とWEB をつなげて展開して
いく方法

ここで実際にどうWEB と兼ね合わ
せていくか。これは連続で送っていく
しかないところです。

定期的に FAXDM を送っていって、
相手の関心に触れることです。相手が
なにか気になることがあったら「そう
いえば送ってきてた FAX があったな」
と思い出してもらえます。こういうと
こまで持っていかないと、本当の意味
の連動にはなりません。突然送られて
きた FAX を見て、調べてくれること
はあっても、何らかのリストに登録し
てくれることはなかなかない。

ただ、ある程度関係性ができると
クロスメディア的に展開していけます。
FAXDM で内容を見て、次にディス
プレイ広告を見て、「あれ、これって
FAXDM 送ってきた会社じゃなかった
かな」と思い出してもらう。覚えても
らうと、見る機会が増えて⾏きます。
YouTube の広告で出てきたら、「また
見たな」となる。そうして、ホームペー
ジまで誘導していくというのが基本的
な流れです。広告から調べてみたくな
るということはありますから。

ただ、一時的なものはあまり効果

がありません。例えば電車広告を全
部ジャックしたとしても、売り上げは
そんなに続かない。インパクトを与え
ることはできるけれど、それだけで終
わってしまいやすいんです。そんなふ
うにインパクトを与える広告を打つよ
りは、継続した方が大事です。そして、
クロスメディア的なアプローチをして
いかなければ連動は難しいでしょう。

もし FAXDM を送るなら、顧客と
関係性があるか、よほど顧客の関心
にフォーカスしたものである必要があ
ります。セミナーでもエッジが効いた
ものにしたほうがいいでしょう。たと
えば一般的な「助成金セミナー」より
も、「キャリアアップ助成金で今年 3
人正社員を雇用する人が対象」とい
うような。絞りに絞った方が、反応率
は上がりやすいです。

クレームは当たり前ではなく抑
えられる

書籍の中で一つ気になったのが、「ク
レームがあるのは当たり前」というこ
とです。たしかに、相手の通信料と
いうお金を勝手に使うので、FAXDM
はクレームが出ます。クレームをどこ
まで抑えられるかは、相手に負担させ
ている紙代とインク代、通信費を超え
る情報提供をしていくことしかないで
しょう。

そのためには、「こんなの貰っちゃっ
ていいのかな」と思ってもらえるよう
なものを送っていく必要があります。
そこで、FAX 通信みたいなものを継
続して送っていくというのが一番いい
方法です。長期的に見れば、このよう
に情報提供スタイルで続けた方がい
いでしょう。ただ、短期で何かやりた
いということであれば、セミナー開催
をするなど、刈り取るスタイルにして
いったほうがいいですね。

結論として、FAXDM をこれから
導入したい人が読むための本としては

「法人顧客からの受注を10 倍にする
FAXDM　WEB 活用の集客術」はい
いと思います。ただ、すでに基本的
な知識を持たれている方にとっては易
しすぎる内容かもしれません。
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「Google AdWords」の名称が間もなく「Google 広告」に変わります
これは大事件です。これまで 18 年使われていた「AdWords」という名称が変更になります。新名称は 7 月 24 日から
反映されるそうです。

LinkedIn がカルーセル広告をリリース
私個人も密かに LinkedIn 広告には注目しています。
最近の進化のスピードを見ると、近い将来 BtoB の商材を扱う広告運用者は無視できなくなるでしょうね。

ユニコーンが見つかる！？効果的な広告文を作成するコツ
クリック率 2 桁など圧倒的な効果の広告を業界では、「ユニコーン」と呼称します。
記事の最後に触れている「多作多捨」の考え方は、広告文を考える上でも非常に大事になりますね。

Facebook、苦境でも予測を上回る売上、アクティブユーザーも増加へ
Facebook は今月中に 2018 年第二四半期の決算が発表するようです。
今後の Facebook の未来を垣間見ることができるかもしれません。

Google Marketing Live 2018 キーノートスピーチで発表された機能まとめ
7 月10 日（現地時間）に⾏われた Google のマーケター向けイベントの発表内容です。
今後は「機械学習」が重視されていくことが発表内容からわかります。

デバイス別や日別、時間別の数値からの改善も
リスティング広告における「メンテナンス」の部分の話です。キーワードだけではなく、様々な指標から広告の動きを想
像することが、大事だと個人的にも思います。

アドカスタマイザーを使って検索キーワードごとに広告の一部分を変更する方法は？　
検索語句に応じて広告文を自動的に変更してくれる機能です。記事は Yahoo! での解説ですが、Google でも同じ機能
があり、「広告カスタマイザ」と呼称されます。

外国人就労 現場が期待 受け入れ態勢に課題も　在留資格新設
技能実習生の期間が伸びることに注目。長く働くということは、その後も続けて採用したいところですけど、ビザには注意。 

＜木造住宅・耐震化＞宮城県内自治体補助金１００万円規模に増
災害のときには助成金、補助金は出やすいです。そればかり追うのもどうかと思いますが、冷静に情報を集めることも
大事です。

 人材投入だけでは ｢知財戦略｣ は変えられない
知財の専門家はいても、知財活用の専門家は少ないんですよね。。。

 民泊新法スタート「雑所得」なのか「事業所得」なのか課税処理に注意
個人の民泊が始まりましたが、問題は税金ですね。専門サイトをつくったら、問い合わせは取れそうです。

 月給 12 万円で正社員を募集するハローワーク求人情報に騒然　「低賃金の奴隷」との声
結局どんな制度があっても、それをうまく運用することが難しい。だからこそ、労務コンサルティングは需要があります。

水道法改正案、衆院委可決　広域化や民間参入促す
いつのまにか規制緩和進んでますね。法律改正はビジネスチャンスです。「マイナンバーで稼ぐ」も合わせてお読みくだ
さい。

国民投票法改正案で与党　今国会成立は見送り
一応法律実務家なら、おさえておきたいところ。

ネット広告最新情報　解説：高金大輝

一週間の法律ニュース　解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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「電子委任状」で不動産関連の契約書も変わるか？総務省、経済産業省が電子委任状取扱業務を初認定。
使う派、使わない派、わかれそうです。ただ、どうやって使うかは知っておきたいし、「使える」事務所はちょっとしたア
ドバンテージになるでしょうね。

相続での配偶者保護が手厚く　民法改正案が衆院通過
家を手放さなくてすむようになるかも。40 年振りの改正です。

仮想通貨規制の移行を検討　改正資金決済法から金商法へ
個人的には仮想通貨って長続きしないと思うんですよね。。一時的に稼ぎ抜ける人が出て、あとは風化する…あくまでも
予測ですが。

民法・ギャンブル依存症法案が成立へ　国民投票法は継続審議の方向
参考にすべきはシンガポール。実は法制度等、シンガポールは超先進国です。

非正規・正規の格差是正が葬られた働き方改革法案の問題点
制度では解決しないと思うのですよね。。これなら1on1MTG やるほうがよほどマシ。

中国の知財侵害手口が巧妙化　米企業の従業員やサイバー攻撃駆使 
もともと著作権の概念がない文化の国もあって、国際的な解決はかなり難しいと思います。

監査報告書に要注意事項明記＝会計不祥事で基準見直し－企業会計審
東芝や神戸製鋼なんかの影響でしょうね。中小にはあまり関係のない話か。

電子委任状と契約実務
どの程度浸透するかですが、双務契約の場合はやはりしばらくは紙だと思うんですよね。

平成 30 年 7 月豪雨の被害に対応した税関手続について
災害、地震のあとは補助金等が出ます。士業としては、大変なときでもできる準備はしておきたいところです。

労働相談、いじめ・嫌がらせが最多
ほとんどが人間関係ですよね。これは基本的には採用方法で回避できる話だと思います。

概算要求基準を閣議了解　消費税対策は別枠　財政規律が課題
消費税が 10％になるとき、中小零細への影響はとんでもないでしょうから、本当は事前対策のアドバイスとか、したい
ところですよね。。

" 民泊ビジネス " は新法で大混乱の非常事態
個人的にはあまり馴染まないとは思うのですが、民泊ブームはしばらく続くと思います。

厚労省／建設業の時間外労働規制適用猶予で省令検討／対象範囲明確化へ
働き方改革は、今後急務ですね。うちでもセミナー企画しようかなとか考えてます。

外国人の新たな在留資格、来年 4 月から　菅官房長官が表明　介護など対象
最初の取り組みが大事でしょうね。ベテランもすぐに対応できるわけではないので、チャンスです。

副業する人の労働時間、見直しを議論　厚労省
保険の問題がありますからね。副業が起業なら良いのですが…今後は副業はスタンダードになりそうですね。

「改正都市再生特措法」が施行、空き地・空き家の利用促進で都市スポンジ化防ぐ
不動産業者のチャンスであれば、不動産業者向けにセミナー開催等もひとつのマーケティング案ですかね。

罹災証明書申請前に家屋撮影をスマホでＯＫ、支援金や税減免に必要
本当にいまっぽいです。⾏政がこのスピードで対応するというのは、事態の深刻さが伺えます。

「茶のしずく」賠償命令　原材料企業の責任認定
本来は予防法務ができていればという話なんですが、なかなか日本企業は対応難しいですね。。

新協定も過労死ライン超え　岐阜市民病院の医師残業 
労働問題は本当に増える一方です。社労士にとっては、常にチャンスがある、と考えて良いと思います。
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NO.563　出版社、始めます。

横須賀輝尚です。のっけからいきな
りですが、タイトルまんまです。パワー
コンテンツジャパン株式会社で、出版
社始めることにしました。

出版といえば、士業・コンサルタン
トにとってできれば取り組みたい分野
です。私もこれまで 20 冊を超える本
を書いてきましたが、いろいろな考え
があって、今回自社で出版業を始める
ことにしました。これまでの考えなし
の思いつきじゃありません（苦笑）。き
ちんとした戦略と、当然会員様にとっ
てプラスになる事業です。というわけ
で、今回はそのあたりの背景をお伝え
しようかと思います。

＊出版のスピード

出版社といっても、書店に流通させ
るような出版社をやるわけではありま
せん。自社販売とアマゾン販売。基
本的にはこれだけです。詳しく説明す
るとえらい長くなるので今回は省略し
ますが、書店に流通させるのは結構
たいへんな話なんです。普通に考えれ
ば無理。※ある程度のコネと資金力
が要ります

じゃあ単なる小冊子の印刷と何が
違うかといえば、出版社コードをきち
んと取るという点が違います。手元に
なにか本ありますか？なんでも良いの
ですが、本の裏面にはバーコードがあ
るはずです。そこによくわからない配
列で数字が書いてありますが、この
記載があるのが出版社としてのコード
だと思ってもらえれば OK。これを正
式な手続きを踏んで取ることにしまし
た。もちろん、自社でやらなくてもい
ま存在している従来の出版社がそうし
たコードは持っているわけで、これま
でどおり商業出版をすれば、自社で
出版社をやる必要はありません。

私も18 万部の著者ですし、書かせ
てもらえる出版社はそれなりにあるは
ずです。でも、書籍が売れなくなっ

た昨今。出版社も慎重です。だから、
売れる本しか出さないし、そもそも本
がかたちになるまでが遅い。私はこ
のスピード感がもう待てなくて笑。そ
して、アマゾンでは個人が自費で電
子書籍を出すようになり、もはや出版
社の意義も少しずつ薄れるようになっ
たいま、出版社を通さなくても良いん
じゃないかと思ったわけです。ただ、
それで原稿を書き、印刷製本したら小
冊子と変わらないので、価値を感じ
得ない。だったら、自前で出版社をやっ
てしまおうと。そういう経緯です。

＊企画をそのまま通す

今後は、私の企画で本をつくります。　
私の本もあれば、菰田弁護士の本も
出るでしょう。そして、本はいまや印
税なんてほとんど入ってこない。1 冊
書いて 30 万円程度の印税ならば、
もはやブランディングの一種でしかな
く、だったら何ヶ月も1年もかけるの
はもったいない。そして、出版社を通
すということは、出版社と編集者のフィ
ルターにかかるわけで、すべてを出せ
るわけではなく、削除もあるし、なに
よりタイトルはそのまま通らない。こ
れがこれまでとてもジレンマで、今後
はそれを振り切った本を出していきた
いと考えています。

＊会員様の本も

いずれ、体制が整ったら、天才塾
の会員様の本も出したいなと思ってま
す。一般の自費出版的な感じの流れ
に　なると思いますが、内容は私と
パワーコンテンツジャパン株式会社が
担保するという感じで、ブランディン
グのひとつとして考えていただければ
と思います。

出版というのは粗利が低いわりに
は、　人出がかかり、工程も多い仕事
なので、　まずは 1 冊つくってみない
と始まりません。いまは本＝印税では
なく、本＝ブックマーケティングとも
いえず、やはり本＝ブランディングに

過ぎないと私は考えてます。もちろん、
やり方しだいでブックマーケティング
はできるのですが、ちょっと難易度が
上がるので、まずはブランディングの
ために出す、ということをいまは考え
ていただくのが良いかと思います。そ
ういうわけで、久しぶりに大きな事業
です。ご期待ください。

NO.564　旧サポメルに
ついて

横須賀輝尚です。これまで出てい
た会員専用のメルマガ。私のメルマガ
とは別のもので、サポートメルマガが
新しくなり、告知があったと思います。
「GeniusOne」という名前で一新し

てお届けすることになりました。一応、
私の方からも説明があった方が良いん
じゃないかと、そのあたりの背景も含
めて今回はお送りしようと思います。

＊サポメル変更の背景

基本的に天才塾は会員様のご要望
を　伺いながら、よりよいサービスを
ということで続けてます。もう12 年
目です。早いですね…！サポートメル
マガも、天才塾創設当初からあるも
のであり、かなりの長い期間、弊社
の社員が担当してしまたが、退職に伴
い執筆者を変更。

以降、持ち回りで執筆していました
が、　会社の運営というか中身も変わ
り、社員も入れ替わりや増員があり、
いまの体制でより良いサービスを、と
いうこと考えたとき、全面見直しとな
りました。

＊いま、必要な情報

基本的なマーケティング・ノウハウ
というのは Genius にぜんぶ収録され
ているわけで、必要な情報があれば、
GeniusSearch からひっぱってくれば
いいし、探せなければ私たちに聞け
ば良い。そういう仕組みです。で、こ
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れらのほとんどがというかすべてが、
基本的に過去のノウハウです。

もちろん過去のノウハウだから使え
ない、ということはなく、いまの通じ
る骨太なノウハウばかりですが、新し
い情報はありません。そこで、士業
の経営に必要な情報は、メールマガ
ジンとして配信しよう、というのがこ
の「GeniusOne」の狙いです。士業
としては、法改正等の情報は絶対に
抑えておかなければなりません。ただ、
調べるの面倒だし、いつも検索する
時間があるわけでもない。そして、大々
的にニュースになるのは、ほとんどが
決まったとき、施⾏されたときなど。

実際は法案が決定したときから（本
当のことを言うと決まりそうなときか
ら）対応を考えなければならないので
すが、そのひとつのポイントが国会の
閣議決定。天才塾から出す法律情報
は、まずこの閣議決定を抑えます。こ
れは新聞等にも載る情報ですが、こ
れだけ探すというのもなかなか大変な
もので、その労力を天才塾が負おう、
ということです。

＊ネットマーケティング

こちらも追いきれない情報のひと
つ。ネットマーケティングの情報も、
正直追いきれません。ネット広告の実
践には、ノウハウも必要ですが、それ
以上に情報が重要。Facebook 広告、
Instagram 広告、リスティング広告、
Google AdWords、Yahoo!… すべ
てのネット広告が日々変わります。

でも、正直全部は追いきれない。
追いきれなければ、古いやり方、古
い機能で勝負することになり、極めて
不利。　問題なのは、知らないとい
うことと、知らないまま努力を続けて
しまうこと。せっかくの努力が本当に
意味がなくなってしまう。

そんなわけで、いまやネット広告
のコンサルタントとなった高金が、　
日々ネットマーケティングのニュースを
チェックし、コメントをつけて送る。
そういうことになっています。毎日の
ように送られても確認が大変でしょう
から、月に 2 回。厳選して情報をお

届けしますので、お見逃しのないよう、
お気をつけください。天才塾はこうし
て常に刷新していきます。いつのまに
かもう12 年目。より王道で、より必
要なサービスをつくっていきますので、
ぜひまたあなたのご意見も聞かせてく
ださい。

NO.566　新しいニュースレ
ターについて

横須賀輝尚です。今日も天才塾の
サービスについて少し。今月からニュー
スレターが一新されます。ニュースレ
ターにもきちんとネーミングがつきま
す。

名前は「Dono」。
　
これまでのニュースレターは、もと

もと私の限定メルマガのリライト、つ
まり復習用のコンテンツだったわけで
すが、これからは GeniusSearch と
並ぶ大きな主要サービスとなります。
GeniusSearch がこれまでのコンテ
ンツだとすると、「Dono」はこれから
のコンテンツ。より、今後必要な情報
を、そして新鮮な、最新の情報をお
届けしていく予定です。具体的には次
のとおりです。

（１）非公開のインターネット・
マーケティング最新情報

GeniusSearch で追いきれない最
新の士業に特化したインターネット・
マーケティングと広告（リスティング
広 告、Google AdWords、Google 
Analytics、Yahoo! プロモーション
広告・インフィード広告、Facebook
広 告、Instagram 広 告、youtube
広告、Gmail 広告等）についての解説。
これは弊社所属コンサルタントの高金
大輝が執筆します。

高金については、すでに 4 月、ネッ
ト広告セミナーでの講義を見ていただ
ければ（GeniusSearch でご覧にな
れます）、その実力は折り紙付きとい
うのはご理解いただけると思います。

すでに何度もお伝えしてきましたが、
インターネット・マーケティング、そ
してネット広告は常に変わり続けます。
その変化を情報として追い、さらに
現在高金が⾏っているリスティング運
用から実際の数値等を公開しながら、
コンテンツを掲載していきます。もち
ろん士業に特化したコンテンツですの
で、すぐにお役立ていただけることで
しょう。

GeniusSearch にもコンテンツは
掲載していきますが、このニュースレ
ターではより伝えたい重要なコンテン
ツを掲載する予定です。

（２）横須賀輝尚による組織論
「”Adjust”」 

これこそ本来は一般企業が喉から
手が出るほどほしい情報だと思いま
す。パワーコンテンツジャパン株式
会社の組織論を中心に、最新のホラ
クラシー経営、ノーレイティングス、
1on1MTG 等のノウハウや事例から、
小さな会社・事務所がどのような組織
運営をしていけばよいかがわかる内容
です。特に士業事務所は職員数名の
小さな事務所が多いでしょうから、即
つかえる実践的メソッドです。個人的
にいまもっとも関心があるのがこの組
織でしかも常にパワーコンテンツジャ
パン株式会社で実践している内容な
ので、実証済みです。原稿執筆時点
ではまだ人材募集中ですが、弊社も
2,3 名また増える予定です。

（３）最新頻出相談事例解説

最新の Q ＆ A を解説。実際にあっ
た相談をもとに、（もちろん、個人情
報は秘密にします）どのようにして考
え、どのようにすればよいかなど実際
のコンサルティング解決事例を収録。
いま、士業がどんなことで悩んでいる
か、大きなヒントが得られます。 

（４）横須賀輝尚の推奨ビジネ
ス書リスト 

これだけは絶対読んでおきたいとい
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うビジネス書籍を、横須賀輝尚のお
勧めポイントを交えて掲載。自分の
ペースで、勉強したい分野の良書を選
ぶことができ、自分のペースで学ぶこ
とが可能です。もちろん、必ず読まな
ければならない書籍ではありませんの
で、書籍選択の基準と考えていただ
ければと思います。

（５）会員限定メールマガジンの
リライト原稿 

これだけは従来どおりですね。会員
限定メールマガジンは、すべて「Dono」
に収録します。紙媒体でも読むことが
可能になり、より学習が深まり、あな
たの成果につながります。補足的立ち
位置だったニュースレターが、これだ
けでも成立するコンテンツになります

その他、コンシェルジュチャットも
今後はさらに充実していく予定です。
※執筆時点　ぜひご期待いただけれ
ばと思います。

NO.567　今月の動画解説
「信じること」

横須賀輝尚です。今日は動画解説
回。解説動画は、社会保険労務士の
吉川直子さん。天才塾でも私の書籍
でも、何度もご紹介している新しいタ
イプの社労士のパイオニア。

☆第 102 回定例セミナー
講師：吉川直子氏
テーマ：研修講師の仕事を取って業

務に繋げる方法 

第 1 部：http://geniussearch.jp/
archives/1260 

第 2 部：http://geniussearch.jp/
archives/1270

第 3 部：http://geniussearch.jp/
archives/1281

これよりはるか昔にも天才塾で講師
を務めていただいたことがありました

が、当時のテーマは「コミュニケーショ
ン」。いまはコミュニケーション力を磨
くというのは士業にとっても当たり前
のことになりましたが、当時はなかな
か新しく、セミナー参加人数もかなり
多かった記憶があります。

もともと、吉川さんは社労士その
もので開業しようとは考えていかなっ
た。言い方を変えると「社労士だけに
依存した」ビジネスをしたくなかった、
というのが原点にあります。では何が
武器だったかというと「コーチング」で、
ノーレイティングスや　1on1MTG が
主流になりつつあるいま、もう一度
コーチングの波は来ていて、時代が来
たなぁと先日吉川さんとも話をしてい
ました。

細かいテクニック的なところは、後
述しますが、吉川さんの成功の源泉
は間違いなく、「信じること」にあっ
たのだと私は考えています。15 年以
上前に「コーチ」「コーチング」といえ
ば、誰もいまのコーチングを想起しな
かったものです。真面目にバッグブラ
ンドの「COACH」だと勘違いされた
り、アスリートの指導（コーチ）だと
も思われるほど、コーチングは知られ
ていないものでした。ただ、知られて
いない＝効果がないということではな
く、コーチングの効果は絶大であると
考えていた吉川さんは、黎明期から信
じ続けました。

最初のビジネスモデルはシンプルで
す。経営者や起業家に向けたコーチ
ング契約を取ります。そして、コーチ
ングをする中で人間関係ができれば、
自然と紹介が増える。まさに売りやす
いものから売る。結果として士業とし
て知ってもらう。「資格起業家」のお
手本みたいなものです。

資格起業家になる！

横須賀輝尚
http://amzn.asia/fy9yn2z

こうして比較的売りやすい商品をあ
る意味ではフロントエンドに、そして
社労士の顧問につなげていった初期
の戦略は見事というほかありません。

その後、特に現在は主に法人に向
けた研修やコーチング契約をし、社
労士の業務と合わせていきます。社労
士の顧問を売りつけることは難しい。
でも、研修やそのほかの提案ならで
きる。

1、2ヶ月に1度の自主開催セミナー
からのクロージング。ネットでフロン
トエンド商品（小冊子・無料レポート）
を出したあとのステップメール。ステッ
プメールでは、相談を受け付けるよう
にし、相談からクロージングをかけて
いきます。そのほか、Web からの集
客も得意。とくにハラスメント対策や
建設業の社会保険問題等、テーマを
絞って仕掛けるウェブ戦略が秀逸。

方 法としては、 そのほとんどが
GeniusSearch に収録されているノ
ウハウです。しかし、重要なのは過去
からいつも「コーチング」を信じていて、
これを提供、提案すれば企業、人に
喜ばれることもまた信じていたという
こと。もちろん、商品・サービスその
ものの精査も必要ですが、自分がこ
れだと思ったものを信じて追求し、研
究し、実践していくこと。これが大事
です。

私も吉川さんからは、通算 5 年ほ
どコーチングを受けました。もともと、
コーチングを受けようと思った動機
は、コーチングの成果を求めるもので
は　ありませんでしたが、パワーコン
テンツジャパン株式会社の原点となる
アイディアは吉川さんとのコーチング
で生まれたものです。本物のサービス
を提供しているからこそ、私のような
クライアントも、自信を持って推薦さ
れます。テクニカルなことは、動画で
学ぶことができると思いますが、重要
なのは自分の信念を持ち、それを続
けられるか。

吉川さんも開業10 年を超えました。
10 年以上継続するには、やはりそう
した想いが必要です。ぜひ、その点を
頭の隅に入れながら、動画をもう一
度ご覧になってください。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

高金のコラムでは、リスティング広
告の動きや天才塾の動向についてご
紹介します。今回は、こんな動きがあ
りました。

■リスティング広告の運用コン
サルティングで成果が出ていま
す

最近の天才塾では、一部の会員様
向けにリスティング広告の運用に関す
るコンサルティングを⾏っていますが、
運用開始から1ヶ月以内にコンバー
ジョンがついた事例が複数出てきまし
た。しかも予算は 1日 1,000 円（月
3 万円）という低予算です。

通常、リスティング広告では、1ヶ
月や 2 ヶ月という期間は我慢の期間
で、コンバージョンに期待するのでは
なくて、データを集めることに終始す
る期間です。しかも、何より最初のコ
ンバージョンを取ることは難しい。普
通ならサイトの運用者がかなり頭を悩
ませるところなんです。

ちなみに、最初のコンバージョンが
取れると、どんなお客様がお問い合
わせをしてきているのか、成約してい
るのかという傾向が見えはじめます。
そうすると、どこに予算を集中すれば
いいかがわかるようになります。最初
のコンバージョンがつかないうちは目

隠しながら運転しているような状態で
すが、コンバージョンが一つ取れるこ
とでそこに光が差し、今後の方向性
が一気に見えてくるんです。

士業の商材というのは、どちらかと
いうと販売系や EC サイトなど、一般
的な商品を扱う通販に比べると問い
合わせのハードルが高い特徴がありま
す。それなのに初月から成果が出たと
いうことで、士業のリスティング広告
の可能性を実感できました。私自身も
かなりこの成果に驚いていて、今後、
士業の中でますますリスティング広告
が加速していくのではと思っています。

リスティング広告に関しては、今後
天才塾の会員様向けにご案内できる
ことが出てきそうですので、楽しみに
していてください。

■今月からニュースレターがリ
ニューアルしました

天才塾が会員様向けに発⾏してい
たニュースレターは、今月から「Dono」
という名前に変わり、内容もリニュー
アルしました。

これまでのニュースレターでは、私
が執筆している「今月のネット実践塾」
というインターネット広告のノウハウ
に関する記事と、横須賀の「小さな会
社の理想的組織論 "Adjust"」という

組織論の記事がありました。今回のリ
ニューアルで、その他に 4 項目記事が
増えています。簡単にご紹介します。

①天才塾の解決事例集
過去、天才塾に実際に寄せられた

質問をもとに、解決事例として掲載す
ることになりました。

②経営書ベストセレクション
これは横須賀が選出した書籍をご

紹介するコラムです。「この本を読むと
何がわかるのか」という横須賀の解
説が付いています。

③ Genius One まとめ
2 週 間 に 一 度、 会 員 様 向 け に

「Genius One」というインターネッ
ト広告のニュースと法律改正情報をお
送りしていますが、ニュースレターで
はこの Genius One を1ヶ月分まと
めて掲載することにしました。その月
の主なトピックスを一目で確認できる
ページになっています。

④マーケティングコンサルタン
ト 高金大輝のコラム

最後が私のコラムです。このコラム
では、最近の天才塾の動きやリスティ
ング広告の動きなどをご紹介します。
社内のことについても、少しお話しす
る機会があるかもしれません。

7 月から、パワーコンテンツジャパ
ンはスタッフが 3 人増えて 9 人体制
になりました。人数が増えることで社
内で出るアイデアも増え、できること
も増えています。そうすると、これか
ら会員の皆様をよりいろいろな角度か
らサポートができるようになるのでは
と感じています。

リスティング広告やホームページ関
連、セミナーや音声動画などのコン
テンツもどんどん増えていく予定です。
これからの天才塾に、是非ご期待くだ
さい。
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「広告費」を考える

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

パワーコンテンツジャパン株式会社
の高金大輝です。会員様の相談を受
けている中で、「リスティング広告はど
のくらいの広告費をかければ効果があ
りますか？」という質問をいくつもい
ただくことがあります。広告費は、広
告を出すならば必ずついて回る問題。
広告費の額を迷われるという方も多
いかと思います。今回はそんな「広告
費の額」をどうやって決めればいいの
か、という点をお伝えしていきます。

どのくらい広告費をかければい
いですか？

冒頭にも書いてある通り、「リスティ
ング広告はどのくらい広告費をかけれ
ば効果がありますか？」という質問は
多数の会員様から寄せられています。
まずは結論から言うと、かけるべき広
告費は状況によって変動します。さ
らに言えば「人それぞれ」です。

一見無責任な回答に思われてしまう
かもしれませんが、これが真実です。
かけるべき広告費は、業務によって変
わりますし、競合の多さ、出稿キーワー
ドのクリック単価など、多数の要素を

考慮し、決定する必要がある、という
ことが理由になります。業務によって
利益率は変わりますので、同じ広告費
でも広告効果は人それぞれである、と
いうわけです。

そして地域によって需要や、業務の
受注率、さらに競合事務所の数も
異なります。ある地域では1日1000
円で安定して取れている業務も、別
の地域では全く取れないということも
少なくありません。そういった中で「こ
のくらいの広告費ならば効果が見込
める」ということは断言することは不
可能に近いのです。ただ、おおよそ
運用初期における広告費の最低水準
は存在します。それは月額広告費 3
万円〜 5 万円です。

広告費の最低水準

この月額 3 万〜 5 万円という数値
の根拠はどこにあるかというと、「1ヶ
月で得られるクリック数」にありま
す。例えば、広告費月額 3 万円とは
つまり1日あたり1000 円の広告費を
かけていることになりますが、もしク
リック単価平均 100 円で広告運用し

た場合、1日で得られるクリック数は
1日 1000 円 ÷ 単価 100 円で 10 ク
リック。そしてそれを 30 日続けると
1ヶ月で約 300 クリック集まるこ
とになります。

この「300 クリック」というものが
前述した「1ヶ月で得られるクリック
数」ですが、ネット広告業界では「300
クリックあれば統計的に見ても信
頼できるデータである」と言われま
す。つまり約 300 クリックされて初め
ておおよそアカウントの傾向が見えて
くるのです。

特にリスティング広告運用初期は、
広告効果を上げていくということより
も、データを集めて改善施策を早
い段階で行っていくことが重要に
なります。1ヶ月でデータを取って、
改善施策を練っていくということを考
えるとクリック単価 100 円を想定す
るならば約 3 万円。100 円を超える
ならばそれ以上の広告費が必要にな
るわけです。

もっと長期間かけてデータを取
ればよいのではないか

ここで1つの疑問が浮かんできます。
「 信 頼できるデータの目安 が

300 クリックであれば、1ヶ月
とは言わず、低予算かつ長期間で
300 クリック集めればいいので
はないか？」

しかし、この方法は同じ「データを
集める」という目的でも、予算をか
ける運用と比べて無駄が多い運用と
言えます。前述の例で言うと、月額 3
万円の半額の1万 5000 円で広告出
稿する場合、月額の広告費は半分で
済みますが、データが集まるまでの期
間は 2 倍になります。出稿から 2 ヶ
月経ってようやく改善施策を考え
る段階になるというわけです。月額
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3 万円で 1ヶ月、月額 1 万 5000 円
で 2ヶ月、どちらも得られるデータ量
は同じですが、月額 1 万 5000 円で
の運用は圧倒的に時間のロスが大
きいのです。

さらに広告費を半額にすると、1日
あたりの広告表示機会も予算に応じて
減少します。少ない広告表示の中で
少ないクリックを集める、これは小さ
な網で漁業をしているようなもの。や
はり大きな網で魚を捕まえる方が、圧
倒的に効率がいいのです。一見予算
を削減できているようでも、あまりに
も低い広告予算での運用は、効率と
いう面で大きなロスが生じている、
というわけです。

広告費の決め方

運用初期の予算の最低水準として
3 万〜 5 万円とお伝えしましたが、中
期、長期の運用をしていく中で、広告
の配信規模をさらに広げていく段階
が来た場合、予算の増額は避けて通
れないでしょう。

低予算で安定的にコンバージョンを
取ることが理想的ですが、いくら効率
的な配信をしても、低予算では配信
数、クリック数、コンバージョン数、
全てがいつか頭打ちになってしま
います。広告から得られる成約を増
やしていくならば、最低水準の予算で
の広告運用には限界が来るというわ
けです。

それでは、広告費は何を基準に決
めていけばよいのでしょうか？そのヒ
ントとなるのが、「顧客生涯価値」、

または「LTV（Lifetime Value）」
と呼ばれる考え方です。これは「成約
した顧客 1人が長期にわたって事
務所にもたらす価値」のこと。

例えば、ある税理士事務所が税務
顧問を増やすために予算月額 10 万
円で広告を出しているとします。月平
均 10 件コンバージョン（問い合わせ）
があるとして、そこから実際に顧問に
繋がる顧客は平均すると約 1名です。

月額 5 万円の顧問契約のため、単
月で見ると広告の売上は 5 万円。広
告費として 10 万円かかっていますの
で、5 万円の赤字です。

しかし、この事務所の顧客の顧問
契約継続期間が平均 12ヶ月と仮定す
ると、今回の依頼で見込める最終的
な価値は、5 万円 ×12 ヶ月の 60 万
円だと予測することができます。単月
で見ると 5 万円の売上ですが、最終
的な売上はおおよそ 60 万円です。つ
まり、60 万円の広告費をかけたとし
ても、1つの顧問契約締結があれば、
最終的には赤字にならない計算に
なります。

そこで、もし仮に広告予算を月 6
０万円に増額したとすると、月に見込
めるコンバージョンは 60 件、その中
から実際に成約する顧客は約 6 名。
単月で見ると 30 万円の赤字ですが、
この場合の「顧客生涯価値」は、6
名 ×60 万円＝ 360 万円になります。

あくまで平均値を元に計算をしてい
ますし、士業の業務の問い合わせ量
はどうしても時期や、地域でブレがあ
るため、この通り広告費を 6 倍にした
から利益も 6 倍になるような単純な
計算にはならないのですが、おおよそ

予算の規模感の
考えかたは、こ
のようなイメー
ジになります。

そして顧問契
約ではなく、ス
ポットの業務を
広告から獲得し
ていた場合は、
顧客のリピー
ト率を上げる
ことや、成約

後にさらに提案をして、別の高単
価の業務へ繋げることで最終的な
利益を増加させることができます。

上記のように通常の業務を提案か
ら高額報酬に変えていく商談方法は、
横須賀の著書、「士業を極める技術」
の中で「TRANSWITCH」という
手法として紹介がされています。この
ような「クライアントへの提案から
高難度、高単価の業務を獲得する」
という考え方は、自身の顧客の「顧客
生涯価値」を上げるということにも繋
がる、というわけです。そして「顧客
生涯価値」が上がれば、かけること
ができる広告費の上限も上がる。さら
に規模が大きい広告配信ができると
いうわけです。

中長期の広告運用で広告費を決め
る際は、「顧客生涯価値」を見極める
ことが非常に重要になるのです。

まとめ

化粧品業界では、無料の試供品提
供の広告でも月に数百万、数千万円
の広告費を使うと言われています。な
ぜ無料の提案に多額の広告費を費や
すことができるかというと、試供品を
請求した顧客の中で、どのくらい商
品を買う人がいて、商品を買った
人がどのくらいリピートし、最終
的にどのくらいの売上があがるの
か、という綿密な計算をしているから
です。

広告運用をしていると、単月ごとの
売上に目がいきがちなのですが、重
要なことは最終的にどのくらい利益が
でているか、ということ。中長期の広
告運用の広告費にはおおよその目安
など存在せず、このようなイメージを
元におのずとご自身の中で決まってい
くものなのです。もし広告費で迷われ
たときは、今回の話を思い出してみて
ください。

それでは今回はここまで。最後まで
お読みいただきありがとうございまし
た。
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「評価しない」
ノーレイティングスの仕組みを理解する

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

今月の「小さな会社の理想的組織
論 "Adjust"」では、先月に引き続き、
ノーレイティングについて解説をして
いきます。今回は給与についてです。
小さい会社ではどんなふうに社員の
給与を決めていけばいいのか、経営
者やマネージャーはどんなことを意識
していけばいいのか、その辺りを解説
します。

1. ノーレイティングについて

ノーレイティングとは、評価をしな
い、階級を全く作らないということで
はなくて、全社的に画一的な評価シ
ステムを取らないということです。た
だ、そうすると年次評価なしでどのよ
うにして昇格や昇進を決めるのか、特
に給与の額をどのように決めていくの
かという疑問が生じます。もともと昇
格や昇進は短期業績で決められる
ものではありません。それに、仕
組みに人を合わせると、人の成長
をシステムに合わせなければいけ
なくなりますが、人が成長したか
ら、その結果として昇格や昇進が
あるわけです。一人一人個性は千差
万別なのに、画一的な評価システム
に乗せようという方が難しいと私は考
えています。

ノーレイティングを考えるときには、
1 on 1ミーティングという方法を合
わせて考えることが大事です。1 on 
1ミーティングは言い換えるとピープ
ルマネジメントとも言いますが、今ま
でのような「人ではなくて物事や数値
を管理するマネジメント」ではなくて、
人をどんなふうに見ていくかがポイン
トになってきます。基本的には、シ
ステマティックにではなくマネー
ジャー職の裁量や力量によって評

価を決めていくというのが、ノー
レイティングという評価制度です。

2. 小規模事務所の組織につい
て

このレターを読まれている方の多く
が小規模事務所を経営されているか
と思いますが、大規模な事務所や企
業と小規模事務所とでは組織の構造
が違います。大企業は大企業なりの
やり方があって、経営戦略を立てる人
が必要になってくるんですね。それは
経営者が全部見切れないから。一方
で小規模の事務所や会社の場合は、
経営者が戦略を立てる人になります。
組織のことを大規模な企業から学び
たい人は、ランチェスターを参考にす
るといいです。

小さい会社はあまり余裕がない
ですから、利益をどんどん出して
いかなければなりません。そこで、
間接部門をできるだけ減らすとい
う発想が必要になってきます。例
えば 30 人規模の会社なのに経理や
総務が 10 人、15 人いるというのは
大いに間違っているんです。間接部
門は利益を上げる部門ではないので、
そこに多くの社員は必要ありません。
この場合、本当なら営業マンが 25 人
くらいでもちょうどいいくらいです。そ
この配分は間違えてはいけないところ
です。小さな会社は基本的には営
業の数を増やして、利益を生み出
す部門に予算を配分し、人員を割
いていく。どこに配分するか困っ
たら、基本は営業部に割く。これ
はランチェスター戦略でいうところの
弱者の戦略です。

3.マネージャーの判断能力を上
げるためには

今までの評価制度はシステムに人を
合わせるものでした。そこではマネー
ジャーが裁量を持っていますが、マ
ネージャーの判断能力のベースを底上
げしないと評価エラーが生じます。マ
ネージャーの判断能力を上げるために
はどうすればいいのでしょうか。

3-1 経営者の価値観を徹底的に聞く
まずは、経営者がどういう価値観

で人を見ているかをマネージャーが
徹底的に聞くことが大事です。マネー
ジャーは中間管理職ですから、部
下を大きく評価したとしても、そ
の評価が経営者の意図に合ってい
なかったら、経営者にとってその
マネージャーは「能力がない」と
いうことになってしまいます。そう
ならないために、まずは経営者の判
断基準をしっかり聞いて自分のものに
することが重要です。

3-1-1 絶対にやってはいけないことを
確認する

弊社では社員の入社時に入社時同
意書を書いてもらっていますが、それ
と同じで、経営者が考える「絶対にやっ
てはいけないこと」を聞いておくこと
も大事です。例えば、売上成績が抜
群に良くても社員の悪口ばかり言って
いる人は評価できないとか。ただ、
状況によって経営者の価値観や優先
順位は変わります。これまでは強引な
やり口で契約を取るような社員は評価
しないといっていたのに、経営が悪化
したらそんなことは言っていられない
かもしれません。

そこでマネージャーが今までの
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価値観をそのまま当てはめていた
ら、今度は逆に「なんで評価しな
いんだ」と経営者から思われてし
まいます。そうなるとお互いの信頼
関係が崩れるので、経営者とマネー
ジャーは定期的に密接な価値観のす
り合わせをしておく必要があります。

3-1-2 評価の減点・加点ポイントも
確認しておく

どういうことをしたら評価に加点し
ていいのか、どんなことをしたら減点
なのか。これも経営者に聞いておきま
しょう。例えば弊社では無断遅刻は
大きな減点ポイントですし、積極的な
ミスや利益を出すというのは加点ポイ
ントです。それから、直接昇給につな
がるわけではありませんが、誰かを助
けたりサポートしたりというのも弊社
では加点要素になります。チームの評
価となると少し変わってきますが、弊
社くらいの 30 人未満の小さな会社は
チーム評価までしなくてもいいかなと
個人的には思っているところです。

3-2 一対一のミーティング能力を上
げる

マネージャーの判断能力を上げる
ためのもうひとつの方法は、マネー
ジャーのコミュニケーション能力を上
げることです。このことについて解説
していきましょう。

3-2-1マネージャーに必要なのは「見
つけ出す力」

まず、経営者の価値観を徹底的に
聞くことで、経営者の価値観を手に入

れることになりますよね。そうなった
あとのマネージャーの役割が何かとい
うと、ここです。

①本人がやりたいと思うこと
②それが会社の方向性に合って

いるやり方であること
③経営者の価値基準にも合って

いるやり方であること

この 3 つを全て満たすものを、
一対一の社員とのミーティングで
見つけてあげること。これが本当
に大事なマネージャーの役割で
す。

単純に一対一でミーティングしさえ
すれば、社員とのコミュニケーション
は取れます。離職率も下がるでしょう。
ただ、それだけだと会社にとってプ
ラスになるかどうかは怪しいところで
す。一対一でコミュニケーションをと
るというだけなら飲み会と変わりませ
ん。本人がやりたいと思っていて、か
つそれが会社の方向と同じ方向を向い
ていて、経営者の価値基準にも合って
いること。そこを見つけ出すコミュニ
ケーション能力が、マネージャーには
求められます。やりたいことが明確
な人はいいですが、やりたいこと
に気づけない人もいます。それか
ら、やりたいことがあってもその
人が能力的に向いてないこともあ
る。だから、そこを上手く聞き取っ
ていくことも必要です。技術があれ
ばいいというものではありませんが、
ここでコーチングの技術は必要になる
と思います。ただ、これってコーチン

グだなと社員に思われてしまったらア
ウトですから、そこの温度感にも気を
配れるようになるとなお良いです。
それから極端な話ですが、経営者は
社員に、自分がやってもらいたいと
思っていることを自発的に「やりたい」
と言ってもらいたいもの。マネージャー
も経営者自身も、社員が自発的にや
りたいと思えるようにうまく持ってい
けることも大事なポイントです。例え
ば私は、社員に対して「この仕事をし
てほしいな」と思うときには、いろい
ろな理由を伝えて「この仕事はどうで
すか？」というふうに話をもっていき
ます。そして最後の判断は本人に委ね
ます。これは話術でもありますが、「こ
の仕事をこの人にしてほしい」という
真剣さは事実です。話術だけではな
くてこの真剣さも必要で、ここは
経営者やマネージャーの力量が問
われるところでもあると思います。

3-2-2 一対一の距離感は会社の定義
次第で変えて良い

1 on 1ミーティングを勉強してい
ると、体調を気遣うとか、家族はどう
とか、プライベートのことまで踏み込
むべきだという指南書に出会うことも
あります。ただ社員はさまざまで、会
社の人と踏み込んだ話をするのが好き
で家族のような関係がいいという人も
いれば、仕事は仕事で割り切りたいと
いう人もいます。ですから、ここは会
社それぞれの定義次第でいいと私は
思っています。

3-2-3 社員のキャリアアップを経営
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者やマネージャーが一緒になって考
える

社員のキャリアアップについてマ
ネージャーや経営者がきちんと考えて
あげるのもとても大事です。そのあた
りのことを経営者はあまり意識してい
ない気がします。会社は何が起きるか
わかりません。業績が悪くなることも
ありますし、万が一倒産する可能性
もあるわけです。これは私個人の考
えですが、自分の会社にいる間にど
こに⾏っても通用する人材にはなって
もらいたいなという思いが根底にあり
ます。レベルアップしてくれることは
会社にとってもプラスですし。だから
社員が「やりたい」と言ったことは基
本的にやってもらいます。メールマガ
ジンを書きたいと言われたら、いいん
じゃない、やってみれば、と言います。
一般企業でマーケティングのメールマ
ガジン担当というと結構大きい仕事で
すから、もしも他の会社に⾏くことに
なったとしても、それは必ず武器にな
る。

それに、この会社にいる数年間に
実力がついていなかったら、ここにい

た意味がなくなってしまいます。私が
思う組織の考え方のひとつに「社員の
ライフスタイルを考える」ということ
がありますが、何年、何十年と長い
間勤めているのにレベルが上がってな
いなら、そんな仕事はつまらないと思
うんですよ。人は成長すること、伸
びるということが無条件で楽しい
ものです。社員の才能を見つけて
あげて、才能が発揮できる場所を
作るのがマネージャーや経営者の
役割だと思います。

4. 言葉を定義する

私ができているかどうかは分かりま
せんが、経営者の多くはいろいろなこ
とについてしっかりと定義をしていな
いように思います。社員とは、働く
とは、という定義。それから、社
員にもらう時間や会社という場所
とは何なのか。そのところを一度
じっくり考えてみるといいですね。

ちなみに、私の定義に対する意識
が変わったのは、経営コンセプトにア
メリカで出会って、次にソニーの研究

を始めてからです。働くことの定義が
必要だということを、その頃身にしみ
て感じました。ソニーでは働き方の定
義について可視化されてはいませんで
したが、定義そのものはされていたん
ですね。そこから少しずつ自分なりの
定義が生まれてきたように感じます。
どんなことを定義しておくといいのか、
私の考えとともにご紹介します。

4-1社員の定義
いろいろなことを定義すること

は重要ですが、特に、社員という
ものを何だと思っているのか。こ
こはとても大事です。これにはいろ
んな考え方があって、社員を駒だとい
う経営者もいれば、自分の手足だとい
う経営者もいます。それはそれで、そ
れを求める社員とマッチすれば問題あ
りません。ちなみに私は、社員は「家
族と他人の間」という定義をしていま
す。

4-2 時間の定義
例えば労働時間が 8 時間だったと

すると、その 8 時間をどう捉えるのか。
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私は、貴重な人生の1/3 の時間を借
りているという感覚を持っています。
睡眠時間が 8 時間とすれば、起きて
いる16 時間のうち 8 時間も会社に
貰えたらもう十分。私はもともと、自
分が仕事していないときに社員に仕事
してもらうことが好きではなくて。も
らいすぎているという感覚があるんで
す。社員には、もっと自分のために時
間を使って欲しいと思っています。こ
れが時間に対する私の定義です。

4-3 働くということの定義
働くということもいろいろで、働く

必要はないけど社会とつながってい
たいという理由で働いている人もいま
す。そういう人なら、週 5 フルタイム
勤務ではなくて、週 3 で数時間くらい
とか、あまり責任の重くない仕事をす
るとか、そういったスタイルで働くの
もひとつです。ただ、会社や事務所
でそこの定義がされていないことは問
題です。例えば、働くことの定義が会
社の中で決まっていなければ、そこそ
こ頑張れればいい人もガンガン成長し
たい人も両方きてしまう。そして、定
義が決まっていないから両方を採用し
てしまう。キャリアアップしたい、頑
張りたいという人に対して、そこそこ
でいいと思っている人は「あんなに頑
張ってどうするんだろう」と思うかも
しれません。そこで歪みが生じてきま
す。

4-4 場所の定義
場所の定義も必要です。事務所で

一緒に仕事をするのか、在宅でもいい
のか。定義が決まっていないと、「あ
の人だけ在宅なのに給料が同じなの
はおかしい」と社員が不満に思ったり
します。ちなみに私は、ちゃんと時間
通りに会社にきて、働いていることを
管理されることの対価として給料があ
ると考えています。だから、会社に来
ない人を社員とは呼びたくないという
思いがあるんですね。これが私なりの
場所の定義です。

5. 小さい会社の「給与」につい
て

ノーレイティングの基本的な考え方
は「ペイ・フォー・パフォーマンス」と
いって、業績の達成度ことに応じた給
与を支払うという考え方です。部門ご
とに予算が決まっていて、マネージャー
が功績に応じてその予算を配分すると
いうのが基本的な考え方です。大き
な会社ではこのように部門ごとに予算
が設定されているものですが、小さ
い会社は予算という考え方がありませ
ん。だから、売り上げの何割を給与
に充てるという発想もおそらくありま
せん。そこで結局は、社員一人一人の
ことを個別に考えていく、一対一で話
し合っていくといのが一番シンプルな
方法になります。

5-1 給与の話をタブー化すると、黙っ
て転職されてしまう

ここで是非やってみてほしいの
が、給料の相互交渉です。給料の
話は非常にセンシティブなので、一対
一のミーティングでも「給料を上げて
ほしい」と言える社員はなかなかいま
せん。不満を持っていたら、黙って転
職活動して、採用されたら黙って退職
してしまいます。実際に税理士事務所
とかでも、いい関係性を保ってお互い
働いていたはずの職員が急に他の税
理士事務所に転職するということはよ
くあります。他の士業事務所も同じで
す。そしてその理由が「向こうの事務
所の方が月給がよかったから」という
人は多いんです。仕事の内容はそんな
に変わりませんから。なぜそうなっ
てしまったかというと、給与の話
がタブー化してしまったから。こ
こが良くなかったんですね。そうな
らないためには経営者側の方から歩
み寄っていかないと難しいです。もし
相互交渉をするのなら、この歩み寄り
と、給料に関しても話し合う事務所だ
と事前に伝えておくことが大切です。

社員にとっては、どうやったら
給料が上がるのかが見えているこ
とがとても大事です。それが「な
んとなく」の評価制度だと意味が
ありません。頑張り方がわからな
いものに関して人は頑張れない。
そこを、「大きい会社は評価制度を使っ
ているからうちも評価制度を入れよ
う」といって、一律の評価制度を根拠
に給与額を決めるのは難しいわけで
す。しかも、小さい会社や事務所は
大企業に比べると社員の個性がより
目立ちますから、より個々の評価が必
要になります。ですから、ここでも「一
対一でコミュニケーションを取って一
緒に考えていく」ということが大事に
なってきます。
5-2 マネージャー職の重要性と、マ
ネージャーがすべきこと

この方法でこれからやっていこうと
するなら、今の給与額からどう頑張
れば給与が上がるのかを指し示した上
で社員と一緒に考えていくのが経営者
やマネージャーの役割です。先ほども



経営天才塾ニュースレター Dono　2-9

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

話しましたが、

①本人がやりたいと思うこと
②それが会社の方向性に合って

いるやり方であること
③経営者の価値基準にも合って

いるやり方であること

この 3 つを満たすものを社員と一
緒に見つけていくということです。

5-3 選択肢を提示して、最後は社員
に選ばせる

例えば社労士事務所の所長が社員
に、「働き方改革セミナーの講師をす
れば給料を上げられるから、やらな
いか？」と提案したとしても、社員と
してはあまりやりたくはない。それは
指示だからです。そこで、指示する
のではなくて、本人が自発的に「や
りたい」と思う状態に上手く持っ
ていく必要があります。この辺には
コーチングの技術が大いに役立ちま
す。まず給料を上げられる選択肢をい
くつか示すんですね。そして、その中
から選んでもらう。私もよく言います

が、やらされている感覚のうちは絶対
に一流にはなりません。だから自分で
考えた・自分で選んだという感覚にさ
せることが大事です。先ほどの例なら、
まず社員に何らかのセミナーをしたい
と思わせる。そしてそれから、「今考
えているセミナーは働き方改革、助成
金、就業規則の 3 つだけど、会社と
しては働き方改革セミナーが一番プラ
スになるからやりたい。働き方改革セ
ミナーをやってもらえると一番評価は
高い」という会社側の意向を伝えます。
条件を出して選んでもらうんです。そ
れでも社員が「新しいことはまだ自信
がないから就業規則セミナーがやりた
い」というのなら、そこから始めても
らいます。社員がやりたいと言った
ことに水を差さないことも大事な
ポイントです。それが明らかに間違っ
ている場合はうまく誘導する必要があ
りますが、基本的に水を差されるとや
る気をなくしてしまいますから。

5-4 社員が選んだことでは給料を上
げられないとき

弊社ではありませんが、過去に「給

料を上げて欲しいから会議室のテーブ
ル拭きを頑張ります」と社員が言って
きたという事例がありました。確かに
テーブルを拭くことも大事ですが、そ
れで給料を上げられるかというと難
しいですよね。そのときに本人をどう
諭すかも力量が問われるところです。
コーチング的には、1 回承認するとい
う方法もあります。確かにテーブルを
きれいにすることでお客様には喜んで
いただけるけれど、それは直接利益
にならないよね。それに関してはどう
思う？と、一度承認してから諭す。そ
こに社員が納得したら、「じゃあど
んなことをすれば会社で評価され
るだろうか」と問いかける。オープ
ンクエスチョンといいますが、こうし
て否定せずに誘導していくことが大事
です。

5-5 人によって褒められて嬉しいとこ
ろは違う

承認することは他のシーンでも大切
ですが、人によって褒められて嬉しい
ところは違います。自分のことが気に
なる人もいれば、他人のことばかり気
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になる人もいる。「あなたってすごい
ね」と褒められて嬉しい人もいれば、

「あの人よりもすごいね」と誰かとの
比較で褒められて嬉しい人もいます。
承認したり褒めたりすることは意外に
難しいんです。上辺だけの褒め言葉が
嫌いな人もいます。「頑張ったね」と
いう言葉も、受け止め方は人それぞれ
違います。周りを支えたいタイプの人
は、「頑張りましたね」と言われると
嬉しいとか。その一方で、自分が前
に出たいという人は、「すごいね、よく
やったね」という言葉の方が嬉しかっ
たりする。そういった要素はあります。
心理学やコーチングでも、人のタイプ
を分析するという方法があります。

ただ総じて言えるのは、真実味
のある褒め方をすることが大事だ
ということです。それから、性格
やタイプ分けの傾向は単なる傾向
であって、必ずそれが通用するわ
けではないということ。だからこそ、
一対一で話し合わなければなりませ
ん。

6. 経営者として持っておきたい
意識

ここで、経営者として持っておきた
い意識についてお話しします。

6-1社員に対し「してあげている」と
いう感覚を早く外すこと

一対一で経営者と社員が話し合
うとき、経営者が意識面で注意し
ておきたいのは、経営者が社員に
面談してあげているという感覚を
外すことです。経営者は立場的に有
利です。最終的に給料を決められる
のも仕事の内容を決められるのも経
営者です。だから、経営者本人の感
覚としては「聞いてあげる」という、
してあげる感覚になりやすいところが
どうしてもあります。ですが本当は聞
いてあげるではなくて「聞く」なんです。

確かに、経営者と社員が完全に共
感し合うのは難しい。経営者と社員と
では負っている責任もリスクも全然違
いますから。ただ、お互いが歩み寄っ
ていくことはできます。給料に関して
も仕事に関してもそうですが、社員の
言葉を聞いて、社員と一緒に真剣に
考えるというスタンスを取ること。私
は、「この人の給料を上げるために
は全社的に何がベストか」を考え
るのが経営者の役割だと思ってい
ます。これは、2018 年に入ってから
私の中でより明確になってきました。

6-2 本音で話す
人によって褒められたいところや嬉

しいと感じるところは違うという話を
してきましたが、私も人によって使い
分けているわけではありません。実
際それは難しい。ただ、一対一で話
しているときには、相手の表情やしぐ

さをしっかり見ます。ねぎらいの言葉
をかけても反応がないな、とか。マ
ネージャーがそれをできるようになっ
たら、会社は随分よくなるでしょう。
結局は本当に大事なことは、本音
で話すということです。本音がベー
スにないのはすぐにばれますし、それ
は信頼の失墜につながります。本人に
は褒めておいて、他の人には陰で「あ
の人だめなんだよね」と批判するのは
ありえないことで、それをするくらい
なら本人にも直接「もう少し頑張って
もらいたい」と言うべきです。そして、
周りに何か聞かれたら「あの人にはも
うちょっと頑張ってもらおうと思って
る」とい言えばいいだけの話です。

7. なぜ期待した動きをしてくれ
ないのか

社員が期待した動きをしてくれない
ときには、色々な要因が考えられます。

7-1役割を明確化していないから
役割の明確化はとても大事です。役

割には、個人の役割、部門の役割、
会社全体としての役割があります。そ
れを事前に伝えておかないと、何かで
上司から怒られたとしても、その理由
がわからないままで終わってしまう。
例えば商品の販売部門にいる社員に

「今月全然売れてないじゃないか」「こ
の数字じゃダメだ」とだけ言っても、
言われた方はどうしてそう言われるの
か、どうしてその数字ではだめなのか
がわかりません。そこで、その背景
や意図を説明してあげることが必
要です。

例えばテレビを売りたいのなら、「こ
のテレビはオリンピックを綺麗な画質
で見たい人のために作った。これを売
ることで日本も盛り上がるし、会社と
しても潤う。だから数字が上がるとい
うことが大事だ」と説明されると、受
け止め方の理解も全く変わってきます。

「自分はこの街のこの店舗でテレビを
売る責任者で、その役割は大事なん
だ」ということがわかると、社員が自
分で考え始めるんですね。「オリンピッ
クを見るテレビということは、オリン
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小さな会社の理想的組織論"Adjust"

ピック種目になっているスポーツの魅
力を伝えられたらもっと購入者が増え
るんじゃないか」とか。

怒っている方は「何でこんなこと
も分からないんだ」と思うし、怒
られているほうは「何でそんなこ
と言われるんだ」と思う。そうな
らないために、個人としての役割、
部門部署や担当としての役割、そ
してそれに何の意味があるかを伝
えることが必要になります。ただ、
経営者やマネージャーから1 回言っ
ただけでは当然伝わらないので、日
常的にそういう会話をするといいです。
例えば弊社なら、こんなことしたら会
員さんが喜ぶねとか、それだけやっ
てくれれば会員さんが喜ぶと思うよと
か、そういう発言を社員にしているこ
とは多いと思います。そうはいっても、
あまりにウエットなところは頻度を下
げています。ここもバランスを取るこ
とが大事です。

例 え ば 弊 社 が 提 供 し て い る
LEGALMAGIC というサービスの中
に、LEGALSTOCK というサイトが
あります。ここには、士業が日々現場
で悩んだことを弁護士の菰田先生が
解決している事例が現時点で 340 件
ほど掲載されています。これは5年後、
10 年後には 1,000 件、2,000 件と
増えているはずで、将来士業にとって
ものすごく大きな財産になると私は
思っているんです。でも社員には、真
面目に「これは士業界の財産だよ」と
頻繁には伝えません。言われる方は
少しうざったく感じるだろうと思うか
らです。そういった意味や意義は、経
営者やマネージャーが自分の会社に
合った温度感で伝えていきましょう。

7-2 理念が浸透していないから
よく理念が浸透しないという会社の

悩みがありますが、一番の理由は理
念を使わないというところにあります。
会社の壁の上の方に飾ってあって、た
だ置いてあるだけみたいな。それだ
と、やっぱり「ただある」にすぎませ
ん。とはいえ理念を連呼するのでは
なくて、言い方を変えたりして日常的
に使うことが大切です。例えば「共生」

を理念に掲げているのなら、「地域社
会も私たちもお客さんと共に生きるん
だ、それが理念だから」という説明
をすれば、より深く理解が進みます。
うちの理念は共生だから、と言っても
なかなか伝わらないから、同じ意味
のことを別の言い方で言ってあげる。
それができるようになるためにも、マ
ネージャーと経営者は連携をとること
が大事です。

7-3 経営者の言っていることがコロコ
ロ変わるから

経営者が社員にあれこれ言って
も一向に社員が変わらないのな
ら、それは経営者自身が色々なこ
とを定義しきれておらず、言うこと
がコロコロ変わるからです。

社員が一番困るのは、経営者が昨
日言ったことと今日言っていることが
違うときです。業務命令の違いくらい
ならまだいいでしょう。例えば、昨日
は事業 A を強くしていくと言っていた
のに、今日は事業 B を強くすると言っ
ているとか。こういうことは特に小さ
い会社にはありえることで、しっかり
した理由があれば問題ありません。
ただ、価値観が違う指示命令は困り
ます。昨日は頑張って売上を上げてい
こうと言っていたのに、今日になった
ら、売上とか別にいい、ぼちぼちやっ
ていけばいいんじゃない、と言ってい
るとか。そうなると社員としてはどう
頑張っていいかわからなくなります。

この辺りを意識できている経営者
は少ないと思いますが、それは指摘し
てくれる人がいないからです。だから
マネージャーは、経営者の思い描
いているコンセプトを言語化する、
ルールを作る必要があります。そ
のためには、経営者にとっての「会
社」というのが何なのかについて、
経営者から話を聞き出さないとい
けません。よくコンセプトは経営コ
ンセプトと働くことのコンセプトの二
軸だという話をしていますが、経営コ
ンセプトは経営者がやりたいことで
す。経営コンセプトは経営者発信。一
方ワーキングコンセプトは社員発信が
原点です。ただ、責任という部分は

経営者が負いますが。

8 組織がより良く変わっていくた
めに

組織が変わる第一歩は経営者が
変わることです。ただ、それは従業
員に迎合することではなくて、経営者
が自分をしっかり持った上で変わって
いくということです。

一度自分と会社を切り離して、
一人の求職者として求人広告を検
索してみると、客観的に会社のこ
とがわかるようになります。例えば
自分の会社の求人広告を見つけたらど
う思うか。面接を受けてどう思うか。
会社の雰囲気をどう思うか。実際に現
場で仕事をしてみてどう思うか。そこ
を一度考えてみてほしいと思います。

例えば経営者の多くは「たくさん働
いて人件費が安い方がいい」と思って
いますが、土日祝日出社あり、残業あ
りで初任給が 18 万から・昇給は年 1
回、交通費は 1 万円までという条件
の会社を自分だったらどう思うのか。
この部分が抜けている人は多い。

逆にこうして自分の会社をイメージ
してみたとき、仕事がやりやすいな、
やってみたいなという気持ちになれた
としても、それでもやっと 50 点くら
いです。社員が何もできないのは、会
社のことを何も知らないからでもあり
ます。だから私は面倒でも、社員を
採用したときは 2 時間ぐらいかけてい
つも一人一人に会社の歴史や制度、事
業のことなどを喋っています。

今月の「小さな会社の理想的組織
論 "Adjust"」では、小さな会社の給
与の決め方について解説していきまし
た。大切なのは、大企業にならって
画一的な評価制度を導入するのでは
なく、自分の会社や事務所にあった
制度を作っていくということです。そ
のためには、経営者とマネージャーの
密なコミュニケーションが必要です。
マネージャーの育成は、これからもっ
と重要視されてくるところです。この
あたりも意識してみてください。
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地域密着の仕事がしたいのだが。
商工会や JC などの地域の団体に入って活動していくことが大事。商工会のメンバー相手に商売すると嫌われやすいので

絶対に商売ありきでいってはいけません。仕事を返したいと思われるような流れが理想で、普通に喜ばれればいいのです。

近隣にチラシをまいて効果があるか？
チラシの内容とタイミング次第です。天才塾では、基本的に相続系の無料相談会、無料セミナーは反応がよく、仕事に

つながることも多くありました。追いすぎないことがポイントです。

小予算でいかに早く軌道に乗せるか？
アナログな接近戦営業をどんどん⾏いましょう。アナログで会った人に対して業務や顧問をすぐに取るのはほぼ不可能

なので、少人数の人に対してセミナーを仕掛け、バックエンド商品を売っていきます。コンテンツ販売が一番早い。「お金が
ない」という状況は大変なので、早くお金を作ることがとても大事です。

面談（相談）にはどんなマインドセットで臨めばいいか？
自分の仕事が欲しい、ではなく「クライアントに貢献したい」という気持ちを持つことと、「この仕事を取れなくてもいい

や」という姿勢で話すこと。実務経験がないものを受けるときでも、堂 と々することを心がけましょう。わからないことは「念
のためあとで調べてお答えします」と宿題にすれば良い。最初からパーフェクトな面談などできません。場数を踏むことです。

実務の話で、お客がなかなか資料を用意してくれない。
相手に連絡がしっかりいっていれば問題はありません。お客自身にも責任は必ずあります。ちなみに、横須賀は自分の

会社の手続きを士業に仕事を頼むことが多いのですが、それはお客の気持ちを知りたいからです。実際に頼んでみると、資
料などを士業に送ることは、意外と忘れてしまうことが多々あります。少ししつこいくらいでも良いので、提出するべきもの、
守ってもらいたい期日はちゃんと伝え、こちらのペースにしてしまうことが大事です。

過去、一度行政書士業を廃業したことがあります。再チャレンジなのですが、プロフィールには書いた方がい
いでしょうか？それとも書かない方がいいでしょうか？

廃業の理由にもよりますね。第三者的な事故なら書いてもいいんじゃないでしょうか。書けば理由を聞かれると思うので、
信頼を損なわない理由があれば書いても良いと思います。

友人と共同事務所（行政書士）を出すつもりなのですが、どう思いますか？
ただの友人ということならやめた方がいいかもしれませんね。ビジネス的メリットがないと続かないです。成功してもダ

メでも、「自分のおかげ」「他人のせい」になります。家族なら辞められないですが、友人は辞められますからね。。

事務所案内と違う金額を提案するには？
納得できる理由があれば、特に問題にならないでしょう。要は標準報酬額と違っても、それなりの根拠があればいいの

です。工数や書類の数でもいいし、法改正でもいい。お客は金額に理由があり、損をしない相場感の価格であれば、案外
標準報酬額と違っても納得してくれます。

20 代で独立起業ってできますか？ 
私ができたのでできると思います。若いうちに起業するって、私はとても良いことだと思います。失敗してもやり直せるし、

最悪の状況になっても、家族が若いので頼れたりします。もちろん、頼らずにできればそれに越したことはないですが。

営業時間を表記する場合には、どのくらいの営業時間にすればよいか。
可能であれば、8 時〜 20 時くらいが良いです。一般的に、社会人として電話をしていい時間が 9 時〜18 時。何も書

いてないと、8 時台や18 時以降の電話は相手がかけて良いか悩むので、営業時間に表記しておくとこの時間帯のお客さん
を刈り取れます。「土日祝は予約の上対応可」などと書く人もいますが、最初のうちは仕事も少ないので、どうせ書くなら土
日祝も完全対応可能と書いた方が良いでしょう。土日の方が連絡しやすい人もいます。横須賀は一時期 24 時間対応と書い
ていたことがありますが、実際に深夜にかかってきたのは1 件のみでした。

天才塾解決事例集
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経営書ベストセレクション

高山 奨史 ( 著 ), 新倉 竜也 ( 著 ) 
同文舘出版

ダイレクト・リクルーティング - 新しい採用の常識 - 
(DOBOOKS)

今回の選書は、同文館から出ている
「ダイレクト・リクルーティング - 新し
い採用の常識 -」という本です。著者
は高山 奨史 ( 著 ), 新倉 竜也 ( 著 )。
株式会社 HR Force という会社の
CEO と CMO の方です。

本書は、どうやって面接に来てもら
うのか、面接当日にどうすればいい
か、内定のメールをどう送るか、といっ
たような基本的なことについて書かれ
ています。私が読んだ感じでは、少し
アルバイトの採用に近い感じがしまし
た。それから大きな特徴は、その名
の通り「ダイレクト・リクルーティング」

について解説していることです。求人
広告を通さずに自分の媒体に自分たち
で広告を出して人を採用するというこ
とを「ダイレクト・リクルーティング」
と呼びます。

この本は、ダイレクト・リクルーティ
ングとは何かというところから、他の
本ではあまりない Indeed の解説まで
しているところが特徴的です。「バイト
探しは Indeed」という CM が有名で
すよね。Indeed の CM を見たことが
あっても、その内容を知らない人もい
ると思います。Indeed については、
労務系の方は知っておいて損はありま
せん。

Indeed とは

Indeed は、簡単にいうと求人専用
の検索エンジンです。求人広告の掲
載は無料で、企業はお金を払えば上
の方に広告を表示させられる仕組みに
なっています。ダイレクト・リクルーティ
ングは、ここ 2 年ぐらいで出始めまし
た。その前から取り組んでいる企業

はあったと思いますが、オープンにこ
ういった本が出始めたのは最近です。
概念がひとつできたということなんで
しょう。

ダイレクト・リクルーティングと
求人媒体の違い

ダイレクト・リクルーティングと求人
媒体の大きな違いは、求人広告のア
クセスを自分で集めるか、それとも求
人媒体の会社に集めてもらうかという
ところです。アルバイトならフロムエー
なんかに任せておいたほうが、人は集
まると思います。ではなぜわざわざダ
イレクト・リクルーティングをするの
か。それは予算が抑えられることも理
由ですが、紙面の制限がないからです。
ここが大きな理由でしょう。とらばー
ゆやリクナビ NEXT などの大きな求
人広告の媒体では、文字数や写真数
の制限が必ず出てきます。たくさん出
したいなら、その分お金も多くかかる。
ですが、自社サイトなら無限に使えま
す。もう一つの違いは、信頼性の担保
に差が出ること。

求人媒体を通さずに自社サイトで求
人広告を出すと、信頼性の担保が結
構難しいんです。例えばとらばーゆや
リクナビ NEXT などの媒体に求人広
告が載っていれば、とりあえずは求人
の条件や手順などもしっかりしている
会社だと認識できます。しかし、こう
いった広告媒体を経由しないで、突然
ウェブ上に現れた求人広告に求職者が
反応できるかというとやはり難しい。
自社サイトで信頼性を増す求人広告
を出すためには、ある程度の文章力、
表現力が問われます。
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ダイレクト・リクルーティングが
向いている会社

ダイレクト・リクルーティングが向い
ているのは、大企業志向というよりは
ユニークな会社でしょう。働き方がユ
ニークであるとか、会社自体に個性が
あるというような会社のほうが向いて
いると思います。それから、離職率が
高い業界も結構向いています。面接時
の条件と入社後の実態が違うというこ
とはよくあることですが、これは離職
率の増加につながってきます。ですが、
ダイレクト・リクルーティングを使え
ば、その辺のギャップについてもある
程度説明ができます。それから、応
募してくる人を厳選できるというのも
いいですね。広告代理店の人が作って
くれる求人広告は、どうしても似たり
寄ったりの文章になりがちです。

ただ、求人広告を出すということは、
自社サイトへの掲載であっても他と比
較されるということです。ですから、
ダイレクト・リクルーティングが向いて
いるとはいえ、いうほど簡単ではない
と思います。

自社サイトに広告を出すとした
ら、媒体は何を選べばいいの
か

ダイレクト・リクルーティングをする
としたら、媒体は何を選べばいいのか。
これは年代によって変わってきていて、
20 代は Instagram がいいと思いま
すね。実際に、パワーコンテンツジャ
パン株式会社も Instagram に求人広
告を出したところ、20 代からの応募
がありました。求めている人が見てい
る媒体を選ぶことが大事です。それか
ら、ディスプレイ広告もいいと思いま
す。

30 代は Facebook がいいと思いま
す。ただ、今後 Facebook が廃れた
ときにどこで広告を出すかというのは
一つの問題です。Twitter でも求人広
告を出すことはできますが、Twitter
は匿名なので、出た求人広告に誹謗
中傷が書かれやすいというリスクがあ

ります。
たまに「正社員給料 50 万、年収

600 万円事務職の仕事があります」
というような広告が Twitter で出てい
ますが、やはりリプライでボロボロに
書かれています。「そんな仕事あるわ
けないだろう」とか、「どんなレベルだ
よ」とか。Facebook は実名アカウ
ントなので、さすがにそんなことはあ
りません。

求人広告の内容としては、本当は
コンテンツで⾏くべきだというのが私
の考えです。例えば、「20 代で年収
300 万円の求人情報があります」と
いうような書き方ではなく、「僕がこの
会社で働いてわかったこと」というよ
うに記事を中心にするとよりいいので
はないでしょうか。

士業事務所はダイレクト・リク
ルーティングに向いている

士業の場合ほとんどの方が一般的
な求人媒体を使っていますが、実は士
業事務所はダイレクト・リクルーティ
ングが向いている業種です。士業事
務所として求人広告を出したら、あと
は条件を見て比較するしかありませ
ん。個性がないと、求職者側からす
れば全部同じに見える。そうすると、
家から近いとか給料が高いとか、条
件がいいところに人が流れていってし
まいます。「うちの事務所は違います
よ」といって特色を出せるという意味

では、ダイレクトリクルーティングは
向いています。

もしも士業事務所がダイレクトリク
ルーティングを使うのならば、中途半
端なことをするよりも振り切った方が
いいですね。例えば「うちはとても厳
しいです。その代わり簿記や経理の知
識は他の事務所よりも身につきます」
とか。例えば税理士事務所だったら、
確定申告や決算の時期なんかは残業
せざるを得ません。だったらそこを隠
さない。「うちは一生懸命仕事をして
いる集団です」といってしまった方が
いいということです。

ダイレクトリクルーティングを使って
求人用のサイトを作りながら、フロム
エーやリクナビ NEXT などの求人広
告会社も併用するというのもありです。
媒体力としては求人広告会社の方がや
はり強いので、そういう媒体もうまく
使いながら進めていくといいでしょう
ね。選書の話に戻りますが、「ダイレ
クト・リクルーティング - 新しい採用
の常識 -」は、Indeed のことを知る
だけでも読む価値がある一冊です。
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[ 随時更新 ] 運用型広告、広告テキストの文字数マニュアル（Google・Yahoo! 編）
広告文の文字数制限が媒体、配信形式ごとに一覧で確認できる記事です。この限られた文字数制限で、どれだけ商品、

サービスの魅力を伝えられるか、それが広告文の難しいところでもあります。

Apple、App Store の検索広告「Search Ads」の日本提供開始を発表
App Store の検索結果に出る広告が日本に上陸します。アプリを扱う広告主は間違い無く利用したほうがいいでしょ

う。

リスティング広告の効果が上がらない！設定を間違えている可能性もある？
特にコンバージョンタグは、設置後にテストをしたいところですね。実際に広告をクリックして自身でフォーム送信な

どのコンバージョンアクションをするという方法です。

[ ニュース ]Google Ads スマート自動入札機能など4 つの機能を更新
個人的に注目しているのは、記事内 2 の広告配信初期段階での最適化についてです。データの少ないキャンペーンで

も自動入札戦略を活用することができるようになります。

リスティング広告を年末年始に配信する場合に注意すべきポイント
こういった記事が出るということは、既に年末に向けて動いている運用者がいるということ。士業にも確定申告など時

期で需要が左右される業務があります。戦略を立てることに早すぎることはないかもしれません。

意外と知らない！？除外登録のいろはを正しく理解し、活用しよう
リスティング広告の除外設定について。私も助成金関連商材の広告を運用した際には、検索クエリの精度を上げるた

めに「補助金」というワードを部分一致除外しました。

Google 広告プロモーション表示オプションの裏技的？使い方
広告表示オプションの1つであるプロモーション表示オプション。記事内の弁護士事務所の例の通り、士業でも十分

に使うことが可能です。

AdWords Editor バージョン12.4 が公開：入札戦略の追加や並行トラッキングへの対応
Google の広告出稿を効率させる無料ツール「AdWords Editor」のアップデートです。主に代理店が使用しているツー

ルですが、複数のキャンペーンを一気に作りたい場合は非常に便利なツールです。

雇用助成金、拡充へ＝豪雨対策で特例措置－加藤厚労相
災害被害は確かに大変なことですが、必ずこのように助成金、補助金がでます。

増加する税務署スルーしての不服審判所直接審査請求
審査請求も⾏政訴訟も基本的には勝てない。ただ、負けてもやった方が良いときというのもあります。

通常国会で成立した法律
民法は大きく動きますね。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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外国人就労拡大「準備作業速やかに」閣僚会議で首相
⾏政書士と社労士はここはひとつの対応バブルですよね。同時にできるか、組むしかない。

西日本豪雨、激甚災害に指定政府が閣議決定
法律でよくみる「やむを得ない場合」の災害です。それが具体的にわかる例。

「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。（2018.06.13）
飲食店の顧問先があれば、伝えたいところ。まだ HACCP ってあったんですね。

次期薬機法改正保険薬局の基本機能と機能を明記へ地域住民にも機能見える化を
士業の仕事にダイレクトというわけではないですが、高度な薬って普通のところだと処方されないんですよね。

働き方改革とは無縁の「過労死予備軍」が多い職業は ?
働き方改革って、基本的には「社長改革」なんだと思います。

サイバー攻撃の「深刻度」５段階に政府導入へ
もう IT セキュリティとか言われなくなりましたが、こういうのは最低限やっておく以外にありません。

介護職場へ１万人来日ベトナムと方針一致
ベトナムは熱いですよね。ベトナム人専門のビザのミニサイトがあっても面白いかも。

政府、企業に健康対策義務化へ月 45 時間超残業の社員
義務付けがあっても、遵守されるかは別の話。やはり社長がどう取り組むか、ですね。

児童扶養手当を拡充今月から 年収１６０万円まで満額
いまの時代に合わせて政策です。だいぶ増えます。

街づくりの財源確保で指針国交省、地域の再分配推奨
街づくりって、ビジネスの中ではかなり難しい方。理由は⾏政と一緒にやらなければならないから。

IT 技術者派遣に要注意！今年 9 月の特定労働者派遣完全廃止までに取るべき対応
許認可が増えることになるので、新しいマーケットになる可能性があります。

文化財保護法／継承あってこその活用だ
著作権登録なんて業務もありますが…ほとんど使われていないです。

同友会、マイナンバー制度の刷新提言「デジタル化推進の基盤に普及拡大を」
実はまだ 1、2 割のカード取得率。これはよほどのことがなければ、普及できないでしょうね。

録画で立証「劇場型裁判」に警鐘検察の手法に影響も
士業としては、そこまで詳しくなくてもよいですが、刑事訴訟法は知っておきたいところ。

公務災害申請に「格差」非常勤職員認められないケースも
同一労働同一賃金の流れで、という感じがしますね。



経営天才塾ニュースレター Dono　2-17

メルマガバックナンバー

No.567 リスティング広告の
新サービス予告

横須賀輝尚です。今日もをお送りし
ます。ようやく準備ができました、と
いうことでお伝えさせていただきま
す。状況によってはすでにプレリリー
スしている可能性もあるのですが（こ
のメルマガは配信より少し前に執筆し
ています）、リスティング広告に関す
るサービスが始まります。

会員限定でのスタートになります
が、ある意味待ちに待ったサービスに
なるでしょう。リスティング広告運用
の完全代⾏サービスです。実は天才
塾でも結構昔にこれに類似する「リス
ティング広告設定」サービスなるもの
がありました。が、設定だけでは効
果が出にくい点や、当時は社外のコン
サルタントと連携してサービスを⾏っ
ていたため、安い金額ではできない
ことが課題としてあり、しばらく休止
状態にありました。しかし、実際のと
ころリスティング広告の効果は絶大で
す。もちろん、相当な田舎とかではか
なり厳しいのですが、いまもってなお
リスティング広告の即効性、費用
対効果など驚くばかりです。

LP の診断、キーワードの選定、広
告文の制作、出稿から広告の最適化
まで、すべてまるっと外注できるよう
なサービスとなります。担い手は、天
才塾のマーケティング・コンサルタン
トである高金大輝です。何度も書いて

ますが、もはや私よりネット広告に関
してはハイレベル。私も社内で彼から
学んでます。彼がこのすべてのサービ
スを担います。また、いまそのサポー
トチームとしてもう1名入社している
ので、いずれ彼女もお披露目となるで
しょう。とはいえ、当面は高金がひと
りで担当します。そのため、受けられ
る数は決して多くないです。

リスティング広告で結果が出ること
はもうわかってます。でも、管理画面
の難解さ、キーワード選定の困難さ、
広告文制作の苦労を考えれば、これ
ほど楽なサービスはないはずです。実
際、天才塾の会員で 1 年目から年商
1,000 万円を超える人は、例外なく
このリスティング広告をつかって急激
に飛躍しているわけで、使わない理由
はありません。副産物といえば、リス
ティング広告を出せば、当然キーワー
ドを選定しなければならず、その一覧
ができるとなると、youtube 投稿な
どのタイトル決定などにも応用できる
ことになります。

自分でできることは、自分でやる。
自分にしかできないことは、やはり自
分でやる。そして、できないことは誰
かに任せる。小規模事務所の鉄則で
す。近々リリースしますので、天才塾
からのメールをお見逃しなく。

＊追記 : ちょっとメールが短かった
ので、広告について追記しておきます。
リスティング広告を出すということは、
広告費をかけるということです。今回

のサービスは、GoogleAdWords と
Yahoo!、それぞれの設定をするのが
基本的なサービスです。※希望により、
どちらか一方でもできますが、その場
合は GoogleAdWords になります。

高金によれば、「絶対に月 3 万円は
必要。できれば 5 万円かけたい」と
のことで、このあたりの指針は10 年
前からあまり変わっていないのだなあ
と思うと同時に、「お金をかける」こ
ともよく理解しているなと思います。

広告費をかけるということは、移動
せずにお客を捕まえるということ。広
告費をかけないということは、あなた
が動かなければならない、ということ
です。そして、広告の鉄則は、少予算
でテストし、勝負どころで投資額を上
げる。これにつきます。最初はテスト。
月 3-5 万円はテストです。もしかした
ら、これすら高額に感じるかもしれま
せんが、5 万円の投資でいくらの業務
を取るのかを考えてみてください。5
万円の投資で 20 万円の業務になる
なら、10 万円で 40 万円。30 万円
かければ、120 万円になるわけで。
このとき、注目するのは広告費ではな
く、利益です（超単純化した計算です
けど）。確かに 30 万円の場合は、30
万円という広告費が出ている。

でも、利益は 90 万円。5 万円の
場合は広告費は 5 万円でおさえられ
ていても、利益は 15 万円。75 万円
の開きがあります。逆にいうと、広告
費をかけて売上が伸ばせるなら、広

メルマガバックナンバー
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告費はもっと増やすべきなのです。広
告にハマった人は、広告費を上げたく
なります。最初のハードルを超えれば、
難しいことはありません。きっとあな
たも広告費上げたくなりますから。

＊追 伸 : このサービスの詳 細を
すぐ知りたい！予約したい！という
場 合は高金までチャットかメール

（takagane@pcjapan.co.jp） ま で
ご連絡ください。リリースの前にご案
内できると思います。定員は10 名ま
でと考えてますので、絶対依頼したい
という場合は、高金あてに連絡してい
ただき、確保してください。

No.568 表面的提携と実質的
提携の違い

横須賀輝尚です。天才塾ではなく
LEGALMAGIC の話なのですが、先
日、菰田弁護士とのオープン・コンサ
ルティングなるものを開催しました。
※ LEGALMAGIC 会員限定

天才塾で過去実施していた、相談
会のようなものですね。そこではフ
リートークで菰田弁護士が相談を受
けるというかたちで進⾏していったの
ですが、その中に「提携」という話が
出たので、そのあたりを解説しておき
たいなと思った次第です。

＊「提携」って
提携って便利な言葉です。ただ付き

合いがあるだけの人も「提携」と呼べ
るし、「提携」と言っておけば、なん
だか背後にとてつもない人脈がありそ
うな気がしてくる。ということは、ブ
ランディングとして使うなら、とっても
簡単。「とりあえず声をかけられる相
手」として提携先としておけば、事務
所のブランド強化になる。例えば、他
士業に「仕事が出たらお願いできます
か？」と聞けば、NO という人は少ない。
それなら、提携先としてウェブサイト
や事務所案内に載ってもらうだけでも
効果がある。これは一番カンタンな「提
携」。もちろん、掲載情報として事務
所名だけでなく、写真、プロフィール
なんかをもらえればより効果的。ただ、

提携先として掲載するには注意が必
要で、次のデメリットもあります。

・提携している士業の同業者が
声をかけにくくなる

 「あ、○○先生は、司法書士は○
○先生と組んでいるのね。なら私（司
法書士）は、組めないな。」みたいな
よーく考えればわかることですが、ま
あまああります。地方都市ならなおさ
ら。その場合は、「提携先はほかにも
多数あり、掲載許可をいただいた先
生のみ、掲載させていただいておりま
す」と一言追記しておけば良い。

・その提携先の先生の人脈にも
影響を及ぼす 

まあ、同じ理屈ですね。あなたの
サイトに載った士業のことを、ほかの
士業が見たときに、提携をやめてしま
うかもしれない。そういうことです。
ただ、実態としてはそこまでトラブル
に発展することは少なく、掲載そのも
のに大きなリスクはありません。なの
で、提携先として載ってもらえるので
あれば、積極的にやれば良いと思い
ます。ただ、本質的な提携かといえば、
あくまでこれは表面的な提携に過ぎ
ません。じゃあどういうのが提携かと
いうと次のステップがあります。それ
は、プロジェクト提携です。例えば相
続業務とかは、いち士業では完結で
きないことがあります。戸籍や分割協
議書は⾏政書士。相続登記は司法書
士。相続税対策は税理士。などなど、
他士業と連携しないと業務が終わり
ません。そうすると、案件ごとにプロ

ジェクト単位でチームを組むことにな
ります。実際、相続の分野では「○
○市相続センター」とかそうしたプロ
ジェクト用のサイトをつくって集客し
ている例もあります。この場合の提携
は「リーダー」がいないとあっけなく
崩壊します。多くの場合、本業が全員
にありますから、プロジェクトはあく
まで副産物で、動きが遅くなることも
しばしば。そして、お金の問題もある。
紹介料が許されている士業もあれば、
そうでない士業もいる。そのあたりは
うまくクリアしなければなりません。

そして、最終的な本当の「提携」は、
きちんとした収益構造をつくり、
役割分担とタスクを決め、双方が
責任を持って共同事業に取り組む
こと。ここまでくれば、提携をもう超
えているともいえますが、正直言葉は
どうあれ、このレベルに持ってこない
とお金になりません。だいぶ古い話
ですが、2005 年に「ブログ営業術」
を出版した私は、ある種ブログ界の
寵児でもありました。25 歳でしたし、
異例の経歴だし（まあ、イロモノだっ
たのかもしれませんが）。そうすると、
提携の話が捌けないほどくるんです。
でも、ほとんどが形にならない。会
えばシナジーが生まれるとかなんとか
言って海千山千の猛者のような人たち
が集まってくるのですが、まあ形にな
らない。理由は簡単で、誰もキャッシュ
ポイントを考えていないから。

だから、単体のセミナーとかはまあ
かたちにあることもあったのですが、
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実際はほとんど打ち合わせ時間を浪
費しただけで、なんにも残らなかった
のです。ただ、じゃあなんでもかんで
も収益構造をつくってお金にしなけれ
ばと言われれば、そうでもなく、「表
面的提携」と「実質的提携」をきち
んと分けて考えることが重要です。ど
ちらも重要なことですが、いまの「提
携」はなんの提携なのか。いま持ち
かけられている「提携」は表面的なも
のなのか、実質的なものなのか。そ
ういう視点が大事になることを、ぜひ
覚えておいてください。

No.569「天則のマーケティン
グ」予告。

横須賀輝尚です。今日も天才塾限
定メールマガジン、お送りします。さて、
以前出版社を始める話をしたと思うの
ですが、いくつか企画は進んでます。
まあやっぱり自前で全部やろうと思う
と大変ですね（苦笑）。サイト直販と
Amazon で本をつくっていきますが、
いま考えているのはこんな感じです。

・マーケティング系
・ドキュメント系
・法律実務系
・仕事の哲学系

ほかにも、私の頭の中だけには、
大量の企画が渦巻いてます。全部私
が書くわけではなく、ライターさんに
お願いしたり、いろいろ方法は考えて
いますが、いちおうパワーコンテンツ
ジャパン株式会社としての出版社なの
で、私も1冊書いた方がよいだろうと。
その中で、マーケティング系書籍を1
冊書こうと思ってます。仮タイトルは「天
則のマーケティング」というものなの
ですが、天則というのは絶対原則み
たいな意味です。もはや、通常の商
業出版社に企画出しても、士業マー
ケティング系の企画はまず通らないで
す。ある意味、出切った感があり、そ
ういう意味でも「士業を極める技術」
は新しかった。ただ、出版業界的に
士業のマーケティング書籍がないと判
断しても、私的にあるんです。出す意
義が。

細 か な マー ケ ティン グ を 解 説

す るつ もり は な く、 そ れ は もう
GeniusSearch で十分すぎるほどあ
るわけで、少しそのあたりは趣向を
変えます。ざっくり本の切り口を言え
ば、とにかく「正しい道」を示すこと。
これに尽きます。何度もお伝えしてい
ますが、ノウハウ自体はもう揃ってい
るんです。天才塾だけでなく、ほかの
コンサルタントとかも情報出してます
し、書籍なんかもいっぱいある。私
が 2003 年に創業してから、これほ
ど情報に恵まれた時代はないと断言
できる。そのくらい、情報はある。でも、
うまくいかない。それは、抽象的にい
えば先程の通り「正しい道」が見えて
ないからです。

例えば、情報の真偽。出どころ。誤っ
た情報をもとに実践しても、そりゃ成
果は出ないわけで。出す人、内容を見
極められなければ、正しい道にたどり
着けない。あるいは、実践しているこ
との正当性。つまり、ノウハウが示す
内容の実践にズレがないかを見極め
ること。これも大事。天才塾では私や
高金に聞けば、実践の正当性はわか
ります。つまり、第三者の意見ですね。
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独学の怖いところはこれで、一見正し
いことをしているように見えて、大い
に間違っているってことはよくあるも
のです。リスティング広告は確かに成
果が出る。でも、微妙なキーワード
選択ミス。微妙な広告文の制作ミス。
そういうところから、綻びが出ます。
100％独学実践も、（最初は）正しい
道ではないのです。あとは、天則って
いうのは、きちんと自分の頭で考え
ること。これに尽きます。

名刺も情報満載名刺を天才塾では
推奨していますが、永遠に情報満載
名刺が良いかといえばそうでもない。
私自身、情報満載名刺は 2006 年に
卒業してます。いまの名刺はなんの情
報もありません。社名、肩書、名前、
住所、電話、FAX、メール。このく
らいしかないです。社員の名刺は工夫
がありますが、私の名刺はスッカスカ
です。「情報満載名刺」というノウハ
ウには反してます。でも、いまの私の
ポジションは、情報が不要なのです。
私が一線の営業マンというわけでも
ないし、名刺交換の機会すらいまは
ほとんどない（苦笑）。いまは「社長」
としての位置が重要になり、いまの私
には情報が不要なのです。そうすると、

名刺の天則は、いまの自分の状況と
役割を勘案して、ベストな情報量
とデザイン、質を追求するという
ことになります。

※だいぶ簡易に書いてますがそうし
た内容をまとめたものをいま書き下ろ
してます。編集もなにもなく、うちの
出版社なので表現も自由。締切もな
い。だからこそ、圧倒的な内容で出
せるという確信があります。どういう
かたちで提供するかはいま考え中です
が、中には会員様には無料（送料だけ
とか）でお渡しできる書籍も出てくる
と思います。あとは制作費との兼ね合
いですね（笑）。一般の書籍は 1500
円程度ですから、その金額で悩んで
読まない選択をされるくらいなら、無
料で配っても読んでほしい、というの
が私の考えです。あとは、社内の出版
体制が整ったら、著者を募ることもし
ようかなと思ってます。本の位置づけ
は変わりますね。商業出版をやめる
わけではないですが、自費出版ならぬ

「自社出版」でも皆様のお役に立てる
よう、準備を進めていこうと考えてい
ます。

No.570 サイト情報を整理整
頓するということ。

横須賀輝尚です。少し前の話になり
ますが、士業デザイナーズのサイトが
完全リニューアルしました。

士業デザイナーズ
→ https://s-designers.jp/
先日販売したワードプレステーマ

「Genius」を使用しており、これまで
のサイトよりもかなりスッキリ見やすく
なっていると思います。ここでは、弊
社のマーケティングコンサルタントで
ある高金が無料記事を書いてますの
で、制作物の依頼がなくとも、時々
覗いてみてください。

さて、最近はリスティング広告のこ
とも多く話題に出してきましたが、や
はりキモはサイトにあります。ラン
ディングページ（LP）と言われ出して
からもう数年が経つと思いますが、本
当にこれがスタンダードになりました。
昔はセールスレター型サイト（or ペー
ジ）と呼ばれ、むしろ1 枚で縦長の
サイトは集客に向かない、怪しさ満点
であると不評でしたが、いまはこれが
主流になっているわけで、時代という
のが変わるものなのだと実感させられ
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ます。いまは、もう古いデザインをつ
かうべきではありません。業歴が長い
方は、サイト幅が狭い昔のウェブサイ
トレイアウトを使用したりしている人
もいるかもしれませんが、いまのデザ
インに変えるべきです。

サイトは誰でも見られるものです。
古いものを放置することは、いずれリ
スティング広告の弊害になることもあ
ります。もちろん、そのサイトで集客
できていればよいのですが、古いサイ
トが、情報も古いままで置かれている
と、かえってお客の評判を下げてしま
うこともあります。そのため、ある程
度のウェブ戦略を⾏って、結果が出て
きたら、サイトの整理整頓を⾏うの
が理想です。私もそうでした。これも
だいぶ古い話になりますが、私のウェ
ブ履歴はこんな感じです。

・横須賀事務所としての総合サイト
制作

・相続、遺言、風営、会社設立、
法務相談のサイト制作→法務相談の
サイトがヒット

・相続、遺言、風営、会社設立のうち、
前 3 つを削除→反応がゼロで、デザ
インレベルも低かった

・会社設立サイトにテコ入れ→ヒッ
トする。今後重点的にこのサイトを使
うことになる

・自動車リサイクル法、契約書、内
容証明のサイトを作り出す→自リ法は
反応なしで削除。契約書、内容証明
は単価が低いため制作中止。

・会社設立サイト1 本に→ SEO だ
けでは厳しくなり、リスティング広告
を出す

・新会社法施⾏により、競争激化
→純粋な業務受注にこだわることを
やめる。書籍執筆、起業家向けセミ
ナー開催、教材販売にシフト。業務
は紹介によって十分受注できた。

・法務相談のサイト→管理ミスでい
つのまにか消滅。

・その後、天才塾を創設。コンサル
ティング業務に専念するも、紹介での
⾏政書士案件は続く。

これがウェブの履歴。結構つくって
は消してます。思い出せないのもたぶ

んいっぱいある。NPO とかそういう
のもつくったような記憶があります。
ブログも同じ。

・楽天日記（ブログ）でブログ開始
（2003 年）→派手な活動が原因（？）
で 2 回運営に削除される（苦笑）

・ライブドアブログを創設。→ブロ
グで相談を受ける、というものだった。
反響はまずまず。

・楽天日記、2 回目の復帰→消され
た後遺症で楽天日記書けず（苦笑）。

・アメブロに移⾏（2006 年）→我
ながらこの時期にアメブロの将来性を
感じ、選択したのは先見の明があると
思う。

・シーサーブログでメルマガのバッ
クナンバー公開→多少のアクセス増に
はなったが、手間を考え、そのうち自
然消滅。同時期にライブドアブログも
更新ができなくなり、自然消滅。ライ
ブドア事件の影響もあった。

・アメブロを放置（2010-2016 年）
→いつのまにか書かなくなった。この
頃はメルマガが主戦場で、アメブロは
おまけだった。

・楽天日記、アメブロを削除→リブ
ランディングのため、過去の記事とと
もにブログそのものを削除。要は自
分の幼い記事をもう読んでもらう必要
はないでしょう、ということ。

※アメブロの記事のエッセンスは、
横須賀輝尚 Twitterbot で読めます。

横須賀輝尚 bot
→ h t t p s : // t w i t t e r . c o m /

teruhisabot
・ブログは横須賀輝尚公式サイトに

統一→ブログ営業術から始まった私
なので、ブログをゼロにしてしまうの
は何か違う、ということで、公式サイ
トと会社サイトで記事執筆。

横須賀輝尚公式サイトも、2-3 年
ごとに新しくなってます。会社のサイ
トも、だいたいそんな感じ。集客のた
めのサイトと考えれば、割と動けるの
ですが、単なるデザインリニューアル
だと腰が重いものです。でも、お客
様はあなたの様々な情報を見て、特
に依頼をしたいと思ったらそれこそ細
かいところまで見てから依頼にくるわ

けで、サイトから出ている情報は、時
折整理整頓しておきたいものです。

No.571 石下貴大行政書士
分析。

横須賀輝尚です。今回は動画解説
回です。

★第 99 回定例セミナー
講師：石下 貴大氏
テーマ：たった数年で⾏政書士法人

をつくって成功する方法 
第 1 部：http://geniussearch.jp/

archives/4647 
第 2 部：http://geniussearch.jp/

archives/4652 
第 3 部：http://geniussearch.jp/

archives/4653

書籍「士業を極める技術」でも高
難度業務取り扱い実務家として取り上
げさせていただいた石下さん。本人
も公言しているので問題ないと思いま
すが、元天才塾会員です。創業の頃
からの石下さんを知ってますが、彼の
とってもうまかったのは、事務所
に最初からコンセプトがあったこ
とですね。「環境系」と銘打ったブロ
グでアクセスを集め、順調に業務を
伸ばしていきました。環境系といば、
基本的には産廃業許可がメインとなり
ますが、それでも産廃業務許可専門
にしなかったのはうまかった。専門だ
とそれ以外の取り扱いがセンシティブ
になります。

そこで「環境系」とすることで、そ
れに付随する⾏政書士業務も集める
ことができた。そして、ブログブー
ムが消える前に、ブログでの営業に
取り組んだことにも先見の明がありま
す。いまもブログはありますが、ブー
ムと言うか当たり前のものになりまし
たし、ブログを書いていることだけで
は、差別化にならない。そういった
ことにきちんと気づいていた石下さん
は、ブログだけではなくサイトをつくっ
てリスティング広告も実施している。

専門サイトをつくって、広告を出す。
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実にこの専門サイトは 10 個を超え
る。サイトの横展開の模範例といえる
ほど。どうしても士業の場合、特に⾏
政書士の場合、ひとつのサイトだけで
なんとかしようとしてしまいがちです。
しかし、基本的には士業の業務は
地域が関係するもの。ひとつの業
務に絞り過ぎると、数を追うこと
ができません。商品点数が少ない場
合は、商圏を広くしなければならない
のが、基本セオリー。

もちろん、全国展開もできなくはな
いのですが、その場合遠くでも依頼
するメリットが要る。となると、値段
勝負になってしまいます。だからこそ、
ある程度の地域で、業務を増やす。
つまり商品点数を増やしていくのが
重要になってきます。もちろん、月商
50-100 万円程度であれば、ひとつ
の業務でもできなくはないですし（業
務単価によりますが）、業務を絞るこ
とで効率が良くなるというメリットも
ありますが、月商の最高到達デメリッ
トも大きいと言えます。石下さんの場
合は、複数サイトでリスティングを出
すことによって、事務所を拡大してき
た。いまでは⾏政書士法人にもなって、
拡大を続けていますが、基本路線は
変わりません。

サイト＋リスティング広告。これ
に加え、産廃、融資、補助金等の
高難度業務を扱えるというのが、
最大の強みでしょう。そのほか、士
業の人脈もかなり多い方です。士業の
人脈を増やして効果があるのは、や
はり「高難度業務」ができること。難
しい業務は誰でもできるわけではな

⾏政書士法人 GOAL 代表
一般社団法人⾏政書士の学校代表
理事
株式会社ボランチ　代表取締役
１９７８年生まれ。立教大学法学部
卒。

２００８年５月に⾏政書士石下貴大
事務所を開業。開業以来、環境ビジ
ネス支援に特化し、ブログとウェブ
を駆使したウェブ集客と交流会やセ
ミナー開催などのリアル営業を組み
合わせ、業績を上げ続け、2014 年
に⾏政書士法人ＧＯＡＬを設立。産
廃、資金調達、VISA、各種法人設
立、運送などメンバー12 名がそれぞ
れ専門特化することにより、単なる
手続き業務だけにとどまらず高難度、
大規模型も業務領域とし、数十億円
の M&A についてのアドバイザリー
契約や NPO 法人や全国組織の協会
の顧問業務なども多数あるほか、現
在 4000 者以上が登録する補助金・
助成金情報サイト「みんなの助成金」
を運営する。
環境系⾏政書士としての業務に留ま
らず、会社設立や一般社団設立支援、
それに伴うコンサルティングにも定評
がある。この他オールアバウト認定
ガイド、⾏政書士向け実務講習の場
である「⾏政書士の学校」の校長を
歴任するなど幅広く活動している。

⾏政書士法人 GOAL
https://go-al.co.jp/

石下 貴大氏
く、結果としてできる人に集まります。
そういうところも抜け目ないというか、
彼の努力の賜物だといえるでしょう。
だから、基本的な考えはシンプルです。

・業務特化サイト＋リスティング広
告

・これの複数サイト展開
・高難度業務の取り扱い
・他士業人脈の充実

このほか、「みんなの助成金」な
ど、お客を集めるための動線もしっか
りつくっています。レベルの高いこと
をされているとは思いますが、再現性
のないものではありません。それにも
ともとは天才塾で学んだことがベース
になっているのは間違いないわけで、
ベースの知識を学んだら、あとは彼の
ように考え、自分なりのペースで進ん
でいくことだと思います。今回の動画
では、あまり聞くことができない⾏政
書士法人についての解説も一部ありま
すので、将来の⾏政書士法人化を考
えている場合は、ぜひその点にも注目
してご覧ください。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

高金です。今回も、天才塾の大き
な動きについてご紹介します。

■士業に特化した WordPress
テーマ「Genius」を発売いたし
ました

天才塾ではこの度、士業に特化した
WordPress テーマ「Genius」を発
売いたしました。Genius は、余計な
情報を入れこまずに集客一本だけに
注力したサイトを作りやすい、とても
集客に適した WordPress テーマに
仕上がっています。何より、簡単に作
れるところが Genius の最大の魅力で
す。リリース後には、Genius の購入
をきっかけとしてネットマーケティング
にさらに力を入れていこうとされる大
勢の方からご購入いただき、とても手
応えを感じています。

士業のランディングページは、いい
サイトが制作できたらそれを横展開し
ていくのが基本的な考え方です。例
えば、「相続」の LP を制作して成功
したら、次は他の業務に特化したサ
イトを制作していきます。しかし、そ
もそもサイトを作るための操作が難
しければ、そこでつまずいてしまって
サイトを制作するスピードがどんどん
遅くなってしまい、結果的に売上げに
も影響してきてしまいます。その点、
Genius は簡単にサイトを制作できる
ように設計しているため、ストレスな
く複数のサイトを作っていただけます。

横展開もぐんと楽になるでしょう。
Genius を一度ご購入いただけれ

ば、その後は無制限にご利用が可能
です。ぜひ、Genius を活用して良質
なサイトを量産し、Web 集客に本格
的に取り組んでいいただければと思い
ます。

■リスティング広告代行サービ
スを開始しました

もう一つの大きな動きとして、天才
塾の会員様向けにリスティング広告の
運用代⾏サービスをリリースいたしま
した。このサービスは、私が主に担
当させていただいています。これまで
天才塾では、一部の会員様に向けて
リスティング広告のコンサルティング
を⾏ってまいりました。しかし今回リ
リースした「広告運用代⾏サービス」
では、コンサルティングだけではなく
実作業も天才塾が⾏います。

具体的な流れとしては、まずサービ
スにお申し込みいただきます。その後
打ち合わせを⾏い一緒に方向性を決
めていきますが、リスティング広告の
運用自体は天才塾にお任せいただき
ます。運用を丸投げすることで本来の
実務により多くの時間が割けますし、
別のマーケティングに新たに時間を割
くことも可能です。

リスティング広告代⾏業務は多くの
企業が⾏っていますが、どこに依頼す
るのかは本当に重要です。代⾏会社

の中には、広告費が数十万円以上で
なければ受け付けないというような大
企業向けのところもあります。しかし、
士業はどちらかというと小規模な広告
運用が基本ですから、大規模のマー
ケットに対するリスティング広告のノ
ウハウが通用しないことも少なくあり
ません。ですから、リスティング広告
代⾏を依頼するのであれば、士業専
門の業者に依頼することが重要です。
士業のビジネスモデルをしっかりと理
解している業者でないと、的外れな
広告文や的外れな LP を作ってしまい
かねません。その点、天才塾は士業
の営業ノウハウに関しては日本一だと
自負しており、会員様に提供できる価
値が非常に高いと考えています。

また、リスティング広告については
「始めたいけど広告費をどれくらいに
設定すればいいのかわからない」と
いう悩みを持たれている方も多いので
はないでしょうか。「今月の Tech ＆
Operation」でも書きましたが、広
告費には目安というものが存在しませ
ん。特に士業は地域差が大きくニーズ
もバラバラなので、さらにその傾向が
強まります。適切な広告費の額につい
ては、実際にリスティング広告に取り
組みながらご自身で見つけていくこと
になります。しかし、天才塾のリスティ
ング代⾏サービスに申し込んでいただ
いた方には、こういった費用に関する
ご提案もさせていただくことが可能で
す。全てお任せしていただくことで、
もうリスティング広告で迷う必要がな
くなります。

今回は募集枠を10 事務所に限定
させていただいていますが、今後は
社内の体制を強化して、受け入れられ
る事務所数を増やしていく予定です。
今回は、天才塾の大きな動きとして
WordPress テーマ「Genius」の発
売と、リスティング広告代⾏サービス
の開始についてご紹介しました。今後
もリスティング広告については、自社
でサイトを運用される方にも役立つコ
ンテンツやノウハウを提供し続けてい
きますので、どうぞご期待ください。





資
格
起
業
家
と

ネ
ッ
ト
広
告

Sept.
2018



TODAYS TOPICS

Copyright(c)Teruhisa Yokosuka ＆ Power Contents Japan Inc. All Rights Reserved.

2018 年９月ニュースレター

発⾏者パワーコンテンツジャパン株式会社
本社：〒 160-0004 東京都新宿区四⾕1−18 オオノヤビル 5 階

電話：03-6380-0160FAX：03-6380-0161
Mail：media@pcjapan.co.jp

3 士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝
資格起業家とネット広告

5 小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚
1 on 1ミーティングで組織のパフォーマンスを最大化する

9 天才塾解決事例集
11 経営書ベストセレクション

図解でわかるくちコミマーケティング・マーケティング活動に “くちコミ” の発想を取
り込め！

13 Genius One ダイジェスト
15 メルマガバックナンバー
20 マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

天才塾会員限定の本ニュースレター「DONO」（ドーノ）はイタリア語で「天賦の才」または「天分」という意味です。入会し
た人が、天才的な起業家になってほしい。そういう願いを込めて創立した天才塾が発刊するニュースレターは、常に優れた情
報を提供し、よりあなたの天賦の才を活かしてほしいと考えてつくられています。「DONO」は、手軽に持ち運べる最新の知の
集合体。移動中に、商談前に気軽に読むのも良し。じっくり腰を据えて学ぶにも耐えられる情報媒体。ぜひ、あなたの事務
所経営に活用してください。
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Tech ＆ Operation

資格起業家とネット広告

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

パワーコンテンツジャパン株式会社
の高金大輝です。これまで、実務の
依頼をリスティング広告から直接取っ
ていくためのノウハウをお伝えしてい
きましたが、今回は、セミナーや教材
をネット広告から販売していく、とい
う話です。本業以外のビジネスから士
業としての仕事を取っていく、まさに

「資格起業家的ネット広告」の手法
です。弊社も、セミナー集客、教材
販売のために広告出稿しています。そ
の点の経験による情報もお伝えしてい
きたいと思います。

資格起業家とは

今となっては士業のスタンダードと
なっていますが、「資格起業家」は、
天才塾創設者である横須賀が提唱し
た概念です。簡単に言えば、資格起
業家とは、「セミナーやコンサルティン
グ、コーチ、研修など、士業としての
本業である実務以外で集客し、最終
的に士業としての依頼に繋げる」とい
うものです。※資格起業家について深
く学習したい場合は、天才塾基本カリ
キュラム「資格起業家養成講座」の動

画をご覧いただくか、下記書籍をお
読みいただけますと幸いです。（動画
は GeniusSearch より視聴可）

参考書籍：資格起業家になる ! 成
功する「超高収益ビジネスモデル」の
つくり方（著 / 横須賀輝尚）

実務をネット広告から直接取ってい
く場合とセミナー、教材販売等の資
格起業家的なネット広告運用とでは、

同じ手法は通用しません。実務を依
頼するユーザーと、セミナーに申し込
むユーザーは、まったく別の層のユー
ザーです。その点を理解しないと、
間違ったアプローチで広告を出し続
け、予算を無駄遣いしてしまう、とい
うことも考えられるので注意しましょ
う。

実務を依頼するユーザーとは

前述しましたが、実務を依頼する
ユーザーと、セミナー参加や教材購入
を考えるユーザーは別の層のユーザー
です。例えば、身近で相続の問題が
発生した方が、問題発生直後に相続
対策のセミナー受けるという流れは、
ほとんど無いと言ってよいでしょう。
実際に相続の問題が発生しているの
ならば、事態はもっと緊急性があるは
ず。セミナーで情報収集している時間
はないのです。前述の例のように、相
続の問題が起きた方が取る⾏動は主
に

・知り合いに専門家を紹介してもら
う

・専門家をネットや紙媒体で探す
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この 2 つです。
そして、相続に対応できる事務所

を探す際にネットで「検索」をします。
ここまでくれば既にお分かりかと思い
ますが、「検索」するユーザーには検
索結果に表示される「リスティング広
告」が有効です。これが実務の依頼
獲得において、リスティング広告が有
効である根拠の一つです。

士業にとっての「見込み客」

一方、セミナーに参加する方や、教
材購入をする方は、「これから法律問
題が起きそう」や「まずは情報を得
たい」という、これから起こりうる
問題のための情報収集という意味
合いで検索しているユーザーが多いで
す。今まさに問題が起きているわけ
ではないが、興味自体はあるという、
いわば「見込み客」という段階の方
が、セミナー参加や教材購入をする
ユーザー層だといえます。つまり、セ
ミナー集客や教材販売のターゲットは

「緊急性の高いユーザー」ではないた
め、必ずしもリスティング広告が有効
である、とは限らないのです。

※法改正のタイミングなど、旬な
テーマでのセミナー開催などは、需
要が高まり、検索数も伸びると考えら
れるため、リスティング広告でのセミ
ナー集客も有効です。

どの媒体で広告を出稿する？

リスティング広告以外で、セミナー
集客や教材販売をする場合、媒体の
選択肢は、

・ディスプレイ広告（GDN、YDN）
・Facebook 広告
・Twitter 広告　　など
上記以外にも広告媒体はあります

が、弊社の運用経験や、天才塾会員
様の実績も加味すると、現在もっとも
士業にとって見込み客獲得に有効な
媒体は「Facebook 広告」だと言え
ます。

Facebook 広告が最適な理由

Facebook 広告が見込み客獲得に
有効な理由は 2 つあります。まず１つ
目の理由が、「Facebook のユー
ザーの性質」です。Facebook は
基本的に本名で登録をしているユー
ザーが多く、匿名性が低い SNS であ
るため、ビジネスのために利用してい
る、というユーザーが他の SNS に比
べて圧倒的に多いという特徴がありま
す。そのため Facebook のユーザー
層には知的な情報商材（セミナー、教
材等）の広告がマッチしやすい傾向
にあるのです。

そ し て 2 つ 目 の 理 由 が、
「Facebook 広告独自のターゲ
ティング性能」です。前述しましたが、

Facebook は基本的に本名で登録し
ているユーザーが多いです。そして、
ユーザー情報として登録している情報
も豊富なのです。例えばほんの一部
ですが、「出身校」「役職」「配偶者の
有無」など。個人の情報をオープンに
することが前提とされている SNS の
ため、こういった個人情報が積極的
に登録されています。

そのため、Facebook では、「〇〇
県在住の経営者」、「30 代の既婚者
の女性」、「最近海外旅⾏に⾏った
ユーザー」といった、ユーザー情報
を元にした詳細なターゲティング
が可能なのです。個人の属性を特
定して配信する、という点に関しては
Facebook 広告に勝る媒体は現在あ
りません。

ご自身のセミナーや教材にマッチす
るユーザー層を選択して配信できるた
め、無駄な配信も他媒体と比べて少
ないと言えます。以上が媒体としての
Facebook の強みといえます。

まとめ

大切な考え方は、「広告でなにを
実現したいのか」です。問い合わせ
の数を増やしたいのか、セミナーを集
客したいのか、教材を売りたいのか、
メルマガ読者を増やしたいのか、事務
所を周辺地域に認知させたいのか。

広告で実現したい最終的なゴールを
どこに設定するかで、LP も広告の内
容も、広告を出稿する媒体も変わりま
す。リスティング一辺倒で考えるより
も、他の媒体で「どんなことができ
るのか」ということも押さえることで、
多角化したネット営業戦略を練ること
できます。

多様化していく広告媒体の情報を押
さえ、自分の目的に合わせた広告媒
体を選択できる。ここがまさに現代の
資格起業家にとって必要なスキルなの
です。それでは今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとう
ございました。
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1 on 1ミーティングで組織のパフォーマン
スを最大化する

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

天才塾のニュースレターでは組織に
ついてこれまで色々な話をしてきまし
たが、今回は 1on1に焦点を当てて
解説していきたいと思います。

方法論や制度では会社は良くな
らない

最近の人事の世界では、1on1ミー
ティングという方法がトレンドになっ
ています。これはよく考えれば当たり
前のことです。「方法論や制度では会
社は良くならない」というのが私
の考えです。例えば、フレックス制
度という制度がありますが、これは自
分で労働時間をコントロールできると
いう制度で、一般的にはすごく自由
な制度というイメージを持たれていま
す。ですが、フレックス制度を導入し
てダメになる会社は実はたくさんある
んです。なぜかというと、フレックス
にすることで「今日は５時間働いたか
ら明日は３時間余計に働こう」という
ように、社員が自分で勤務時間を計
算しなければならなくなるからです。
これが面倒だと感じる社員は多くて、
そこから離職率が上がったという例も
あるほどです。

制度に関していえば、パワーコンテ
ンツジャパン株式会社でも失敗例が
あります。これも色々なセミナーお話
ししていますが、いい会社を作るには
社員同士の関係性が良くないといけ
ないということを学んだ私は、2010
年くらいに「グッドアンドニュー」とい
うものを会社に取り入れたことがあり
ました。グッドアンドニューというの
は、ピーター・クラインという教育者
が考案したコミュニケーションの方法
で、最近あった良かったこと、もしく
は新しいことを社員同士で話すという

ものです。「新しい映画を見て面白かっ
た」というのでも良いんですが、そう
いうことを社員の前で話して、話を聞
き終わった人は拍手をします。これを
毎週月曜日の朝会に取り入れてみまし
た。結果どうなったかというと、失敗
に終わってしまいました。社員にグッ
ドアンドニューを始める目的を周知し
てなかったからというのと、そのとき
にいた社員の間では全然盛り上がら
なかったからというのが理由だと思っ
ています。ちなみに、もし今のメンバー
でグッドアンドニューを取り入れたら
それなりに盛り上がるんじゃないかな
と思いますが。これは、社員との空
気感を考えずに制度だけを取り入れた
失敗例です。

なぜ 1on1ミーティング？

そもそもなぜ 1on1ミーティン
グがいいと考えているかというと、
結局、会社というものは、人が仕
事をするところだからです。「組織
の成功循環モデル」というとても有名
なものがあります。組織が成功に向
かっていく過程の仕組みを表したもの
で、まず重要なのは関係の質。そこ
からスタートして、思考の質→⾏動の
質→結果の質というグッドサイクルに
乗ることができれば組織が成功する
というものです。やはりこれに尽きま
す。社員たちの仲が良い組織は、何
が起きても結局は大丈夫だったりしま
す。関係性が極めて大事だということ
なんですね。逆に、結果の質からスター
トするサイクルをバッドサイクルと呼び
ます。結果がダメだといって⾏動を見
直す。⾏動の指摘をされると萎縮す
る。そうすると今度は思考が鈍ってく
る。結果から見ていくと、このように

悪循環に陥ってしまいます。結果だけ
注視されるというのはあまり良いこと
ではありません。

今の時代は関係性の質をあまり重
要視していません。昔よくあった社員
旅⾏とか、終業後に上司に引っ張られ
て飲み会に⾏くとかいうこと、今では
信じられない光景ですよね。ですが、
こういう半ば無理やり会社の人と人間
関係を構築する場が作られていたとい
うのは、それはそれでいい面があった
わけです。お互いに話すことでしか関
係性は構築できなくて、黙って察しあっ
て関係性が高まることはないからで
す。話すこともそうですが聞くことも
同じで、その人のことがわからないと、
察するとか勝手な推測をするしかなく
なります。昔に比べて、最近は会社の
中でも割と個人化しています。コミュ
ニケーションが減っている結果として、
関係性の質が希薄になっているように
思えます。これは何も毎日飲みに行
くべきとかそういう話ではなくて、
普段の仕事の中でしっかり関係性
を築いていければそれで十分だと
いうことです。

1on1ミーティングに必要な時間

具体的に１回の1on1ミーティング
に必要な時間というものが決まってい
るわけではありませんが、3 ヶ月に一
度の定期ミーティングに関しては、1
時間くらいと決めておくといいでしょ
う。その他については、短い時間で
回数を重ねる会社なら15 分や10 分
でもいいでしょう。話をするという習
慣がたくさんあるのはとても良いこと
です。それから大切なのが、最長で
どれくらいなのかという終わりの
時間を決めておくことです。終わり
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の時間が決まっていると、安心してお
互いに話ができます。「ちょっといい？」
と声をかけられて始まる話は社員に
とっては不安なものです。「このことで
20 分くらい話したいけどいい？」と言
われたほうが安心できます。長ければ
いいということではありませんが、お
互いに衝突しているとか、齟齬がある
とか、腹を割って話したほうがいいと
きは、午後一から時間無制限でミー
ティングを入れるのも一つの方法で
す。逆に、あまりに終業時間近くにミー
ティングが始まると、そんなに時間が
とれない分、軽い話なのかなと社員
に思われてしまいます。

評価制度は必要なのか

グッドアンドニューを始めたくらい
のころに、パワーコンテンツジャパン
株式会社では 3 ヶ月に1 度の面談も
スタートしました。当時はアルバイト
スタッフしか採用していなかったのも
あって、フルタイムで働いてもらったと
してもそう大きな金額を支給すること
がありませんでした。そこでアルバイ
トにもボーナスを出そうと思ったのが
始まりです。そうはいっても給料の3ヶ
月分とかではなくて、金一封というか。
5 万円とか 3 万円くらいで、勤務実績
に応じて「経営者としての気持ち」と
して払おうと。そしてその金額を決め
るためには、3 ヶ月に1 回くらいのス
パンで社員の話を聞かないと判断で
きないと考えました。これが1on1ミー
ティングを始めたきっかけです。

ここで少し評価制度についてお話を
しますが、評価制度は管理者が見き
れなくなる人数になったときに導入す
るという発想が根底にあります。一般
的には、社員数が 30 人くらいになっ
たくらいを目安に評価制度を導入する
ことが多いようです。ですが、社員数
はともかくとして、私は自社で評価制
度を作るのは合わないと考えていまし
た。今もそうですが、減点評価をした
くないからです。もちろん改善した方
がいいであろうことは指摘しますが、
できればプラスの評価をしたい。短所
はあまり直らないと思っていますが、
短所が直らないなら長所を伸ばすべ
きだと。そうすると、評価はいらない
のかなという発想になりました。

私がよく思うのが、遙か昔の時代に
も組織はあったけれど、その頃は評
価制度はなかっただろうということ。
例えば原始時代でも集団はあったは
ずで、でも評価制度があったとは思
えない。だったら制度がなくてもなん
とかなるんじゃないかという思いがあ
ります。それに、評価云々ではなくて、
正直に話した方がお互いに納得感も
あると思うからです。

もし現在の社員数が 2、3 人だとし
ても、数年後に 30 人以上の社員を
入れて伸びていく会社だったら、社員
数が 2 人のときからでも評価制度は
あってもいいのかもしれません。それ
に、評価制度自体が合うか合わない
かというものあります。少人数でもきっ
ちりやりたいという会社は評価制度を
入れてもいいでしょう。結局は制度

が問題なのではなくて、経営者が
どう思っているかです。そこを大事
にしていただきたいと思います。「私
はこういう組織にしたい」「こういう人
に来てもらいたい」「こういう働き方を
してもらいたい」という定義をするこ
とが大切です。

関係性の質を上げるには

関係性がうまくいかない理由の一つ
が、仕事のことだけを指摘するという
点にあります。そうではなくて、最近
どういうことを考えているのか、どん
な仕事をしているのか、取り組み姿勢
や他に勉強していることなどの情報が
入ってくれば、経営者側も社員に対し
て色々な判断やアドバイスができるよ
うになります。情報交換とまではいか
なくても話す場は必要です。社員の話
を聞かない、自分の話をしないと
いう経営者は意外に多くて、雑談
は多くても、今後は事務所の経営
をどうしようと思っているとか、そ
ういったことを話す場はあまり持
たれていません。

1on1ミーティングはこれからのコ
ミュニケーションの主流になっていく
だろうと考えていますが、その前提と
なるコミュニケーションの変遷につい
て少しお話しします。1980 年代ぐら
いまでは、仕事にフォーカスしておけ
ばいい時代でした。黙って仕事さえし
ていれば会社も自分も上に上がってい
けました。人はある程度保証された
未来があると頑張れるものです。例え
ば、会社でものすごいパワハラを受け
ていたとしても、来年の年収が 1千万
円以上で確定していたら耐えられたり
する。ところがバブルが崩壊してしまっ
て、全般的に「頑張れば給料が上がっ
ていく」という未来が見えにくくなり
ました。とはいえ、これは本当はその
会社の問題であって、景気の問題とは
別なんですが。景気のあおりを食らう
のは大抵大企業です。そしてその後ま
ずいものが日本にたくさん入ってきま
した。成果主義が最たるものですね。
今でも、書類が間違っているとか、ク
ライアントとのやり取りがどうとか、



経営天才塾ニュースレター Dono　3-7

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

仕事の成果にフォーカスするやり方が
主流です。しかし大切なのはそこでは
ないんです。これからは、個人の現
状や気持ちや成長した先の未来と
いった、仕事ではなく人にフォー
カスすることが求められるように
なります。これが 1on1ミーティ
ングの基本的な考え方です。

ポイントはどこかというと、社員
の立場から物事を考えていくとこ
ろです。仕事にフォーカスする考え方
は管理者目線です。ですが社員の立
場からすると、「こんなに頑張ってるの
に評価されない」という不満を抱えて
いる人は少なくありません。例えば事
務職の人は頑張りが数字には出ませ
ん。ですが仕事にフォーカスするなら
ば、数字に出なければ評価されない
んです。社員の立場から物事を考えて
いくということは、社員に迎合すると
いうことではありません。そうではな
くて、社員の立場から考えて不合理が
ない環境を作っていくということです。

「この会社できちんと働きたい」と思
えるような環境とコミュニケーション
を考えていくことがとても大事だと思
います。

それと同じく、経営者がやりた
いことを社員に伝えることも大切
です。そうすることで、結果的に経営
者としたいことが全然合わない人は辞
めざるを得ないかもしれません。です
が経営者にとっては、自分の目標達
成に共感してくれて、同じ方向で働い
てくれる人が必要です。極端な言い方
をすれば、経営者がストレスなく会社
にいられないといけない。微細なスト
レスはともかく、基本的にストレスが
ない会社にしていかないと意味があり
ません。ですから、採用をするの
なら能力のあるなしではなく、自
分や会社と合うかどうかの方が大
事だということです。天才塾で相談
を受けている中でも、ある社員に会
いたくないから自分の事務所に⾏きた
くないと感じている方は結構います。
でも、その環境は自分が作り出してし
まっているんですけれど。

普段から「会話」をして人間関
係を作っておく

社員は色々なことを考えています。
例えば目先の仕事に関する悩みもあ

れば、ビジネスパーソンとして今後ど
うキャリアアップしていくか、個人的
な悩みや社内の人間関係の悩みなど、
それは人によってさまざまです。で
すから目の前の仕事だけ解決すれば
いいというわけでもない。そして社
員の考えていることを把握するに
は、普段から人間関係を作ってお
き、情報が出せる間柄にしておく
ことが大事です。そのためにも喋
る文化はとても大事です。お話し
したとおり、従来の個別面談と1on1
ミーティングの大きな違いは、仕事へ
フォーカスしているのか、人にフォー
カスしているのかです。例えば、一般
的に⾏われている面談は進捗確認で
すが、本来有効な1on1ミーティング
は「会話」です。そうはいっても1on1
ミーティングの時しか会話がないとな
ると、1on1ミーティングの場でこれ
を伝えようと準備して来るのであまり
いい結果にはなりません。普段から
話せる文化にしておかないと、おそら
く1on1ミーティングをしても効果が
半減します。

マネージャーが 1on1ミーティング
を嫌うケースもあります。普段ピリピ



3-8　経営天才塾ニュースレター Dono

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

リしている関係の人を相手にしたくな
いというのが人間の心理です。私もそ
んな時期があったこともありますが、
今振り返って言えることは、一回も逃
げなかったということ。それに、終わっ
てみたら、前よりも良くなっているこ
とが多かったので、経営者としては踏
ん張ってみてほしいと思います。それ
から、入社時にきちんと働き方の同意
を得ていればそんなに苦しむことはな
いでしょう。

社員が腹を割って話さないの
は、社長が腹を割って話せてい
ないから

腹を割って話すということは大切で
すが、入社したての人に腹を割らせよ
うとしてもそれは難しいものです。お
互いにまだ探り探りの状況で、時間
が経てばだんだん本音が出てくるもの
でしょう。しかし、ある程度長い期
間一緒に働いているのに腹を割っ
て話してくれないという場合、ほ
とんどは経営者の方が腹を割って
いません。経営者の多くは傷つきた
くないもの。人を採用するときに「こ
の会社で働きたい」と言ってもらうこ
とは言い換えれば相手からの「好意」
なわけですが、辞められたり批判をさ
れたりしたとき、経営者は意外に傷つ
いているんです。傷つきたくないから
自分も本音を言わないというタイプは
結構多いと思います。

特に衝突していたりすると、腹を
割って話すとやはりお互いが傷つきま

す。そのときそれを乗り越えるもの
は何かというと「どこに向かってい
るのか」という未来です。例えば、
ソニーも社員同士は議論が多かった
そうです。「このサイズじゃダメだ」と
か「この商品が売れるわけない」とか、
怒鳴り合いもあるし、時にはつかみ合
い寸前まで⾏くときもあったと。でも、
そこで決裂するかというとそうではな
い。それは「ソニーでものづくりがし
たい」という共通の意思や未来があ
るからです。

対話が不足すると、突然辞められ
ることが増えます。対話を続けていく
と、辞めたいという相談がきます。た
だ、メンタルヘルス不調みたいなもの
は全般的に出にくいです。上司の聞く
力にもある程度比例してくると思いま
すが。それから、男性上司に多い傾
向として、相談するとすぐ解決しよう
とする傾向があります。女性的な上司
は共感から入る傾向があります。そう
いうタイプの上司には、相談するほう
も「話した」という満足感が得られま
す。問題解決にフォーカスはしないけ
れど、話したことでスッキリして、そ
の結果解決したりすることもある。男
性的なミーティングだと、結論が出な
いと終わりません。どちらが正解とい
うものはありませんが、この違いは経
営者やマネージャー職の人は認識して
おいた方がいいと思います。

世論とは一定の距離を保つ

少し余談ですが、リクルートやエン

ジャパンなんかが色々な統計を取って
いる中で、今回はリクルートが調べ
た「最近の新入社員が上司に期待する
こと」というアンケートを少しご紹介
しましょう。これによると、「厳しく指
示をする」ことは多くの新入社員がや
めてほしいと思っているようです。そ
れから、「強いリーダーシップ」もあま
り求められていない。逆に求めている
こととしてデータで上がっているのが、

「一人一人に対して丁寧に指導するこ
と」「好き嫌いで判断しないこと」「公
平感をもって接してほしい」というこ
と。昔は「俺についてこい」というタ
イプの上司の方が魅力的だった時期も
ありましたが、最近は、部下を分け
隔てなく扱って話に耳を傾け、丁寧に
教えてくれる、優しくまめな上司を求
める傾向が強まっているということが
データからわかります。

真面目な経営者や上司ほど、こ
ういったデータを見て「そうしな
きゃ」と思いがちですが、その会
社にいる社員が求めていなかった
ら意味がありません。強いリーダー
シップを求める会社もあります。こう
いったデータは、日本全体を見たらそ
うなんだろうという傾向を知るに止め
ておくことです。自分で考えきれてい
ないと、こういうものに頼りがちになっ
てしまいますが、「自分が引っ張ってい
くタイプだから、ついて来れる人を採
用したい」と言ってしまえばいいだけ
のことです。

今回は、1on1についてお話ししま
した。従来のコミュニケーションは進
捗報告だったり、結果や成果にだけ
フォーカスしたものだったりが主流で
したが、これからは人にフォーカスし、
まず関係性の質を高めることが重要
になってくるのではないかと思います。
大切なのは、社員の目線になって考
えてみること。と同時に、社員に迎
合するのではなく、経営者として見た
い未来やしたいことをはっきりさせて、
それを社員に伝えることです。もしも
１対１でなかなか本音を聞けない社員
がいるように感じたら、まずは経営者
が勇気を出して腹を割って話してみて
ください。
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問い合わせが成約につながらない
売上を上げるには、2 段階のステップがあります。ひとつは集客、もうひとつは販売です。この相談は、集客はできて

いるが成約せず、販売につながらないという状況。これは、問い合わせを面談につなげていないのがひとつの要因です。
電話口でなんとかしてしまっているので、まずはアポを取ることを徹底することです。まずは「会う」ことに対して「お得だな」
と相手に思わせることがひとつのポイント。士業特有の問題としては、相談を無料で受けるか有料で受けるかという問題が
あります。相談の先に仕事の匂いを感じたら無料相談にし、仕事の匂いを感じられなければ有料相談というのがひとつの鉄
則。例えば「これから相続が起きたら困るので相談したい」というのは、現時点で相続が起きていないため、手続きになら
ない可能性があります。そのため、これは有料にします。一方で、「先日祖母が亡くなって、相続の手続きをどうしたらいい
かわからない」というような相談は、相続の手続きが先に見えるので無料で相談を受けます。

起業支援の分野で勝負したいのだが、どうすれば差別化できるか。
前提として、起業家相手の仕事はあまり利益が出ないことを知っておきましょう。起業家はあまりお金を持っていないこ

とがその理由です。しかし、うまくやれば大きく利益を上げることは可能です。お金を持っていなくても、30 万円などの高
額セミナーに来る人はいます。起業家が欲しているものが何かを考えることが大きなポイントです。差別化については、最
初は何かに特化して特徴を出していくことが必要です。また、士業ではないものに特化するのもひとつです。

報酬額はどう決めればいいか？
士業の業務については、考え方は２つあります。世の中にたくさんある普遍的なものを売る場合には、それなりの価格

か低価格であることが重要です。美術品ではなく、日用品としての食器や備品の設置などをイメージするとわかりやすいで
すが、「それなりの価格」になります。用途として高度なものを求めなければ、相場感で落ち着くもの。もう１つの考え方と
して、報酬額を自分で決め、「これだけの金額が欲しい」ということを考えた上で報酬額を設定していくこともポイントです。
今後士業の報酬額については上げることは考え難いので、ヒアリングをして高難度業務、高額報酬を提案していきます。

実務経験がない（開業間もない）場合、開業○ヶ月というべきか？
基本的には、聞かれるまで言うべきではありません。もし聞かれたら、「開業は間もないですが、勤務経験はあります。」

「開業は間もないですが、我流で経験を積んできました。」と実務の経験はしっかりあることを伝えましょう。お客様が士業
に対して開業からの年数を聞く、ということは頻繁にあることではないですが、開業年数を聞かれてしまった場合の原因と
しては、・スーツのサイズが合っていない、・メールでのやりとりが円滑に進まない、・電話の応答が遅い、などお客様の中で
小さな不安が積み重なってしまうことが「開業してから何年やられているのですか？」という質問に繋がってしまう、という
ことが考えられます。

割の良い（収入が見込める）業務を選ぶべきか、やりたい仕事をやるべきか
創業して最初にお金がない場合、理想より現実を見るべき。まずはお金になりやすいことを始めてから、本当にやりた

いことに取り組めば十分です。重要なのは、最終的にやりたいことが実現できる環境を作っていくことにあります。そのプロ
セスでは現実的には収入も確保していかなければなりません。

天才塾で成功した人って本当にいるのですか？
いっぱいいますよ。アナログな営業をしっかりやる人、ネット営業をしっかりやる人、あとはやはり貪欲な人がうまくい

きますね。

順風満帆なビジネス人生に見えるのですが、困ったことはなかったのですか？
このメルマガのこれからにいっぱい出てきますけど、基本的に困ったことだらけでした笑　今でこそ減ってきましたけど、

経営は悩みばっかりです。ひとりで始めた頃は電話は止まるわガスは止まるわで人並みの生活を送ることすらできてなかっ
た時代があります。。

天才塾解決事例集
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独立起業する前に、営業の経験をしておくべきでしょうか？
私はなかったです。経験なくても何とかなると思います。人生設計に余裕があるのでしたら、1年とかやるのも良いんじゃ

ないでしょうか。私は結構短気なので、やろうと思ったら待てないんです。なので、独立しちゃいました。私くらいのことで
したら、営業経験なくても大丈夫だと思います。

ダブルライセンスは有効か？
横須賀的理論だと、ひとつもあれば十分です。2 つ目、3 つ目をもしこれから取るのであれば、時間がかかってしまう。

もし、どうしてもその仕事をしたいというのであれば、受験しても良いと思いますが、基本的にはひとつあれば十分です。た
だ、経営のやり方や営業の方法での有効活用例もあります。例えば、⾏政書士社労士であれば、社労士で激安で給与計算・
顧問を取る。そこで顧客関係をつくっておき、派生する許認可で稼ぐ。こういうやり方もあります。同じく税理士・⾏政書士
の場合は、顧問先から許認可の仕事を取る、などがあります。

最初の売上はどうやってつくりましたか？
⾏政書士開業メーリングリストで知り合った先輩からもらいました。宅建業の変更届という⾏政書士の仕事でした。昔

はこの MLも活発だったのにね・・・最近はおとなしい感じです。

解約したい顧問先があるのだが、どのように対処したらいいか？
　 まず、本当に解約したいのか、条件によっては継続したいのかでちょっと対応は変わってきます。大前提として、最初が
納得のいかない契約内容だったときには、準備が要ります。開業当初に、税理士・社労士ともに自信がない、相見積もりにあっ
たなどの理由で「自分がほしい金額よりも、安い金額で契約してしまった」場合にこうしたことが起きます。わかりやすく言
えば「金額の割に、大変な（面倒な）仕事」と言えばいいでしょうか。本来なら月 5 万円はほしいところ、押されて 3 万円
で契約してしまった…というのはよくある話。このとき、どうやっても 3 万円でしか契約できない場合は、口頭で「将来、状
況に応じて、顧問料の改定の相談をさせてください」と必ず伝えておくことが重要です。採用なんかもそうですが、最初の
約束が、仮に契約書に載ってようが載ってなかろうが、口頭ででも「約束した」というのが案外残ります。ですので、その約
束は必ずする。これが契約の大前提です。

【解除する場合】そして本題の解除ですが、もし解除を本気でしたいなら、契約書◯条に則って解約する旨を通知すれば良
いだけ。人間関係で揉める可能性はありますが、契約書を締結している以上は、これで足りる場合も多いのです。とはいえ、
人間関係もありますし、地方都市で狭い社会の場合にはそうはいかない。となれば、契約更新時での事前提案が重要になっ
てきます。このとき、安さが最重要になっている顧客には、人件費の高騰、例えばマイナンバー対応等の理由を出し、顧問
料の値上げをストレートに伝える。それで切られても良いなら、ストレートに自分の条件を突きつける。むしろ切られたいなら、
おそらく相手が飲まないだろうなというレベルの条件まで上げてしまうこともひとつの方法です。（まれにその高額提示で通っ
てしまうことがあるので、相手が無理な金額にしないと、「切って」もらえません）一方、金額は上げたいけれど、顧問を続
けたい場合。この場合は、話を未来に持っていきます。つまり、「もっと良い仕事をしたいから、あなたの会社を良くしたいから、
そのお手伝いをさせてほしい。その分、報酬を上げてほしい」というような提案をするのです。「今」の話だけでは、単なる
値上げ。しかし、未来に向かっての話となれば、それは「投資」に変わります。例えば、税理士なら記帳代⾏、税務指導だ
け⾏って月 5 万円。これをなんとか月10 万円まで上げたいと思ったら、値上げを⾏うのではなく、会社のパートナーとして、
よりできることを探していきます。財務のパートナーになるもよし、組織のパートナーになるもよし。経営者は、「コスト」は
嫌いですが、「投資」は大好きです。ですから、値上げをしながら、顧問料を上げたいときは、単にお金の話ではなく、よ
り貢献したいという提案をする必要があるのです。もちろん、ただ仕事を増やすだけではまた疲れてしまいますから、うまく
調整して、仕事も加えるが、それ以上に金額が増えるような見せ方でいくことが重要になります。
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経営書ベストセレクション

中島 正之　吉松 徹郎　鈴木 司 ( 著 )
日本能率協会マネジメントセンター

図解でわかるくちコミマーケティング・マーケティング活
動に “くちコミ” の発想を取り込め！

今回ご紹介するのは、日本能率協
会マネジメントセンターから出版され
た「図解でわかるくちコミマーケティ
ング・マーケティング活動に“くちコミ”
の発想を取り込め！」という本です。

この本は 2003 年の出版で、ちょ
うど私が開業した頃に発売になりまし
た。当時購入して捨てずに未だにとっ
てあるので、ある程度役に立った本だ
と思います。この本では、オーソドッ
クスなクチコミ論を解説しています。
図解入りでわかりやすく、この本を読
めば、クチコミの全体像やどこに気を
つけたらいいかということが把握でき
ます。クチコミで仕事を増やしたいと
思っている方は一度読んでみてくださ
い。

大企業のクチコミの考え方と仕
組み

クチコミは基本的に大企業が考える
ことが多いものですが、実は大企業と
中小企業のクチコミでは全く質が違い
ます。大企業のクチコミは、基本的に
企業側が意図的に起こしています。具
体的な仕組みを説明しましょう。例え
ば、女子高生をターゲットにしたチョ
コレートの新製品を売り出したいと考

えたとします。そうすると、まず何十
人という女子高生をモニターとして集
めて、新製品を食べてもらい、このこ
とを一週間以内に何人の人に話してき
てください、相手の反応を教えてくだ
さい、と伝えます。「まだ表に出てい
ないものを私は特別に知ってるよ」と
いう心理をうまく利用するわけです。
テストマーケティングも含まれていま
すが、大企業ではこういったやり方を
取ることが多いです。余談ですが、特
にクチコミを作るのは女性、中でも女
子高生や主婦の方がその傾向が強い
といわれています。大企業の場合は、
このようにモニターを集めて新商品を
試してもらって、その人たちにクチコミ
を流してもらい、クチコミを仕掛けま
す。そして店頭にも商品を出していき、
少しずつ商品が根付いた後でテレビコ
マーシャルを打つというやり方をしま
す。基本的にメディア広告は後出しす
るもので、全く知らないものをメディ
ア広告に出すというより、ある程度認
知度が生まれたものを広告に出しま
す。「あ、これ知ってる。この商品コマー
シャルでも流れてるんだ」と人が思っ
たときに爆発的な力を生むんです。「私
これ前から知ってたんだよね」と言い
たくさせるのが一つの狙いですが、実
際そういうことを言いたい人は山ほど
います。これが大企業の例です。

小さい会社や士業がクチコミを
起こすためには

基本的には自分のパーソナリティに
よってクチコミが生まれます。特に士
業の場合、中でも特にクチコミが起き
やすいのは自分のストーリーです。起
業家ヒストリーのようなものですね。

①事件や事故があるヒストリー
はクチコミが起きやすい

起業ヒストリーには、事件とか事故
があるとクチコミが起きやすいです。
例えば、会社に来る途中で電車が事
故で止まっていたというようなことは
人に話したくなりますが、これと同じ
原理です。

私はその典型例で、会社を 23 歳で
リストラされて開業したというと、普
通の開業とは違いが生まれます。「会
社をクビになって独立した東京で最年
少の⾏政書士がいるんだよ」というよ
うに、人にも話しやすい。「自宅が火
災で全焼してゼロから開業した税理
士」なんかもそうです。「こんなすご
い人に会ったよ」といって人に話した
くなりませんか？こういう事件事故に
関わるヒストリーは特に言いたくなる
ものです。

それから、ヒストリーを簡単に一言
で言えるようにしておくといいです。言
えるようにするだけでは足りなくて、
名刺やホームページのプロフィールに
も書いておくことも大事です。少し古
い話ですが、元ライブドア代表取締役
社長 CEO の堀江貴文氏について、昔
多くの人が「六本木の雑居ビルから始
まった」と言っていました。これを本
人が自称していたかどうかはわかりま
せんが、使いやすいフレーズだったの
もあって広まっていきました。このよう
に、ストーリー紹介に使いやすいフレー
ズがあるとクチコミは起こりやすくなり
ます。逆に言えば、単純なストーリで
は面白くないし、クチコミも起きない
ということです。だからプロフィール
は V や W の軌道を描くようなシナリ
オの王道（どん底の時期があって、そ
こから好転するような流れ）で作ると
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いいということは、私もよくお伝えし
ていました。黙っていてもクチコミは
起きないので、プロフィールに細かく
情報を載せるなどして自分で情報発信
していく必要があります。

②喜びによる感動で人を驚かせ
る

過去のセミナーではよくお話しして
いましたが、「感動で驚かせる」とい
うのも一つの方法です。例えばレスト
ランなんかで最悪の接客を受けたら、
そのことを人に喋りますよね。マイナ
スのクチコミは簡単ですが、これはプ
ラスの感動も同じで、サービスに感
動すると人は誰かにそのことを話した
くなります。知り合いの経営者から聞
いた話にこんなものがありました。法
人印を通信販売しているはんこ屋さん
で、あるとき法人 3 点セットを購入し
たそうです。そしたら、「会社設立お
めでとうございます。記念に個人名の
はんこをお贈りします。よろしければ
普段の稟議などでお使いください」と
いって、個人印が無料でついてきたそ
うです。こんなふうに、思いもよらな
いところで喜びによる感動があると人
は喋りたくなります。

③仕事が終わったら「紹介してく
ださい」と一言添える

いい仕事をしたら紹介が来るという
のはもちろんそうですが、相手にアン

テナが立ってないことが多い。例えば
士業に会社設立の案件を頼んでそれ
が無事に終わったとしたら、基本的に
は満足して終わりです。

そこで、「もし会社を作りたい人がい
たら是非紹介してください」と伝えて
おく。そう言われるだけで、「そうか、
紹介していいのか」と、言われた方に
はアンテナが立ちます。

④「いいものを紹介したがる人」
を捕まえる

最近ではインフルエンサーという言
い方をしますが、影響を持つ人を活用
する方法もあります。紹介したがる人、
クチコミを起こしたがる人。そういう
人を見つけたら捕まえておくことが大
事です。世の中には、「紹介する」と
いうことに喜びを感じる人がいます。
人を紹介したがる人の特徴や傾向とし
て、話すことが好き、お節介、マメな
連絡が好きという特徴があります。昔
は「電話が好き」というのも特徴の一
つでしたが、最近はソーシャルメディ
アがあるのであまり関係ないかもしれ
ません。ただ、電話が嫌いな人で紹
介するのが好きだという人はそんなに
多くないようです。天才塾のメソッド
にある「お礼ハガキ」もこの方法を利
用しています。天才塾では、お礼はが
きを送ったら仕事が来る、紹介が来る
ということをお話していますが、これ

は事実です。
ただ、この仕組みは、例えば 1,000

人に 1,000 通のお礼はがきをだした
ら平均的に100 人に1人が紹介くれ
るということではありません。イメー
ジとしては、500 人に 1 人大量に紹
介してくる人が生まれるという感じで
す。数は今適当に設定していますが、
ハガキを見て非常に感動してくれる人
が出てきて、その人が大量に紹介を生
むという仕組みです。実際に天才塾の
会員さんの例で、お礼はがきを出した
ら「名刺交換をしただけでこんなはが
きをもらったのは初めて」といってい
たく感動してくれて、透明なデスクマッ
トの下にそのハガキを挟み込んでくれ
た人がいたそうです。その人からは年
間 10 件ぐらい紹介が来ています。も
ちろんある程度数を打たなければなり
ませんが、喜びによる驚きがあるとこ
ういうことが生まれやすくなります。

クチコミに関する基本的なメソッド
はこの本に書いてあります。いろいろ
なやり方がありますが、ただ一つ注意
が必要なのは、正直クチコミはそんな
に簡単ではないということ。開業当初
からメインの集客方法として使うべき
ではないと思います。この点には注意
してください。この本は割と大企業や
大手向けだと思いますので、小さい会
社向けの本も今後ご紹介できればと
思っています。
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コンバージョントラッキングなしでも、Google ディスプレイキャンペーンで拡張クリック単価（eCPC）が利用
可能に

大きなニュースだと思います。コンバージョンデータを必要としない自動入札の出現で、規模の小さい広告キャンペー
ンでも機械学習の恩恵が得られるようになります。

Google のテキスト広告がより長く
Google のテキスト広告の形式が変わりました。新しく追加された「広告見出し 3」と「説明文 2」は場合によっては

表示されない場合もあるので、あくまで補足的な情報を加えることをおすすめします。

アプリ広告の一括除外〜「adsenseformobileapps.com 除外」亡き今、運用者が取れる対策とは〜
最新のディスプレイ広告の配信先としてアプリを除外する方法です。過去の私のセミナーでも「adsense 

formobileapps.com」は紹介しましたが、今年の 9 月から以前までの方法でアプリを除外できなくなってしまいます。

あやうく、広告費をドブに捨てかけた話。
自分の地域で出して効果があるのか、費用はどのくらいかかるのか、それは全て「テスト」しなければ絶対にわかりま

せん。

Google 広告でアカウントが強制停止になったらやること。
広告を出す以上こういったリスクも頭に入れておくことは大切です。ポリシー違反の項目だけでも確認しておきましょう。

公務災害　申請に「格差」　非常勤職員　認められないケースも　
契約上の違いで出る不利益。セミナー等のコンテンツで使えそうな話題。

観光庁、8 月1日時点の全自治体の民泊条例制定の検討状況を公表
とりあえず、いまは決定の⾏く末を見ておきましょう。個人的には民泊は馴染まないとは思っているのですが、、、

違法残業、１万１千事業所　厚労省の立ち入り調査結果 
大企業の次は中小。もう労務管理は「普通」を徹底しなければなりません。

みなし配当の計算を規定する法人税法施行令の定めを一部無効とした裁判例について
珍しい裁判例。政令が法律を超えていた、というものです。

入国管理庁、来年４月発足＝労働者受け入れへ体制強化－政府
移民受け入れって、静かに進んでいる気がしますね。

日本郵政の正社員の処遇切り下げは合理的か ?? 同一労働同一問題の本質を考える
郵政だから注目されている感がありますが、数年かけて必ず中小にも起こる問題です。

観光庁、豪雨の被災地域支援　宿泊最大 6000 円割引へ
こういうときですが、プロとしてはきちんと情報をおさえましょう。

医療広告ガイドライン、新たな Q&A を厚労省が提示―厚労省
医療系の広告はコピーライター泣かせではあります。が、守るべきものは守る必要があります。

新元号発表と同時に始まる商標登録競争　元号単体の登録は NG
まあ、マーケター的に見えれば、商標の効果は一時的なものですね（苦笑）。

高齢者の資産捕捉、具体化先送り＝マイナンバー活用策－社保費抑制狙うも理解進まず
制度は進みましたが、浸透はしていないのが本質的な問題です。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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金融庁が「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ」を公表
個人的には、やはり「バブル」だと思ってます。

25 万人新規取得へ　ジョブ・カードで目標値　厚労省
最終的に目指すものがよくわかりませんが…現場とはあまり連動していない気がします。

消費税転嫁対策特別措置法
10％対策は、ひとつのビジネスチャンスです。

無期転換直前に雇い止めは「不合理」　元契約社員がバンダイ提訴
まあ、事実を見ればそりゃそうだという話です。

最賃違反の清掃業者を逮捕　十数回も出頭拒否　岐阜労基署
正直、普通に対応すれば…という感じですが、社労士はいなかったのでしょうね。

全契約社員を正規化　65 歳定年制も取りやめ　ラッシュジャパン
大変は大変ですけど、こうした取り組みはマスコミが結構好きですね。

台風 21 号「宅配ピザ」ドライバーを吹き飛ばす…佐々木弁護士「普通はやらせない」
リスク管理というよりは危機管理。案外抜けてます。

マイナンバーの 2019 年問題（大機小機） 
本書いておいてアレですが、マイナンバーは存続そのものが危うい気がします。。

事業承継税制とは　孫まで円滑に引き継ぎ 
事業承継はここ数年のトレンドですが、注目の法改正ですね。

残業 45 時間超で健康対策義務付け、厚労省が方針決定 
ウェルス経営とはここ数年のトレンドですが、心身ともにというのが今風ですね。

仮想通貨業界、流出後もトラブル続出　「０円販売」金融庁が問題視、顧客対応も不適切 
個人的には続かないと何度も言っている仮想通貨。トラブルばかり報道されます。

派遣法改正から 3 年、進む特定派遣から準委任契約への転換
もともと、派遣法そのものがおかしいことから来ているのですが、社労士は知っておきたい。

電動アシスト自転車による死亡事故に執行猶予付き判決　「甘すぎる」との意見が多数
刑法はやはりその仕組みと流れを知っておきたいです。

介護保険の自己負担、8 月から最大 3 割に〜求められる一層の財源確保、給付抑制の議論〜
このあたりも社労士の仕事。きっかけを元に提案する機会をつくりましょう。

日本型「司法取引」は企業犯罪摘発にメリットも冤罪増加の可能性
知っておくべきは弁護士なのでしょうけど…知識としては、持っていたいです。

「障害者雇用の水増し」で露呈する“ 法定雇用率制度の限界 ” 
まあ、本来はそもそも無理があるとは思うのですが、やはり経営者次第な気がします。

創業時に知っておきたい、ワンランク上の資金調達
基本的なことですけど、広く浅い知識は重要。

ネットあるある、迷惑行為を撮影→ SNS に晒しあげ　法的リスクを徹底検証
まあ雑学みたいな話ですけど、たぶんこの法律構成がわからない人も多いはず。

職人の働き方改革は…徒弟制はブラック？「常に長時間拘束」「若手育てるため」　労働と修業の境目あいまい
　なんというか、最近は他所の企業にうるさくなったなぁ…という印象です。。。　
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No.572 コミュニケーション
について

横須賀輝尚です。今回は「コミュニ
ケーション」について。

コミュニケーションというと、尊敬
語の使い方といったようなテクニカル
なところにどうしてもフォーカスしや
すいものですが、本当に大事なのは、
テクニックではなくて気持ちです。最
低限のコミュニケーションマナーは学
ぶのもアリ。コミュニケーション能力
を高めようというとき、講座に通って
勉強しようという発想を持つ士業の方
も少なくありません。確かに、もちろ
ん最低限のマナーは大切です。コミュ
ニケーションの基礎的な力というのは
ありますから。コミュニケーションに
は「あいうえお」というものがあります。

これは、相づち、アイコンタクト、
うなづき、笑顔、オウム返しというも
のです。こういった最低限のものにつ
いては、士業であるかどうかは関係な
く、やはり学んだ方がいいでしょう。
なぜかというと、コミュニケーション
の基礎的なテクニックがなかった
としても、誰からも指摘してもら
えないからです。

最低限のコミュニケーション能
力とは？

コミュニケーションを ABC の 3 段
階に分けましょう。

● Cランクというのは、コミュニケー
ションが成立してないレベルです。

● B ランクは普通にコミュニケー
ションが取れるレベル。

● Aランクは、優れたコミュニケー
ションが取れるレベルです。

このように分けたとき、C ランクと
いうのは、「話したくない」と思われ
てしまうレベルです。それは清潔感
がないとか、話をしてるのにまったく
反応がないとか、そういった最低限の
ところができていないということです。
こういうところを教わらないままにし

ていると、人が離れていってしまい
ます。例えばこれは極端な例ですが、
昔大企業に勤めてそれなりの上職にい
た人が、退職後に士業として開業した
りすると、自分が偉い人のまま開業し
てしまうことがあります。そうすると、
大企業での上司と部下の関係性を開
業後の人間関係に　持ち込もうとして
しまうわけです。独立開業後は、上
下関係なくみんなフェアなので、偉そ
うな人の話はやっぱり誰も聞いてくれ
ません。それに、指摘しようにも、人
間関係ができていないと指摘もしても
らえません。ですから、最低限のこと
ですが、話は一度受け止めるとか、人
の話は遮らないとか、しっかりうなず
くとか。そういうところを少し心配に
感じる人は勉強した方がいいかもしれ
ません。

B ランクは普通にコミュニケーショ
ンができる人のことです。人の話を聞
けて、自分の言いたいことを明確
に伝えられるスキルがある人のこと
ですね。これはビジネス上求められる
コミュニケーションです。士業でいえ
ば、許認可の要件を聞いたり確認した
り、何時までに押印をもらって提出を
するかというスケジュール管理も含め
たコミュニケーション能力です。これ
は、最低限持っておかなければいけ
ない能力でしょう。

上級のコミュニケーションが取れ
るようになるためには問題は Aです
ね。上級のコミュニケーションとは何
か。これは、結局は相手が何を思っ
ているのか、何を考えているのか
をきちんと聞き出せる力です。特に
対外的なビジネスコミュニケーション
というのは、クライアントがどう考え
ていて、何をしたいのかをきちんと聞
きだせれば提案ができます。でもそ
のためには、自分が何をどう話すかよ
りも、きちんと相手の本音を引き出す
ことが大事になってきます。これはテ
クニック論ではないので、どんな質問
をしたから正解とか、この言い方をす
れば本音が聞けるという型はありませ

ん。何よりも、相手を思う気持ちが
大事です。特にうまくいかないコンサ
ルタントに多いのは、自分の年収のこ
とばかり考えてしまっているケースで
す。コンサルタントとして成功したい、
年収 1,000 万稼ぎたい、という自分
の都合ばかりになってしまっている。
うまくいくコンサルタントは、クライ
アントの年収ばかり考えています。な
んとかこのお客さんうまくいかないか
な、とか。そういう気持ちって伝わる
んですよ。それがないと、まず心は開
いてくれません。信頼関係を得た上で、
テクニックではなくて人間関係で本音
を引き出すことができれば、本当のコ
ミュニケーション能力が育ったという
ことかなと思っています。テクニック
的なものとして、心理学的要素は確か
にあります。ですが、私は青臭くても、
本気とか情熱とか、そういう心意気
が技術を超えると思っています。結局
はクライアントのことをきちんと考え
るということに尽きる。これを忘れる
と、結局テクニックに終始してしまい
ます。もちろん商談のやり方や順番は
大事ですし、テクニックもありますが、
根底は気持ちや心意気だと思います。

No.573 目に見えないものに
ついて

横須賀輝尚です。今回は「目に見え
ないもの」について。独立起業家とし
て経営活動をしていると、どこかのタ
イミングで一度は「見えない世界」の
話に遭遇します。例えばそれは姓名
判断だったり、方位だったり。他にも、
バイオリズムや神社仏閣巡り、風水な
んかもそうです。こういった情報が入っ
てくることが、まあ一度はあるでしょ
う。割と天才塾の初期の頃は、会員
さんから「方位や風水について、経営
者としては考えるべきですか」という
質問を受けることもありました。確か
に、経営者になってからお抱え占い師
のような人を持っている人もいます。

船井総合研究所を創業した船井幸

メルマガバックナンバー
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雄さんも、「創業したら必ず⾏ってお
くべき神社がある」ということをおっ
しゃっていました。その神社は静岡県
と山梨県の間ぐらいにある「新屋山神
社」という有名な神社です。通称「金
運神社」とも呼ばれています。地図に
も載っていないような神社で、「縁が
あればたどり着ける」と言われたりも
しています。私も⾏ったことがありま
すが、参拝者には経営者や起業家も
多くて、知り合いの起業家や経営者と
ばったり会ってしまうこともあります。
自分が関心を持っているか、メン
タルが安定するかが大事です。こ
ういったものに関してどう考えていく
かということを、今日はお話しします。
こういった目に見えない世界のことに
ついて勉強していくこと自体は、別に
悪くはないと私は考えています。ただ、

「絶対こうじゃなきゃうまくいかない」
という法則はありません。例えば、名
前の画数にも吉凶があります。それで
も、名前の画数が悪いとすごく不幸
な人生を歩むかというと実際はそうで
はなくて。私は別に専門家でも何でも
ありませんが、間取りがすごく悪い物
件でやるビジネスは絶対うまくいかな
いのかというと、そうでもなかったり
します。こういう世界のことについて
は、自分が気になるならある程度納
得がいくところまでしたほうがいいで
しょう。
「お母さん、明日からぼくの会社は

なくなります」（角川フォレスト）でも
書いていますが、メンタルが安定して

積極的にビジネスをしたいという気持
ちを抱いている状態は非常に大切で
す。ビジネスは長期戦ですから、最
初の1年間は1日18 時間も 20 時間
も必死に働いて成功しても、それが続
かなければ意味がありません。やはり、
10 年、20 年と長く続けられるように
と考えていく方が良いんです。そうな
るとメンタル部分はとても大事ですか
ら、風水や方位なんかが気になる
のであれば、自分が納得するとこ
ろまではやってみる。でないと気持
ちがすっきりしません。パワーコンテ
ンツジャパン株式会社でも、基本的
に風水を参考にしています。元々全然
風水やインテリアには気を遣っていま
せんでした。棚なんかも安ければいい
し、中古でボロボロでもスチールの
無機質なものでも、とにかく大量に
入って機能性が高いほうがいいという
考えでした。しかし、そんなときにあ
る社員に「もう少し気を遣ったらどう
ですか」と言われたことがありました。
もう少し良い環境で働きたいですと。

少し話はそれますが、一般的に、
男性は環境にあまり気を使わない人
が多い傾向があります。多くの男性
はビジョン型という脳の思考をしてい
ます。ビジョン型とは、ビジョンに対
して向かっていける力が強いタイプで
す。例えば、事務所を起こして 1 年
後に成功すると決めてそれに動くと
き、ビジョン型は事務所が狭くても気
になりません。書類が整理されてな
かったり、山積みになっていたりして

も、とにかく結果を出せばいいと考え
ます。これに対して、女性は一般的に、
バリュー型と呼ばれる脳の構造をして
いるといわれています。バリュー型と
は、目標設定のその過程も楽しみた
いという考え方を持っているタイプで
す。例えば転職活動をする時に、ビ
ジョン型なら収入がいくらか、職種が
何かというところを重視しますが、バ
リュー型の人は、青山で仕事して渋⾕
に寄って帰れるライフスタイルがいい
なとか、そういうところが視野に入り
ます。女性社員からインテリアについ
て指摘を受けて、どういう環境にしよ
うかと考えていたとき、たまたま風水
ができる人に出会いました。その方は
山下剛さんといって、「風水マーケティ
ング」という本を出版されている建築
士の方です。

何でもいいなら風水を取り入れ
てみる。

その方にアドバイスを頂いて、今も
少し風水を取り入れています。風水に
頼っているわけではありませんが、オ
フィスレイアウトの答えは誰もくれま
せん。正解も不正解もないところです
から。だったら、オフィスレイアウト
をするときに風水の考え方を取り
入れるのは一つの目安としてアリか
なと。鉄製の机を使ってもいいですし、
木製でもガラス製でもいい、でも風
水的には木製がいいというのなら木
製にしようかなと。そういう発想です。
見えないものに関しては、指針がない
ものを作ってくれるという発想でいる
といいですね。人にはバイオリズムの
周期があるという考え方。

それから、溝口耕児先生という方
が提唱している「溝口式バイオリズム」
というものがありますが、これは、「人
間は12 年周期でリズムが上がったり
下がったりする」という考え方です。
12 年周期 12ヶ月周期 12 日周期で動
いていると。一つの統計学でもありま
す。12 年の中には、充電の年があっ
て、何やってもうまくいかない時期が
あるとされています。ただ、だから何
もしないということではなくて、それ
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がわかっているのなら、そのタイミン
グに備えをしておこう、種まきをしよ
う、と思えるわけです。

見えないものに依存はしない

占いでこの日は吉だという日があっ
たら、例えばせっかくだからダイレク
トメールはその日に出してみようか、
とか。こういうことは、楽しめるくら
いがいいと思います。依存する必要
はありません。自分の教養を深める
という意味でも、ある程度こういった
ものに触れておくのはいいと思います。
神社仏閣もそうです。産土の神社を知
る例えば「産土」というのもあります。
産土というのは、生まれた土地の神
様のことです。これは個人もそうです
し、自分の会社の神様にも当てはまり
ます。昔、パワーコンテンツジャパン
株式会社の産土が代々木八幡宮でし
た。八幡宮の総本宮は、大分県にあ
る宇佐神宮です。それは一度⾏ってお
かないと、ということで、福岡あたり
でセミナーの仕事を入れたりして、大
分まで足を伸ばして参拝したりもしま
した。⾏ったからといって目に見える
変化あるわけではありませんが、⾏っ
て良かったなとは思っています。その
くらいでいいんです。

アンテナを広げておくことも大
事

ただ、そういうことに全く興味がな
いとシャットアウトしてしまうのはもっ
たいない。士業は基本的に色々な人
と話をすることが仕事の一つなので、
知見には深みがあった方がいいです
し、会話の引き出しも多い方が絶対
魅力的です。もしこういったことに少
しでも興味が湧いたら、やってみると
いいと思います。経営者はこういう話
が好きな人も多いですし。話が出たと
きに、話題に乗れたほうが絶対に
得です。

もし今から何か触れてみようと思わ
れるなら、まずは山下剛さんの「風
水マーケティング」を読んでみてくだ
さい。それから、個人的にはなるべ

く脱金属から始めることをお勧めしま
す。机がスチールなら、木製デスクに
変えるだけでもかなり変わります。後
は、枯れた植物や腐ったもの、そういっ
た「死んでいる」ものを排除すること。
掃除もいいでしょう。基本は自然のま
まになので、空気を入れ替える、日当
たりを考える、空気がジメジメするな
ら除湿機を入れるなど、そういうふう
にして快適な環境を目指していくだけ
でも変わります。結局大切なのは、「自
分がその環境で仕事ができるか、生
活できるか」という気分です。興味を
持たれたら、やってみてほしいと思い
ます。

No.574　方向性を決めるこ
とについて

横須賀輝尚です。今日は「方向性を
決める」について。

私は開業して 15 年が経ち、コン
サルタントとしても13 年になります
が、「方向性に悩んでいます」とい
う相談はずっと昔から受けていま
す。これは、士業が必ず通る宿命の
ような悩みです。資格を取るというこ
とは、同業者と同じ仕事をしていくと
いうことです。そこで、自分はどの方
向に⾏ったらいいのかと迷ってしまう
わけです。本来は、これはおかしな
話ではあります。自分がやりたいこと
があって独立したはずですから。ただ、
士業の方がそういう悩みを抱きやす
いのは、根底にある動機が「なんと
なく」な人が結構多いからです。例え
ば、税理士になりたいと思って税理士
の資格を取った人よりも、資格でも取
ろうかな、独立したいから税理士がい
いかな、と思う人の方が多い。これは
社労士も⾏政書士も似たようなもので
す。どの資格を取るかを決めたら、今
度は試験が待っています。試験では
問いがあって答えがありますが、そう
すると日常業務でも「答えがある」と
いう発想になりやすくなります。そう
すると、自分の独立開業にも答えが
ある気がしてしまうんですね。だから

「資格を取ったけどこの後どうしたらい
いかわからない」という悩みが生まれ

ます。それから、他の人と同じ仕事を
扱えるというのも一つ要因かもしれま
せん。同じ業務を扱えるだけに、他
人の芝が青く見えてしまうところがあ
ります。あの人みたいになるにはどう
したらいいだろうかという発想が出て
くると、自分の方向性を決められなく
なります。例えば⾏政書士なら、とり
あえずとっつきやすい相続業務や会社
設立をやってみようかな、と思って始
めることが多いものです。でも、「ど
んな⾏政書士になりたいか」という話
になると、明確なビジョンを持ってい
る人は多くありません。

方向性は自分で考えていくしか
ありません

私が「高難度業務をしたほうがいい
よ」と勧めたとしてもやるかどうかを
決められるのは本人だけです。ただ、
周りの人は分析はできます。あなたは
こういう性格で人に好かれるから、実
力を高めて人に紹介をもらう仕事が向
いていると思いますよ、ということは、
私がコンサルタントとしてお伝えする
こともできます。ただ、それをよしと
するかは本人次第です。方向性はとて
も大事です。何でもそうですが、目標
点やゴールが決まると、人は推進
力が強くなるんです。ですが、ゴー
ルがないと揺らぎます。例えば、相
続業務で地域トップになろうと決めた
としましょう。葬儀屋の手配や遺品整
理なども含めて、相続に関するどんな
サービスもできるようになろうと。こ
こでもし、他の人がビザの仕事をどん
どん取って成功していると耳にしても、
目標点がしっかりしていると関係あり
ません。ただ、なんとなく相続でもや
ろうかな、で始めると、ぶれます。他
の人の成功事例を聞いたら「そっちの
業務の方がいいのかな」と思ってし
まったりする。ゴールがないとぶれる
んです。

どうしたら方向性ややりたいことが
決められるのか。これは自分に聞くし
かない部分です。ただ、自分の中で
結論が出ないということは、まだ
情報が足りていない証拠です。当
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たり前のことになりますが、ここで必
要なことは、勉強すること、たくさん
の人に会うこと、そして経験を積むこ
とです。勉強だけでも足りませんし、
人に会うだけでも足りません。例えば
私の本を読んで「起業家支援の方向
で⾏こう」と思っても、それをはるか
に超える知識に出会ってしまったら、

「こっちのほうがいいかも」と思って
しまいます。本というのは、自分の受
け取り方で印象も感想も変わってきま
す。ですが、人と話すと実体験も聞け
ますし、伝わってくる温度もあるので、
見えてくるものが違います。

実際に起業家支援をしている実務
家に会って話を聞いてみて「外から見
ていると華やかだけど、中身は大変な
んだな」とわかるとか。そこで、自分
はお金や商売はあまり好きじゃないな
と気づいたりするかもしれません。人
に会うと、そういうことを感じられま
す。後は、実際にやってみることです。
やってみると、思ったよりも喜ばれた
とか、思ったより役に立っている感じ
がしないなと思ったりできます。自分
が感じることが大事なので、経験す
るということをしていただきたいです
ね。方向性はその中で見つかってくる
ので、それまではがむしゃらにやるの
がいいと思います。方向性を選ぶとき
に、私は起業家支援を最初のコンセ
プトとして選びました。⾏政書士とし
て会社設立業務と契約書作成業務を
中心にし、あとはセミナーや教材製作、
コンサルティング教材制作などを⾏い
ました。起業支援に関わることであれ
ば何でもやっていこうというのが私の
発想です。方向性を選ぶとき、基本
的には何をしてもいいんです。自分の
人生ですから。

ただ、長く続けたいなら、なくな
らないものを選んだ方がいいと思
います。たとえば、働き方改革支援
業務はそのうちなくなるでしょう。も
しかしたら広い意味での働き方改革と
いう概念は残るかもしれませんが、平
成 30 年の 6 月時点では、働き方改
革関連法案の専門家という方向性は
長く続かないと予想しています。です
が、働くことはなくならないし、経営
もなくなりません。私はそこで起業家
支援業務というものを選びました。方
向性に関しては、自分で考えても答え
が出ないことが多いです。答えが出な
いと⾏動に移せないので、そこで止
まってしまうことが結構あります。止
まっている間は他人の影響を受けるだ
けで何も進まないので、分からないう
ちはがむしゃらにやるのが一番です。
これは LEGALMAGIC で提携してい
る菰田先生も同じ考えですが、最初
のうちは仕事を断らない方がいいです
ね。どんなことでもやってみて、そし
て探していく。経験は買えません。私
も開業時は 23 歳と若かったので、⾏
政書士業務の他にパソコンの設定な
んかも頼まれてやったりしていました。

ある経営者の方に頼まれて設定し
たところ、その方に気に入られて、会
社設立案件を 4 件紹介していただい
たこともあります。結局は、業務外の
ことだったとしても自分がどう感じる
かです。私はパソコン設定の依頼を
受けて、一応これも起業家支援だし、
人は親切にされるとやっぱり返してく
れるんだな、と感じました。経験する
ことで絶対に学べることがあります。
例えば「建設業は安定しているから選
ぼうかな」と頭の中だけで考えるの
ではなくて、実際に仕事を受けて

みる。実際に仕事をすると、思ってい
た印象と違うかもしれません。それか
ら、方向性を決めるに当たっては、「こ
の人のために頑張れるかな」という視
点も大事です。このあたりは、私は「人
生コンセプト」と呼んでいますが、自
分の生き方の哲学なんかをある程度
自分に自問自答していくしかありませ
ん。その辺りを考える機会は、1年に
1度か 2 度くらいは持った方がいいと
思います。やりたいことは尊重してほ
しいと思っていますが、それがビジネ
ス的に成立してない場合には、やりた
いことはペンディングして欲しいとこ
ろです。言い方を変えると、「儲かる
ビジネスをやった上でやりたいことを
やったほうがいい」ということです。

例えば⾏政書士で多いのが、民事
法務をやりたいという人です。でも民
事法務は一般的にあまり儲かりませ
ん。例えば離婚したくて困っている女
性からの相談なんかでも、どこでお
金になるかというと、相談料くらいで
す。離婚相談を受けたからといって、
即離婚協議書を作って公正証書化し
て報酬が発生する、というところまで
はなかなか⾏きません。ただ、儲か
らないにしても価値がある仕事なわけ
です。

だったら、他に経営が回る事業を
作ってから本当にやりたいことを余暇
でやるといいということ。やりたいこ
とを今やれないというときに、止めて
しまったり、忘れてしまったりしない
でほしいと思っています。「お母さん、
明日からぼくの会社はなくなります」

（角川フォレスト）でも書いています
が、順番としては、まずはできること
でお金になることから勝負する。多く
の人がやりたいことでお金を作ろうと
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するので、理想と現実が追いつかなく
なるんです。まず自分ができる勝負を
最初にして、やりたいことをするとい
う考えでいるといいと思います。

No.575　経営者に対するコ
ミュニケーション方法
　
横須賀輝尚です。今日は「経営者に

対するコミュニケーション方法」につ
いて。

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、2016 年から「高難度業務」と
いう概念を世の中に出していきまし
た。そこで「経営者との対応は結構大
事です」ということをお伝えしてきま
した。経営者から見ると、高難度業
務をしていたとしても基本的には「士
業」です。税理士だったら税理士とい
う固定観念がありますし、⾏政書士
や社労士に対してもそういった固定観
念があります。その中でどういう士業
になっていけばいいかというと、法律
のアドバイスができることは当たり前
で、それ以上の何かを持たなくてはな
りません。そこで、いかに経営に対
してプラスの要素を与えられるか
がポイントになってきます。例えば、
働き方改革法案が 6 月に成立しまし
た。

そこには同一労働同一賃金、長時
間労働の是正など色々なお題目があ
りますが、結局のところ、経営者の
意識改革をしなければ働き方改革は
進んでいきません。例えば、有給休
暇は 5 日間ちゃんと付与させようとい
うものもあります。普通に考えれば簡
単なことのはずですが、やはり現実的
には、社内で有休を取りにくい空気が
あるとか、法律上は必要ないはずの
理由を付与させていたりします。こう
いったところは法律的な話ではありま
せん。うまく運用させるためには、経
営者の意識が変わることが大事です。
そうすると、士業として経営者に対し
てコンサルティングをしていかなけれ
ばならなくなる瞬間が出てきます。

そこで、経営者からどう思われてい
るかというところがポイントになって
きます。士業を優秀だと思っている経

営者はあまり多くないものです。菰田
先生のように優秀な士業を知っている
経営者はいると思いますが、一般的
な士業に対しては「法律のことは分かっ
ているけど、それ以上のことには詳し
くない」と思われていることが多いで
しょう。それから、こういったケース
もあります。また社労士の例を出しま
すが、問題社員がいて指示を聞かな
い。そこで、社労士がどうしたらいい
か相談を受ける。そこで社労士の多
くは「注意喚起をしてください」とい
うような回答で終わります。面談の時
間を取って指導してくださいと。確か
に法律上では、その後に訓戒や減給、
降格や懲戒解雇の手順を踏むために
は面談の時間を取って注意喚起をして
おくことが重要です。ですが、それだ
けでは問題は根本的に解決しません。
そうすると、「社労士の先生は労基法
は知っているけど、組織の問題を解決
する方法は知らないんだな」と思われ
てしまいます。そこで「その人の性格
はどのような感じですか」とか、「最
初からそういう性格でしたか」「何か
変わったタイミングがありませんでし
たか」というような質問ができると、
クライアントから一目置かれます。

家族が入院してしまってパフォーマ
ンスが落ちるということもあります。
そういった可能性もあることを伝えら
れれば、クライアントからの評価も
上がるでしょう。ただ、多くの士業は
そこまでは達していません。そこまで
レベルを上げるためには、自分の専
門分野に関することは全て貪欲に勉
強していくことが重要です。自分の専
門分野に＋αで出てくる問題には
何があるだろうか、と考える視点
がポイントになってきます。例えば⾏
政書士の相続業務ならば、遺品整理
もそうでしょう。不動産登記が終わっ
たとき、「相続人以外の親類に遺産の
分割が終わったことを通知したらどう
か」とクライアントに提案するという
のもいいでしょう。親族間では「聞い
てなかった」というところが問題の火
種になることも少なくありません。「な
んで俺に知らせなかったんだ」といっ
てくる人というのは、親戚筋には一人

はいたりしますから。このように、自
分の専門分野＋αで考えられることを
貪欲に学んでいくことが必要です。

士業のスタンスとして持っておいて
いただきたいのが、法律的なことはア
ドバイスをしても、経営組織や会社運
営に関することはアドバイスというよ
りもコーチングというスタンスを取る
ということです。法律部分に関しては
当然士業は専門家なので、アドバイス
ができます。「この就業規則は違法で
す」「このプライバシーポリシーは危険
なので直した方がいいです」というア
ドバイスは、ああそうか、助かると素
直に受け入れてもらいやすいところで
す。しかし、経営や組織運営に対して
聞いてもいないのにアドバイスをされ
るのは、多くの経営者が嫌うところで
す。士業よりも経営者の方が経営に関
しては詳しいですし、プロとしてのプ
ライドもあります。ですから、あくま
でコーチング的なスタンスで接す
ることがポイントです。そうすると、
経営者に不快に思わせることなく、「先
生と会うといつもいいアイデアが浮か
ぶ」と思ってもらえたりします。

例えば、セミナーにアドバイスをし
たいと思ったのなら、「こないだのセミ
ナーはどうでしたか」とまずは状況を
確認します。「なかなか人が集まらな
かった」といわれたら、「どんなアイ
デアだったら次のセミナーは当たると
思いますか」と質問してみるとか。そ
こで経営者が考えるような質問を重ね
て気づきに導いていく。このようなコ
ミュニケーションを取るというのも一
つの方法です。それからもう一つ。初
対面の経営者に会うときには、「普通
の士業」というレッテルを貼られた上
で会うことも多いでしょう。ですから、
実績があるなら名刺に実績を書いて
おくこともポイントです。もしまだそ
こまで明確な実績がない場合は、と
にかく変化球を投げることに専念して
ください。凄さをアピールしたり、す
ごいアドバイスをしたりしようと思っ
ても、それはなかなか難しいもので
す。相手は経営者ですから。ここで
は、逆の立場から考えるといいでしょ
う。実績もある、立場も上の経営者
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がいたとするならば、どんな士業な
ら記憶に残すかを考えるというこ
とです。そうすると、やはりユニーク
さです。「この人の視点はユニークだ
な」と思われると良いです。つまり、
他の士業と競争するのではなくて、別
の存在だと思われるということ。それ
はコミュニケーションを通じてでもい
いですし、名刺に書くキャッチコピー
や士業としての方向性でもいいと思い
ます。

私も開業当初は実績もなく年齢も若
かったので、とにかく普通の人が言わ
ないような意見を言うということを徹
底していました。例えば、デザイン会
社の経営者なら、ほとんどの人がセン
スもよくおしゃれです。そこで、大抵
は服装を褒めたり名刺のデザインを褒
めたりしますが、私はそれ以外で伝え
られることは何かをいつも考えていま

した。このように、ユニークな視点
を持つことが大事なポイントです。
また、常に最新の情報を持っていると
いうのも強みです。情報を持っている
人は優遇されますから。これはできる
人とできない人がいると思いますし、
東京寄りの例にはなりますが、例え
ば助成金や法案は当然国会で決まる
ので、国会議員とのパイプがある人は
近しい情報が入ってくる可能性が持て
ます。そうすると、「議員に知り合い
がいて、法律に関する情報は少し早い
です」というアピールができます。こ
れは強いですよ。このように、最新の
情報を持っているというところも大事
なところです。

経営者はエネルギーの塊です。で
すから、リアクションがいいとか、掘
り下げてくれるとか、気持ちよく話さ
せてくれる人は話していて楽しいんで

マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

7 月と 8 月は、インターネット広
告の動きがとても盛んでした。特に
Google 広告では検索連動型広告の
表示形式に変更が加わるなど、重要
なアップデートが立て続けに起こって
います。

今回の広告表示の動きに関連して、
改めて情報収集の重要性を痛感しまし
た。例えば、今回の広告表示の変更
を知らなかった事務所と、把握して対
応ができた事務所とでは、絶対に差
が生まれます。最新の情報を知らな
かった場合、ある日突然広告効果が
落ちて単価も高くなっていた、という

事態になりかねません。
最新情報を追ってないためにその理

由がわからず、「リスティング広告はも
うダメだ」という判断をしてしまう可
能性もあります。実際に、広告表示
やコンバージョンの数字がいつもと違
うと違和感を感じた方もいたのではな
いでしょうか。常に最新情報をチェッ
クする必要はなくても、定期的に最
新の情報を仕入れておく必要がありま
す。

ただ、業務が忙しいとどうしても抜
けが出やすいものです。そのために
天才塾では、2 週間に 1 回「Genius 

one」という形でネット広告の最新情
報や媒体の最新情報を会員様に共有
しています。このニュースレターの中
にも Genius one のまとめがありま
すので、もしも情報が遅れてしまって
いる方は Genius one のトピックを
チェックしてみてください。

特に 7月 8 月あたりの情報がまるま
る抜けてしまっている方は、絶対に押
さえておいてください。情報収集をし
ていく中で、「この記事の意味が分か
らない」というようなことがあれば、
気軽にご相談ください。お待ちしてい
ます。

す。確かにトーク力はあって困ること
はありませんが、相手の話がしっかり
聞けていれば問題ありません。その
ほかに「この人はいいな」と思われる
のは、一緒にいて気持ちがいい人です。
逆に、たとえ優秀であっても一方的に
話す人は一緒にいて辛いものです。る
程度の質問ができてリアクションが取
れるといいですね。これまで見てきた
中で、士業はリアクションが薄い人
が多いように感じます。無反応は一
番記憶に残りません。例えば、名刺
交換をするときにリアクションがない
人も多くいますが、せっかく名刺を渡
せても、そういう人は印象に残りませ
ん。

ちなみに天才塾の情報満載名刺は、
トーク力がない人でも会話が進むため
のものです。たくさんの情報を名刺に
載せていると、それだけ会話の糸口も
見つかりやすいもの。心理学的にもい
われていますが、人は共感できるもの、
わかるものに反応して、理解しようと
する傾向があります。出身大学とか血
液型の情報を載せておくことで、自分
は該当しなくても、自分の知り合いや
兄弟が当てはまるとそこで共通点を見
つけてくれます。もしトーク力に不安
があると感じるのなら、ぜひ名刺を活
用してみてください。
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リスティング広告、「分析」の真実

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

パワーコンテンツジャパン株式会社
の高金大輝です。今回はリスティング
広告における「分析」についてです。

リスティング広告は、出稿後は放っ
ておけば問い合わせが取れる、とい
う代物ではありません。広告出稿後
は、アカウントの状態を分析して、改
善施策に繋げる、という段階が必ず
発生します。この「分析」という手順
を怠ってしまうと、自分のアカウント
のどこが悪いかがわからなく、アカウ
ントは一向に改善されずに広告費だけ
が消費されていく、という状態も考え
られます。

一方、きちんとアカウント分析をし、
適切な改善施策を⾏っていくことで、
予算を1 円も上げずに広告の配信効
率が 2 倍になることもあります。リス
ティング広告の最初の関門が広告出
稿までの準備だとしたら、今回お伝え
する「分析」は、まさに第 2 の関門。

今回はそんな「分析の心構え」を中心
にお伝えいたします。

そもそも分析の目的とは？

リスティング広告において、分析を
する目的とは、広告の配信効率をより
よくするための「改善施策」を見つけ
るためと言えます。

現状のアカウントの状態を様々な指
標を見ながら判断することが、分析
において重要になりますが、アカウン
トの現状だけを確認することが全てで
はなく、その先の改善施策にこそ本
当の分析の価値があるのです。

アカウントの階層を意識する

様々な指標を見ながら現状のアカ
ウントの状態を知ることが分析の第一
歩であり、改善施策を思案するための

材料となりますが、どのような順番で
アカウントを見ていけばよいのでしょ
うか。私のおすすめとしては、「アカウ
ントを階層に分け、大きな階層か
ら順に分析していく」という方法で
す。

リスティング広告のアカウントは、
「キャンペーン」「広告グループ」「広告
文、キーワード」の 3 階層に分かれて
いる、という認識が基本ですが、分
析の際はこれをさらに細分化して、各
階層のレポート画面の数値を見て
いきます。

私の場合は、「アカウント全体」→
「キャンペーン」→「広告グループ」
→「広告文」→「キーワード」→「検
索語句」という順番でアカウントを見
ていきます。複数キャンペーンのある
場合は、まずはアカウント全体の予算
の消化具合を見ていき、各階層の広
告表示回数、クリック率、コンバージョ
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ン率などの数値をレポート画面から見
ていきます。

長期間運用しているアカウントで、
データが多く取れているのであれば、
上記に加えて、「デバイスごとのデー
タ」「地域ごとのデータ」「配信さ
れているユーザー層」など詳細の
データを確認します。

注目すべきレポート画面の数値

各階層のレポート画面を見ていく際
に、注目すべき指標は複数あり、以下
が全てではありませんが、「表示回数」、

「クリック数（率）」、「コンバージョン数
（率）」、「コンバージョン単価」は最低
限見るべき数値と言えます。「どのくら
い広告表示がされているのか」、「どの
くらいクリックされているのか」、「ど
のくらいコンバージョン（問い合わせ）
があったのか」、ここをまず把握する
ことで、初めて広告効果の良し悪しの
判断ができるわけです。

今回は細かい説明は割愛しますが、
さらなる細かいデータを見ていきたい
場合は、「インプレッションシェア」、

「※品質スコア」、「推定入札単価（1
ページ目）」といった指標は注視すべ
きだと言えます。

※品質スコアはキーワードのレポー
ト画面でのみ表示可能。

数字の良し悪し

「数字の良し悪し」と前述しました
が、自分のレポート画面の数値が良い

数字なのか悪い数字なのか判断する
ための水準は、存在しません。業種、
地域、時期など様々な要素によってク
リックやコンバージョンの平均値に差
が出るため、「このクリック率なら上
出来」といった世間共通の基準はな
いと考えてよいでしょう。

それでは、レポートの数値の良し悪
しは何を元に判断すればよいのでしょ
うか。それは「前月のデータ」です。

広告効果を判断する数値の基準は
日々の広告運用で培われていくもの。

「前月からどのくらい数値が伸びたか」
という点のみが、数値の良し悪しを決
定づける要因となります。

分析に必要な着眼点

レポート画面の数値を見ていく際
は、数字が上がっているか、下がって
いるか、という点を見ていくことも重
要ですが、「予算がどこに使われてい
るか」という点も注視していくべきだ
と言えます。

例えば、
①クリックは多くされているがコ

ンバージョンが全く無いキーワー
ド

②クリック数自体は少ないが圧
倒的にコンバージョン数が多い
キーワード

これら 2 つが同一広告グループ内
にあったとします。これを比べると、
②のキーワードの方がコンバージョン
をしているため、広告としての効果が
あることは一目瞭然です。

一方①の広告はどうか、と考えたと
きに、数値の大小だけで判断してし
まうと、①のキーワードはクリックが
多いから問題無い、と判断してしまう
わけです。リスティング広告はクリッ
クごとに費用が発生するため、「クリッ
ク＝予算消化が発生している状態」
です。

このように考えると、多くの予算を
消化しながらも、成果が全く上がって
いないのが①の広告ということになり
ます。この場合①にかかっている予算
を②の広告文に集中させた方がより良
い結果になるのではないか、と仮説
が立てることができます。

そうすると、①のキーワードを停
止する、という選択肢も生まれてくる
のです。上記のように「予算の流れ」
に着目することで、より効率のいい広
告配信に近づくことができる、という
わけです。

まとめ

今回は、リスティング広告における
分析の心構えに関してお伝えしまし
た。今回お伝えしたような心構えでア
カウントと向き合うことで、自分のア
カウントの問題点や、より伸ばすべき
点が自然にわかっていきます。テクニッ
クももちろん大事ですが、その前にど
のようなスタンスで分析、改善をする
かが重要になります。

加えて、自身のビジネスの状況や予
算感に合せて対応していく「柔軟さ」
も持ち合わせることができると、広告
運用初心者を脱したと言ってもよいで
しょう。前述したように、「分析」は
広告運用の第 2 の関門であり、ご自
身で運用している広告主の皆様が苦
手としている分野でもあります。

天才塾で実施している「リスティン
グ広告運用代⾏」では、アカウント
分析を代⾏し、適切な改善施策を実
⾏することが可能ですので、もし分析
や改善といった段階で躓いた場合は、
是非ご検討ください。それでは今回は
ここまで。

最後までお読みいただきありがとう
ございました。
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1 on 1ミーティングで
理想の会社に近づける

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

1 on 1ミーティングのように一対一
で面談をする原点は、個人のコミュニ
ケーションを増やして関係性の質を良
くしていくことにあります。今回のコラ
ムでは、この一対一の対話が不足した
ときに何が起きるか、対話がどう重要
なのかについてお話ししていきます。

コミュニケーションが不足する
と起きること

会話そのものは非常に大事です。
会話をすることで、問題自体は解決し
なくても不満や不安が解消することは
よくあります。会話にはメンタル不全
を防ぐ効果があって、言い換えれば、
会話が少ないとメンタルヘルス不調が
出やすいということです。

コミュニケーションが不足すると、
社員が突然辞めるということが起きま
す。そして、関係性ができていなけれ
ば、社員が辞めると言ってきたときに
上司が淡 と々それを受け入れてしまう、
そういうことも起きてきます。

上司と部下という言い方がわかりや
すいのでこの言葉を使いますが、1 
on 1ミーティングで話す機会が少な
いと、部下が何を考えているか、何を
したいのかが上司にはわかりません。
そうすると上司が部下を理解できない
ために、部下が指示を聞かない、評
価に対する不満が出やすいという状
況も起きてきます。また、部下にとっ
ても成長する機会を失うことにつなが
ります。

コミュニケーションが取れていれ
ば、上司からきついことを言われたと
きでも「きっと私のために言ってくれた
んだな」と部下が受け止めてくれるこ
とがあります。しかしコミュニケーショ
ンがなければ、単に嫌がらせとして受

け止めてしまったり、ひいては上司を
嫌いになってしまう可能性もあります。

解決してほしいのか、共感して
ほしいのか

男性は解決脳で女性は共感脳とい
われますが、この辺は、心理学や脳
科学について学んでいくと必ず出てく
るところです。古く原始時代に遡ると、
元々は人間が狩猟をしていた頃、男性
は動物を狩る役目でした。危険が伴
う狩猟においては、常に問題解決をし
ていかなければならない。女性はけん
かにならないように共感する能力が高
まっていった、といわれていたりもし
ます。

男性、女性と区別するのもあまり今
風とはいえませんが、こういうところ
が原点にあって、男性は解決したがる
傾向が強いといわれています。一方で、
女性は比較的共感されただけで満足
しやすい。言い換えると「解決」と「解
消」の違いです。

士業は特に男性が多いので、解決
するという方向のコミュニケーション
を取ることが多いでしょう。パワーコ
ンテンツジャパン株式会社では女性
スタッフが多いので、共感を求めてい
るのか解決を求めているのかを見分け
る必要があります。

共感する時に気をつけているこ
とが、嘘の共感をしないことです。
リアクションは当然しますが、作られ
たリアクションはしない。これは結構
重要です。本当に関心があることにつ
いてはそのまま共感すれば良いです
が、そうでないものに関しては、無理
に共感しようとしたり会話を終わらせ
ようとしたりするのではなくて、関心
を持つ方向にシフトする。例えば社員
がテニスが趣味だとしたら、「いつか
らやってるの？」と純粋に興味関心を
持つ。そうやって接するといいです。
特に男性の経営者は、結論が出なく
てもいい会話があるということは覚え
ておくといいと思います。

商談をやるときも質問が重要です
が、社員とのコミュニケーションで大
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切なのも質問です。例えば、欠勤した
社員に「大丈夫？」と聞いたとき、社
員が「大丈夫です」という答え以外
に体調のことを話してくれたとしたら、
それは関係性ができ始めている証拠
です。さらに上司が理解してその話を
聞くことで、そこに「このスタッフには
こういうことがあるんだ」という前提
が生まれます。

そうすると、例えば次に同じことが
起きたときに、上司も理解ができます。
関係性があれば相互理解が深まりま
すが、なければ単に休みが多い人とい
う認識になってしまいます。質問を上
手に活用することで、現時点での
関係性をはかることもできます。

どちらを相手が求めているかを
見極めたいときに一番簡単な方法
は、「今日は何を話しましょうか」
と確認することです。「会社で業務
改善をしたいので、今日はその話がし
たい」と言われたら、解決の方に話を
持っていった方がいいでしょう。

逆に「特になにもない」というよう
に着地点が見えない場合は、とりあ
えず聞くことです。ただ、着地点が見
えない回答があったときでも、実はこ
れを話したいとか、これは問題解決し
たいというものを持ってる人もいます。
ですから、決めつけないことが大事で
す。

1 on 1ミーティングはなぜ長続
きしないのか

1 on 1ミーティングは簡単に言え
ば関係性作りですが、これを過去の

企業は飲み会や長い会議でやれてき
た部分はあったと思います。それが合
理化や個人志向に変わっていき、関
係性を作る場がなくなってきた。そこ
で意図的に関係をつくる場を作ろうと
いって発展してきたのが 1 on 1ミー
ティングかもしれません。そう考える
と嘆かわしいところもあるのかもしれ
ませんが、やはり1 on 1ミーティン
グはメリットばかりです。

ただ、いざやろうと思ってもなかな
か続きません。パワーコンテンツジャ
パン株式会社が「3 ヶ月面談」として
3 ヶ月に一度 1 on 1ミーティングを
やり始めたのは 2010 年くらいです。
それから続けてはきたものの、最初の
頃はやりたかったかというと気持ち的
には半々でした。「コミュニケーション
を増やした方がいい」と勧められて始
めたものの、3 ヶ月面談の明確な目的
がなかったというのも理由のひとつで
す。

長続きしない理由に「忙しい」とい
うものがありますが、これは一番言っ
てはいけないことです。なぜかとい
うと、1 on 1ミーティングの優先順
位が低いと言っているようなものだか
らです。「面倒だ」というのも同じで
すが、関係性ができてない時の1 on 
1ミーティングは基本的に面倒なんで
す。特に社員数が多い会社や事務所
ではどうしても人間関係にはムラがで
きますから、全く話したことがない人
もいます。そこでどうしても「1 on 1
ミーティングでは何を話せば良いの
か」と悩んでしまう。そういう面倒さ
がある。そしてそこから「だったら評

価制度を入れたら良いんじゃないか」
という発想になりがちです。

他にも、1 on 1ミーティングが続
かない理由としては、経験がない、
そもそも必要がないと思っている、過
去の面談で嫌な思いをしたことがある
というような理由が考えられます。も
ちろん私も社員との面談では、嫌な
思いもたくさんしてきました。ただ、
ひとつ言えるのは、嫌だなと思いなが
らも続けてきたということです。

逃げずに向き合い続けることが
何より大事

組織論はケーススタディが一番勉強
になるので、パワーコンテンツジャパ
ン株式会社の例をお話しします。弊社
では、過去に他の社員や私とコミュニ
ケーションを取らない仕事の仕方をす
る社員がいました。注意をしても、仕
事の邪魔にはなっていない、迷惑を
かけてないと言い返されたりもしまし
た。

でも私は、社員同士が会話をする
会社にしたい。そこでその社員に対し
て「新しく入ってくる子がまねをしても
いいの？」と説きました。「模範となる
先輩なのに、他のみんなが真似して
無視でいいの」と。そうすると渋々で
すが態度が変わりました。つまり社員
の立場を変えたわけです。今は一社
員だけど、新しく入ってくる人がいた
ら先輩として模範になる。模範社員
がそれでいいのかと。

このときは私の組織運営にも課題
があって、迷惑になるレベルまで自由
さを許してしまっていました。ですが、
ちゃんと会社やろうと思った 2011年
ぐらいから私も覚悟を決めました。
やっぱり社員を注意して嫌われるのは
嫌なものです。でも意を決して言うべ
きことを言い始めました。その頃から
働き方の定義が少しずつ生まれてき
て、今は理想に近い社員に囲まれて
います。

そういうことから逃げようと思えば
逃げるのは簡単なんですが、逃げてし
まうとよくありません。それから抽象
的ですが、社員に対しては愛を持って



経営天才塾ニュースレター Dono　7

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

話すことが一番だと思っています。「こ
の会社を良くしたい、あなたとの関係
も良くなりたい」という思いや愛を持っ
て接する。でも、だからといって何を
してもいいわけではなくて、問い詰め
るとか、過去の叱責をしたりはせずに、
未来に向かって「こうしたいね」と話
すことが大事かなと思います。

そういった苦しい経験があればある
ほど、普段の面談は楽になっていきま
す。ですから、ぜひ頑張ってください。
私自身も未だに苦労する時は苦労しま
すし、大変なときは大変です。でもそ
こから逃げないことで経営者としても
人間としてもレベルが上がると思いま
すし、商談のレベルも上がるはずです。

ちなみに、ここで私が考える最悪
の対処法は評価を下げることです。
評価制度に基づいて「服務規程の何
条違反で減給する」としたら、おそら
く事態はもっと悪化するでしょう。1 
on 1ミーティングでは、評価制度で
はできないことができます。

組織の運営方法を変えようと
思った時、必ず通る道がある

組織運営を変えようと思った時に社
長がまずするべきことは、自分自身が
変わることです。

今までのやり方を変えるには相応の
負荷がかかるわけです。何もしなけれ
ば反発も出ませんが、やっぱり痛み
を伴う構造改革なんです。ですから、
社員からの反発も出ます。そうすると、
社長が覚悟をもってこの組織を変える
という決意をしない限り進まない。変
わらない方が楽ですから。それを止め
ると決めたのなら、社員にも言うべき
ことは言うという決意が必要です。

弊社のオフィスが代々木から四⾕に
移転する時にも社員からの反対にあ
いました。通勤経路が変わるし、手
続きも面倒だし、web や封筒、配布
物や名刺なども大量に修正が出るの
もあって、面倒だという意見もありま
した。でもそれは、「私は新しいこと
がやりたい、もっと大きなこともして
みたい」ということをまず伝えていな
かったのが大きな理由だと思っていま

す。そこを変えるにはぶつかるしかあ
りません。だから抵抗も受けました。

このように、1 on 1ミーティング
を取り入れるときには内部で抵抗が起
きるかもしれません。これは組織の
運営方法を変えようと思った時に
必ず通る道です。社員は自分が入っ
た時の印象で会社を見るので、会社
を変える時にはどうしても大きなハー
ドルがある。ただ、この抵抗が起き
る要因があります。その一つが、経営
者が自分の考えを社員に伝えきれてな
いということです。

ちなみにその対策の一つとして、弊
社では Chatwork で「社長の考えて
いることチャット」を作っていますが、
実は結構重要な役割を持っています。
これがないと、社長が突然何かを始
めたと社員からは見えてしまうんです。
このチャットを始めることで突然感を
なくしました。これはいつでも誰でも
できるので、ぜひしてみてください。

失敗してしまうもう一つの要因が、
定義をしきらないで一部分の変更だ
けを伝えてしまうこと。これは混乱を
招きます。例えば、「来月からフレック
スを導入することにしたから」とだけ
伝えるようなケースです。そうではな
くて、理由を示すことが大事です。

弊社でいえば、働き方や会社の理
念、働く基準などをきちんと決めた
上で「これからはこういう会社にする」
ということを伝える。ここをきちんと
しないと、やはりただの思いつきのよ
うに思われてしまいます。

最終的にはトップダウンに持っ
ていく

パワーコンテンツジャパン株式会社
で Chatwork を導入するときにも、
社員からの抵抗がありました。弊社
はメーリングリストを使って社内でコ
ミュニケーションを取って仕事をして
いましたが、私が元代表取締役 CEO
の山本敏⾏さんのセミナーに出たと
き、Chatwork を使ってみたいと思っ
たんです。でも社員からすれば、制
度が変わるので使いたくない。

こういう時、一つは精神論で変える
というやり方があります。先ほどお話
ししたように、「自分はそういうこと
がしたい」と社員に伝える。それも
一つのやり方ですが、毎回精神論に
もっていくわけにはいかないので、こ
のときは使わざるを得ない状況を作り
出しました。

このときは外堀を埋める作戦でい
きました。最初はメーリングリストと
Chatwork を 併 用して、Chatwork
では全員が使うオールチャットと、社
長のチャットをまず作りました。そこ
から広げて、メーリングリストでして
いることをどんどん Chatwork に移
⾏していった。

社内で少しずつ Chatwork を使う
領域を増やしていき、新入社員が入っ
たときには「Chatwork を中心に使っ
ている」と話して、新入社員は最初か
ら Chatwork を使うように持ってい
く。最終的には私の指示で、全てを
Chatworkに移⾏することにしました。
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天才塾解決事例集

何かを変えるというときにはどこ
かで批判や抵抗が出ますが、そこ
は思い切ってやるしかありません。
現状でいいのか、それとも自分の理
想とする会社にしたいのか。理想を追
いたいのならそこは思ってやるべきだ
と思います。

変化への抵抗を減らすために
も、関係性の構築が重要

例えば弊社が取り組んでいるような
ホラクラシー的な組織運営を取り入れ
ようと思ったら、退職する人も出てく
るかもしれません。働き方を定義して

「これからはこの価値観に合う人と仕
事をしていきます。評価制度は使わず
に1 on 1ミーティングを中心に給料
を決めていきます」と急に言われたら、
戸惑う人は絶対に出ます。

ただ、株主が社長一人の会社はあ
る意味社長の会社なんです。ですか
ら、社長である自分のやりたいことを
追求したほうがいいと思います。上場
企業とかはまた別でしょうけど。弊社

もこうして働き方の定義ができ始めて
からは、大きな隔たりによる退職者は
極めて少なくなりました。

関係性ができていれば「社長はきっ
とこういうことを考えているんだな」
という深い部分を社員から受け取って
もらえる。だから何か変化を起こすと
きもスムーズになります。それがない
と、また新しいこと始めた、何考えて
るんだろう、となってしまう。そうな
らないように、社長は社員に対して一
対一の関係性を持ち、思考の部分を
もっと伝えていくことが大事です。

そのためにも「社長の考えてるこ
とチャット」は本当にお勧めです。
さらに人数が増えてきたら、1 on 1
ミーティングと同時に複数名でも話す
場が自然にできるのが理想です。

実は、そういう時に他愛のない話が
できる社員が一人でもいるといいんで
す。こういう社員は「ラッキーガール」
と呼ばれることがあって、うまくいっ
てる会社にはラッキーガールが必ずい
るといわれています。

ラッキーガールというだけあって、

女性が多い。仕事ができる、できな
いではなくて、その人がいるだけで和
む人です。空気が和み、社員同士が
話したりして関係性が生まれていく。
その中心にいる人です。よくいますよ
ね、いつもお菓子を持ってきていて息
抜きでみんなに配って回る人。弊社は
ここから「無駄を恐れない、雑談私
語奨励」のスタイルにつながっていま
す。メリハリは必要ですが、それがあ
るから良い仕事ができるんだと考えて
います。

今回は、1 on 1ミーティングの重
要性についてお話ししました。もしこ
れから1 on 1ミーティングを導入す
るときには社員からの抵抗もあるかも
しれません。しかし、変化を起こすと
きには避けては通れない道です。

関係性ができていない時期には、1 
on 1ミーティングが苦痛になることも
あるかもしれません。私もそういった
時期がありましたが、続けてきたこと
で今は理想に近い会社経営ができて
いると考えています。ぜひ覚悟を持っ
て初めてみてください。

有料相談はどう取ればいいか？
問い合わせを取りやすいのは無料相談ですが、無料で取りすぎると大変になります。そこで、問い合わせを無料にして

相談を有料にするという考え方があります。例えば「相続が発生したが、こういうことを相談できるか」が問い合わせ。ここ
は無料で⾏い、次段階は有料にします。ただ、最初のうちは全て無料でも良いです。横須賀も、経験を積むためにも年商1,000
万円までは無料相談がよいとずっと言ってきました。ただ、そうすると単なる問い合わせが多くくることもあります。例えば
特許事務所だと「これは特許になりませんか」というような相談が多くきたり、入管専門の⾏政書士の場合は「入管の場所
を教えて欲しい」など。そこで、来て欲しい人だけを無料にするという考え方をすることがポイントです。法人専門のフリー
ダイヤルを設置するなど対策をとりましょう。ちなみに横須賀は相談を全て無料にしていました。最終的に何らかの依頼に
繋げることができ、ゼロ成果で終わらずに済ませられることが多かったためです。

税理士など、顧問紹介センターから紹介されたお客をつかむには？
基本的には合い見積もりなどお金を基準に考えている人が多いので、結構大変なところがあります。なので、自分の最

低基準の顧問報酬等を設定し、「仕事が来なければそれでいい」というスタンスでいるのがベストです。

士業も見た目にこだわるべきか？
15 年くらい前にはこだわっている人は少なかったです。今振り返ると、士業の服装はオーソドックスな格好は無難で良

いんです。見た目は顧客に対していかに好印象を与えるかということだけなので、最低限清潔感があれば良いです。あとは、
自分の生き方と表現の問題だと考えます。
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Q

A

A
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人口がさほど多くない場所での営業方法は？
あまりにも人口が少ない地域は士業は不可能です。場所を変えましょう。商圏が2万人くらいだと売り上げが上がらないです。

実際に事例があります。しかし、その後15 万人くらいの都市に出たら、すぐに売上が上がりました。地方都市では、地域の経
済団体に入ってコツコツやっていくのもひとつの営業方法。また、新参者に対してどういう対応をするかなど、その地域の風土
を知るのも良いです。横須賀の場合は調布市で⾏政書士を始めましたが、最初はコミュニティに入っていくのが大変でした。当
時、調布市では、付き合いがよい・真面目にやっている・飲み会にも出席する・地元を大事にするという人が重宝されていました。
どういったタイプが重宝されるかはその土地の風土にもよるので、それを調べた上で働きかけることが大事です。ダイレクトメー
ルが嫌われている地域もあるので注意が必要です。

会社案内をよりわかりやすくするには？
事務所案内を変えただけで劇的に仕事が増えるということは多くないです。しかし、真剣な顧客は事務所案内を読み込む

もの。だから、できるだけ捨てられないものをつくるのがベストです。しかし、原稿が進まないのであれば、「とりあえず」で
もないよりあった方が良い。その場合は、わかりやすい内容が書いてあれば良いです。 
より会社案内をわかりやすくするためには、「○○許可」、「○○業務」という見出しをつけるよりは、「○○で困ったときにお役
に立てます。」、「○○に悩んでいるときにお役に立てます。」と口語体で伝えると良いです。 
例えば、「各種相続業務」ではなく、「相続をしなきゃだけど、何をしていいかわからない！そんなとき、お役に立てます。」のよ
うに書くとわかりやすくなります。

最終的に実務から離れたいのだが
幹部候補を採用することが重要です。自身が作業をしながらマネジメントしていては作業が手離れすることは無いので、リー

ダーである自身の他にもう一人リーダーとなる人材が事務所内にいて、その下に部下がいるという状態にすることが基本的な形
です。しかし、士業事務所の場合、古株の事務員が、そのまま幹部になるかといえば、そうでないことも多いです。それを未
然に防ぐために、入社時に自身の考え方を伝え、事務員が事務所内でどうありたいかを先に確認しておくべきです。

地域のコミュニティには何があるか。
商工会議所、商工会、ロータリークラブ、経済同友会、その他サークルなど地域によって様々です。商工会にはエキスパー

トバンクと呼ばれるような専門家登録機関もあるので、そこからたまに依頼が来ることがあります。※商工会議所と商工会は
別の団体です。

どういう人と業務提携しますか？
性格合う人です。お金だけのマッチングってうまくいかない。面白くないです。私もやる気出ませんし。熱意あったり理念あっ

たりする人の方が好きです。あと士業の業界ナメてる人とは絶対に組みません。

セミナーなどコンテンツ販売をしたいのだが
「何を」コンテンツ販売したら良いかがわからない場合は、まず「誰に」提供するものかを考え、そのお客様になりえる方に「こ

のような DVD（CD、セミナー）があったら欲しいと思いますか？」と直接聞いてしまうということも1つの手です。 
お客様の反応を事前に知っておかなければ、売れるかどうかは博打のようになってしまう場合も考えられるため、事前に「欲しい」
と思われているものをリサーチしてコンテンツ制作に臨むと良いでしょう。

見込み客向けにメールを送りたいが ?
ステップメールで「全◯回」とメールセミナーを送ることが以前の主流でしたが、現在はメルマガに登録してもらった後に、

個人からメールがきたように送るのが良いです。しかし、「興味、関心の細分化」をすることにより、メールセミナーも有効な
手段になります。例えば、ビジネス全般の話題でメールセミナーを送るより、【Facebook 広告のクリック単価を下げるためのメー
ルセミナー全◯回】のような局地的にニーズがありそうな話題は、興味のある人は引き込まれやすいです。

新聞は読んだ方がいいですか？
どっちでも良いと思います。仕事で使うなら読めばいいんじゃないでしょうか。私はほとんど読まないです。起業してから

9 年近く、ネットニュースオンリーです。なので、日経読まなきゃ稼げない、ということはないです。
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佐々 淳⾏ 著
文藝春秋

完本　危機管理のノウハウ

佐々淳⾏さんは、私の年代よりもう
少し上の人にとっては「あさま山荘事
件」の人として記憶にあるかもしれま
せん。あさま山荘事件に関しては「突
入せよ！あさま山荘事件」という映画
や小説がありますが、これは佐々さん
を主人公にした映画です。

佐々さんは東京大学法学部を卒業
後、警察庁に入庁し、1986 年には
内閣安全保障室の初代室長に就任し
ました。このことでとても有名になっ
ています。それから 3 冊からなる「危
機管理のノウハウ」という書籍をかつ
て出版していますが、その 3 部作がひ
とつになったのがこの「完本　危機管
理のノウハウ」です。

業務としてではなく、自分の危
機管理としてこの本を使う

危機管理に関する業務は、基本的
にはあまり儲かりません。なぜかとい
うと、危機管理をしたからといってク
ライアントに利益が出るものではない
からです。危機管理というのは「危険
があったときにどうするか」という話
で、コンプライアンスしませんかとい
う営業と同じです。

コンプライアンスは大事なことです

が、多くの企業が「自分は大丈夫だ
ろう」と思っています。個人情報が漏
洩しないような体制が大事だといって
も、よほど P マークを取得するとか
ISO の認証取得をするような会社でな
ければ、「うちは大丈夫ですよ」となる。
前もって危機管理しようという発想は
あまりないんですね。ですから、この
本もどちらかというと「自分の身を守
る」という意味合いで活用していただ
くのがいいでしょう。それから、クラ
イアントと契約するときにどういうリ
スクがあるか、リスクがある時どうす
ればいいのかという、リスクの着眼点
がわかるというのも大きな利点です。

この本にはたくさんのエッセンスが
掲載されていますが、特に大事だと思
えるものを 4 つご紹介します。

①悲観的に準備し、楽観的に行
動する

この本の中で一番伝えたいことは、
「危機管理はできるだけ悲観的に準備
しておくことが大事だ」ということだ
と思います。起こりうる悲観的な可能
性を徹底的に洗い出して、それに対し
て準備をする。そして実際に準備をし
たら、あとは楽観的にやる。それが危
機管理の基本です。

ですから、実際に⾏動に移す段階
で悲観的になる必要はありません。例
えば人に関するリスク、契約のリスク
など経営上で起こりうるリスクを全部
想定して、事業に関する法律も全部
チェックしたのなら、あとは楽観的に
進んでいくこと。こういったことが書
かれています。

②指示命令権を持つ人は 1人に
する

指示命令権を持っている人が複数
いるのはあまり良くないことで、2 人

賢い人がいるより、1人の劣ったリー
ダーがいる方が組織がまとまるという
ことも書かれています。そういうこと
を知っておくと、自分の会社だけでな
く、クライアントの会社もチェックで
きます。

③情報を集める
情報をとにかく集めること。「巧遅よ

り拙速」という言葉がありますが、不
完全な情報でもいいから集めることが
大事です。例えば情報漏洩が起きた
とき、社員の中に「システムに欠陥が
ある」と言っている人がいたとしたら、
そのときに後で報告書を出すように求
めるのではなくて、不確定な段階でい
いから現時点での情報を報告させるこ
とが重要です。

④危機を乗り切る考え方を身に
つける

日本では、不祥事が起きたときには
すごく世論が盛り上がりますし、すご
く叩かれます。でも、割とすぐ忘れら
れていくものです。今は 2018 年 9 月
ですが、日大ラグビー部の事件とか、
多くの人はもう忘れてるんじゃないで
しょうか。すぐ忘れるというのが日本
人の気質です。

それもあって、日本で不祥事を起こ
したとしても、ちゃんと記者会見をし
て謝罪をすると株価が上がったりする
んです。過去に不祥事を起こした会社
が、記者会見でしっかり非を認めて「こ
れからはこういう風にやっていきます」
というお手本のような記者会見をしま
した。そうすると、記者会見後に株価
が上がったことがあります。

投資家としては、おそらくみんな株
を売りに出すと判断したのでしょう。
しかしここまで理想的な記者会見をし
たのなら逆に買いじゃないかという心
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理が働いて、結果的に株価が上がった
のではないでしょうか。あさま山荘事
件もそうですが、終わらない事件はあ
りません。なにか危機が起きたときに、
耐えるマインドやタフネスみたいなも
のは持っておいた方がいい。そういう
ことも本書では書かれています。

実際に自分の事務所が不祥事を起
こすということは想定できないと思い
ますが、こういった危機管理に関する
考え方を知っておくことで大事故を防
げます。私がこの本を読んだのは 22
歳のときでした。私の経営方針はどち
らかというと「勝つ経営」ではなくて「負
けない経営」ですが、そのためにもこ
の危機管理という発想は役立っていま
す。

他にもたくさんのエッセンスが載っ
ている本なので、ぜひ時間があるとき
に目を通していただきたいですね。分
厚い本ですが、雑学的に読んでいただ
くのもお勧めです。

合わせて知っておきたい「クラ
イシスマネジメント」

ちなみに、危機管理と合わせて知っ
ておきたいのが「クライシスマネジメン
ト」という概念です。これは、地震災

害や犯罪なども広く含んで、危機が発
生した後にどう対応するか、二次被害
をどう回避するかという発想です。特
に、海外に子会社や支社があるよう
な会社はクライシスマネジメントが必
要です。

例えばカンボジアやミャンマーなん
かに支社を出すときには、バスジャッ
クや盗難が起きたときにどうするかま
で管理しておかなければ、現地に⾏っ
た日本人社員は対応できません。昔も
危機管理という概念はありましたが、
今と一番違うのはインターネットの普
及です。データの軽量化といってもい
いでしょう。昔は、個人情報が漏洩す
るというのは、顧客台帳という大きな
台帳を盗まれるようなケースでした。
もう笑い話ですが、机の上に置いて
あった請求書が風で飛んで情報漏洩
したという事例もありました。でも今
は、メモリースティック1 個で大量の
情報が取り出せる時代です。

雑学としても知っておきたい「あ
さま山荘事件」のこと

「完本　危機管理のノウハウ」につ
いてご紹介しました。この本は分量も
厚く、かなり読むのが辛い本です。

もし時間がない方や読むのにどうし
ても抵抗がある方は、映画をレンタル
して観るとか、「突入せよ！あさま山荘
事件」の小説を読むというのもいいと
思います。あさま山荘事件のことや連
合赤軍、その辺りのことは年代的に知
らない方も多いかも知れません。この
本は、そういった歴史的なことを知る
のにも役立つのではと思います。

※本原稿を執筆中に、著者の佐々
淳⾏氏の訃報がございました。謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます。
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Google 広告、キャンペーンのテストの対象を Cookie ベースで分割可能に
Google 広告の機能「キャンペーンのテスト」での A/B テストの精度が上がりました。
細かい広告文のテストでは、重宝する機能です。

広告の候補 (Ad Suggestion) が日本語でも提供を開始：Google による広告文案の自動作成がされるように
広告文の提案まで自動化される時代になりました。
この機能の効果はまだ未知数ですが、あくまで業界に精通している人間が考える広告文こそ、本当に成果が挙げられ

ると私は考えています。

1日の予算が 8 倍くらい超過して頭が真っ白になった件
「こういったこともある」ということを頭に入れておくことはよいかと思います。
ある日突然設定している以上に予算が使われていても慌てなくてすむでしょう。

［いくらから始める？］リスティング広告は少額でも成果が上がるのか問題
少額からの広告テストは基本です。
自分の商品、サービスが市場に求められているか、という点をまずは確かめる必要があると言えます。

除外キーワードで広告費の無駄を減らす！設定ステップも詳細解説
部分一致での除外キーワード設定は私もかなり使います。
他の除外マッチタイプよりも遥かに効率がいいです。

Google 広告で縦型の動画広告が利用可能に：モバイルユーザーの視聴環境に合わせて最適な動画サイズを
デバイスに合わせた動画サイズでの広告表示が、今後のモバイル向け広告のトレンドになりそうです。

「派遣３年期限」法改正から３年　雇い止め通告　増加懸念
派遣会社の紹介料については、ほかでもトラブルを聞きます。ビジネスチャンスかも。

遺族年金旧規定は合憲　父子家庭除外、最高裁
法律的な観点と、情緒的な観点はやはり違います。

副業「認めない企業」が 4 分の 3 以上　
「過重労働」への懸念労務上の問題ではありますが、組織論的には自由にしたほうが良い、というのが私の考えです。

国土交通省／道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定
法改正そのものの内容よりは、これをきっかけに顧客と接点を取る、という発想が営業的には正しいです。

事務職員と労使協定締結なし、県内小中校でも
公務員にもこういう議論が。個人的には息苦しくなく一方な気がしてますが…

菅義偉官房長官、入管法改正案提出に意欲　「即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる」
実はこっそり移民を増やす方針が進んでいるような気がします。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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全施設対象の宿泊税始まる　旅行者増の京都市、全国初
これもニュースレターやセミナーのトピックとして使いたいニュース。

日本語教師、アジアで育成　政府、普及へ拠点づくり
日本に⾏きたい外国人、多いんです。実際に現地に⾏ってみるとわかります。

民泊 7 割が消防手続き不備、札幌 国指針に従わず
義務がないところがネックですが、こういうのは DM を出す機会です。

空き家の再生、事業者の連携促進　香川県が登録制度
空き家の問題は、地方都市になればなるほど深刻です。

加熱式たばこの専用喫煙所、標準マークを新たに追加へ
一応手続きに関わる専門家なら、知っておいて損はない情報です。

証券会社へのマイナンバー届け出が進まず　株や投資信託などの取引に必要
マイナンバーカード取得も、おそらく全体の 2 割にも達してないのではないかと思います。

中小企業の事業承継を支援へ　川崎信用金庫
新しい制度は最初がやはり肝心。この信金も実績をつくりたいはずなので、チャンスです。

社長の交代や M ＆ A　人には言えない「社内改革の裏側」
M ＆ A とかの大型案件は、やはりアナログな人脈から入ってくることが多いです。

送還拒否の一部の国を除外　法務省方針
ニュースの先の関連リンクも、類似情報がまとめられているので要チェックです。

養育費の不払いに歯止めを
不払いにならないようにするのが、法律実務家の役割のはずです。

労働条件の書面での交付を怠り書類送検　短期雇用労働者多く全員に明示せず　帯広労基署
いまだにこういう基本的なところでトラブルになるケース、多いです。みんな自社だけは大丈夫と思ってる。

違法疑い物件約 2 割　民泊新法施行時点で
悪意あってのことなのか？単なるミスなのか。それにしてもちょっと多い気がします。
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No.576 経営者への質問方法

横須賀輝尚です。今日は「経営者へ
の質問方法」について。
「経営者への対応方法」としては、

士業としてのスタンスとコンサルタン
トとしてのスタンスの違いを分けるこ
とが重要です。士業の専門分野や専
門領域に関してはアドバイス、ティー
チングをし、その一方で経営に関して
はコーチングをします。

コーチングを改めて学んで技法を覚
える必要はありません。私は質問が
得意な方だと思っていますが、コー
チングを学んだことは一度もありませ
ん。ただ、コーチングを受けて体感し
ていきながら習得していくやり方は効
率が良いのではないかと思います。

一番やってはいけない質問の仕
方

経営者の悩みにどうアプローチする
かについては過去のメールマガジンに
も書いていますが、一番下手なやり方
は「なにかお悩みごとがありますか」
という聞き方です。これ、実はすごく
失礼な聞き方です。なぜかというと「悩
みがある」という前提のもとに聞いて
いるからです。質問の仕方は非常に重
要なポイントです。日本人的な特徴と

してよくあるのが、誠意があれば伝え
方は気にしなくていいという考え方。
伝え方よりも気持ちの方が大事だとい
う考えを根底として持っている人は多
いと思います。

ただ、これは信頼関係があるかど
うかで大きく変わってくるところで、同
じことを言われたとしても、信頼
関係がある人と初対面の人とでは
捉え方が全く変わってきます。例え
ば「もっと成長してもらいたい」「この
人の役に立ちたい」と思ってアドバイ
スをしたとしても、初めて会った人と
知り合って数ヶ月経った人とでは、伝
わり方が違うんです。

だから、本心がちゃんとしていれば
いいかというとそうではない。役に立
ちたい気持ちがあるからどんな言い方
をしてもいいというわけではないとい
うことですね。これが伝え方の第 1
段階の話です。

どんな伝え方をすればいいのか

そこで伝え方を気にする必要があ
ります。「なにかお悩みがありますか」
という聞き方ではなくて、例えば「最
近何か気になることがありますか」と
いう聞き方をするとスマートです。こ
れが伝え方の第 2 段階の話。さらに
伝え方には第 3 段階があります。「役

に立ちたい」という気持ちがあって、
伝え方も気にした。それでも相手には
間違って伝わってしまうことがありま
すが、極論をいうと、本心がどうあ
れ相手に伝わったことが全てです。

これは経営者に対してだけの話では
ありませんが、そこを考える必要があ
ります。これが第 3 段階。良かれと
思って話したことが相手にマイナスに
伝わってしまったとしてもそれが全て
で、相手は伝わったことを中心に考え
たり⾏動したりするということ。ビジ
ネスシーンでは特にそうです。

過去のメールマガジンでは、まずそ
の悩みが緊急性が高いものかどうか
という判断をすると書きました。緊急
性が高かったらすぐに対応しなければ
いけません。緊急性が低ければ現状
を整理整頓するほうが役立ちます。

逆にいうと、経営者にとっては、緊
急性が高いのになかなか動いてくれな
い士業はやっぱり頼りない。逆に緊急
性があまり高くないのに急かされるの
も違和感を感じます。ここは温度感を
考える必要があるところです。

それから、コーチング的な質問のア
プローチとして「最後はどこに⾏きた
いんですか」という質問をする。あな
たにとって理想的な状況はどうい
う状況ですか、ということを質問
して、そこに向かって何ができる
かを構築していくことが大事です。

過去のメールマガジンからの抜粋で
すが、緊急性が低いこと、高いことに
分けて「こんな質問をすると良い」と
いうリストをご紹介します。これは今
でもとても役に立つと思うので、ぜひ
活用してみてください。ちなみに、こ
のアプローチはセルフコーチングにも
応用できます。ぜひ一度考えてみてく
ださい。整理されると思います。

・あなたが今一番気になっているこ
とは何ですか？

・それは緊急に解決しなければなら
ないことですか？

メルマガバックナンバー
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【緊急】
・いつまでに何が必要ですか？
・そのためにしなければいけないこ

とは何ですか？
・そのためにどんな人が必要です

か？
・そのためにお金はどのくらい必要

ですか？
・最悪の状況になったときの解決策

はありますか？

【非緊急】
・あなたが理想とする事務所の（会

社の）状況はどんな状況ですか？
・今かかえている悩みを解決するこ

とによって、その理想的な状況に近づ
くことができますか？（近づかないの
であれば、実はあまり関係ない悩み
だったりする）

・理想の状況に近づくためには何が
必要ですか？

・それはどうやったら手に入ります
か？

・手に入れるためには何が必要です
か？

・必要なものがそろったとき、一番
優先順位が高いことはなんですか？

・それをいつまでにしますか？

緊急性が高い悩みに対してやる
べきこと、やってはいけないこ
と

すぐに売上を上げないといけないと
か、退職する社員に歯止めをかけな
いといけないというような緊急性が高
い悩みを抱えているとき、やってはい
けないのが「新しいことをすること」
です。

新しいことは予測ができません。経
営が厳しくなってきてすぐに売上を上
げないといけないというときに、「これ
まで関係者からの紹介を中心にやって
きたけど、インターネットマーケティ
ングを始めたい」というような相談が
きたら、私は基本的には止めます。

なぜかというと、やったことがない
ことは大けがする可能性があるから
です。だったら今までやってきてうま
くいったことをもう一度繰り返してみ
ましょう、今までやってきたことの中
で今やってないことがあればもう一度
やってみましょうという提案をします。

紹介が多いなら、今までの顧客先
にもう一度挨拶して回っても遅くない
ですよね、といって、リスクを抑えつ

つ効果が高い方法を提案する。今ま
でうまくいったことを繰り返した方が
結果は出やすいので、そういうアドバ
イスをよくしていました。

営業がうまくなるコツ

うまくいったものを繰り返すという
ことが、営業が上手くなるコツです。
士業が営業をうまくなるのは実はすご
く簡単です。天才塾では、5 大営業
方法としてアナログ営業・ネット営業・
セミナー・広告・DMをあげていますが、
実はどれでもうまくいくんです。

ただ、どれが自分に合っているのか
はやってみないとわからない。だから
全部やってみる。その代わり中途半
端にやらない。それぞれの方法で考
えられることを全てやりきったときに、

「自分はこれがいけそうだな」「得意だ
な」というものが必ず見えてきます。
私は、結構あらゆる営業をやってきま
した。主にこんな感じです。

・ダイレクトメール
・FAXDM
・タウン誌の広告
・飛び込み営業
・商工会に⾏くなどのアナログ営業
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・セミナーや交流会で名刺交換
・ホームページを作って SEO
・リスティング広告
・ブログ
・メールマガジン
これらのことをやってみると、セミ

ナーや交流会に出て名刺交換すると
反響が良いということがわかりまし
た。それからブログも反響がよかった。
10 個の営業方法のうち、この 2 つだ
け人の反応がありました。そこで、こ
の 2 つに徹底して力を入れました。こ
こで中途半端にやってしまうと、それ
が得意かどうか、うまくいくかどうか
が分かりません。だからある程度やり
きったほうがいいです。たくさんやっ
てみて自分がうまく行くところで
チャレンジする。これが営業が上
手くなるコツです。

今回は、経営者への対応方法として、
質問の仕方を交えて解説しました。セ
ルフコーチングにも役立つ質問も載せ
ていますので、ぜひ参考にしてくださ
い。

No.577　 ブ ロ グ 営 業 術
2018 年バージョン

横須賀輝尚です。今日は「2018 年
のブログ営業術」について。

まずブログの歴史をざっくりお話す
ると、ブログがブームになり始めたの
は 2003 年です。当時はブログという
言葉もまだまだ定着してなくて、web
上のログなので「ウェブログ」と呼ば
れていました。

2003 年頃はブログサービスが
主流

当時はブログサービスを活用するこ
とが一番多いスタイルで、楽天日記と
ライブドアブログが 2 大ブログとして
非常に強かった。私も楽天日記を使っ
て知名度を上げました。2008 年頃
になると、サイバーエージェントのア
メーバブログが台頭してきます。私も
アメブロでしばらくブログを書いてい
ました。最近はあまり聞かなくなりま
したが、この頃「ドロップシッピング」
というものがありました。これは、今
でいう BASE のようなものです。例え
ば、商品のデザインだけ作ってweb
上にアップして、実際に注文が入った
ら商品は別のところが作ってくれる。
そうして販売して収益を上げるという
システムです。

ドロップシッピングは海外では流
⾏っていましたが、日本ではあまり流
⾏りませんでした。でもアメブロには
最初からドロップシッピング機能が搭

載されていた。それを見て「なんて先
見の明があるんだ」と思って私もアメ
ブロでブログを始めたという経緯があ
ります。

ムーバブルタイプがワードプレ
スのはしり

当時ワードプレスはまだありません
が、ブログ型でホームページを作れ
るシステムはありました。ワードプレ
スの前に流⾏ったツールで「ムーバブ
ルタイプ」、通称 MTと呼ばれるツー
ルです。MT を使えば自分のホーム
ページの中でブログを作れたものの、
当時はあまり主流ではありませんでし
た。MT を使えばアクセスも見込めま
したが、その頃は普通にブログサー
ビスを使って書いた方がアクセスが
異常に集まるような状況だったからで
す。私の「小さな会社の逆転戦略 最
強ブログ営業術」という本の中で、2
つの違いをこのように説明しています。
「ブログサービスを使うのは都会の

繁華街にお店を出すようなもの、自前
のサイトでブログを書くのは田舎にポ
ツンとお店を出すようなもの」。そもそ
も人がいるところにお店を出した方が
いいという発想でサービスを使うとい
うことです。
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2018 年現在のブログの使い方

サイト営業に関しては基本的に大き
な変化はありません。ホームページを
作ってリスティング広告を出して、そ
こから自分のサイトを見てもらう、合
わせ技でブログも見てもらって成約率
を高めるというのが当時の使い方です
が、これは今も全然できます。

だから、ブログサービスでブログ
を書くこと自体は全然悪くない。ただ、
今は基本的に自分のサイトでブロ
グを書いていくのが主流です。な
ぜかというと、ブログそのものが
増えすぎたからです。

以前のように、「ホームページ +ブ
ログ」で成約率を補助的に高めるた
めにはブログという方法は使えます
が、ブログがものすごく力を持つかと
いうと、もうその力はありません。で
すから、自分のサイトの中で独自性の
ある記事を書いていくことで十分だと
思います。天才塾メソッドで最近ご紹
介しているのが、自社サイトの中で問
題解決事例のような記事を書いていく
というものです。「うちはこんな問題
を解決しました」という事例を上げて
いくことで、この事務所ならこんな問
題を解決してくれるんだ、すごい事務
所だなと思ってもらえる。そういう使
い方の方がいいです。

今では、ブログを書いたところで仕
事は来ません。あくまで補助的なツー
ルです。例えば、自分が何かを依頼
したくてインターネットで士業を探し
たとき、ブログを見つけたら必ずホー
ムページを見ますよね。ブログだけで
は絶対に依頼は来ないんです。

ですから、今から取り組むのなら、
きちんとした記事を自分のサイトの中
にコツコツ貯めていく方がいいです。
ただ、成約率の高いホームページとリ
スティング広告さえあれば、特にブロ
グはなくても全く問題ありません。

実際に天才塾の会員さんにはブロ
グを全然書いてない人も多いですが、
リスティング広告で仕事はきちんと取
れてます。ブログにすごく力を入れて
やっていくのは戦略におすすめしませ
ん。

人脈営業術は今でも使えるのか

ブログを作って人脈を増やしていく
という営業術。これはまだ使える方法
です。例えば自分の近所で士業の知
り合いを作りたいようなときには、ブ
ログから近づいていく。コメントを書
いたりメッセージを送ったりしてだん
だん接触回数を高めて、「一度会いた
いですね」という流れに持っていくと
いうのは、ひとつやり方です。

いきなり電話して「一回会いたいん
ですけど」と言ってしまう人間関係の
距離感の詰め方が下手な人も多いで
すが、ブログというツールを使って接
触回数を増やしていく。これはザイオ
ンス効果といって、接点が多ければ多
いほど親近感がわくという考え方があ
ります。長い時間一回会うよりも、短
い時間回数合う方が打ち解けていき
ます。例えば訪問営業でも、訪問し
て挨拶だけして、帰ってまた来るとい
うやり方の方が、2、3 時間居座られ
るよりも打ち解けやすいんです。

それと同じで、ブログを通じてこま
めにコンタクトを取っていくと、だん
だん距離感が詰まってくる。そこで、「よ
かったら一度お電話とかでご挨拶でき
れば」と持っていく。そういうふうに
使えます。ブログは、web で距離感
を詰めて人間関係を作るための一
つの媒体としては有効です。

ブログだけではなくて、Facebook

な ん か も 活 用 で き ま す。 た だ、
Facebook は実際に会ったことがあ
る人としか繋がらないというポリシー
を持っている人も多いので、少し性質
は違うかもしれません。

ちなみに私は結 構 Facebook で
繋がった人がいます。例えば、質
問の専門家であるマツダミヒロさ
ん。 マ ツ ダ さん に は、2017 年 の
12 月に LEGALMAGIC で開催した

「TRANSWITCH™」の講座にゲスト
講師として来ていただきましたが、実
は Facebook で知り合いました。

最後は Facebook のお話も交えて
話しましたが、2003 年の登場からブ
ログ回りのことはいろいろ変化してき
ていす。これから士業がブログを始め
るのであれば、ワードプレスを使って
自社サイトの中で問題解決の記事を
貯めていく。これが一番お勧めです。

No.578 メールマガジン広告
の仕組み

横須賀輝尚です。今日は「メールマ
ガジン広告の仕組み」について。

天才塾初期の頃は、資格起業家理
論、資格起業家メソッドというものを
ご紹介していました。まず売りやすい
ものを売りながら士業として認知度を
高めて、そこから次の仕事につなげる
という考え方です。
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士業の仕事はコントロールが難
しい

士業の仕事はニーズ型商売です。
相続、離婚、建設業、なんでもそう
ですが、お客さんのニーズが発生しな
いと仕事が発生しないので、どんなに
頑張って広告を出したりプレゼンテー
ションをしたりしても難しい一面があ
ります。私が 1年近く⾏政書士として
実務を経験して思ったのが、集客をコ
ントロールできてないなということ。
仕掛けてはいても、集客をコントロー
ルできているという感覚がありません
でした。そのコントロール感が欲しい
ということで、セミナーを始めたり教
材を販売したりしたのが最初の動き
です。そのときメールマガジンは非常
に大事なツールでした。私がメールマ
ガジンを初めて書いたのは 2003 年。
23 歳のときです。

メールマガジンの失敗例

ただ、最初に出していたメールマガ
ジンは廃刊しました。この頃はまだ
メールマガジンのことを何もわかって
いませんでした。⾏政書士だから会
社設立に関するメールマガジンでも書
けばいいのかな、という感じで、「誰
にも頼らず自分の力で有限会社を作
る方法」といようなメールマガジンを
書いていました。これは最悪のやり方
だったと思います。

一見、⾏政書士が会社設立のメー

ルマガジンを書いているので良さそう
な気がしますが、自分の仕事をなくす
ようなメールマガジンですから。でも
当時は気がつきませんでした。そのあ
と気を取り直して新しく始めたのがブ
ログに関するメールマガジンです。「あ
なたの収入を1ヶ月で 2 倍にするブロ
グ営業術」というようなタイトルにし
て、今度はブログのノウハウについて
メールマガジンを発⾏していました。

メールマガジンの仕組みは昔から変
わっていません。基本的には、顧客リ
ストを集めてそれに対して情報を送っ
ていくという仕組みです。リストを集
めるというのが第 1 段階で、第 2 段
階はリストに対する情報提供です。3
段階目がクロージング、販売になって
きます。今回は、メールマガジンのリ
ストの集め方についてご紹介します。

何のためにメールマガジンを発
行するのか

まずは、士業が何のためにメールマ
ガジンを出すのかを考えなければなり
ません。ちなみに、相続、遺言、建
設業や税理士、社労士の顧問といっ
た従来の標準業務を集めるためには
メールマガジンは不要です。ダメとい
うことではありませんが、書く必要は
ありません。

メールマガジンは、こちらから売り
たいタイミングで売るものがある人が
使うのに適したツールです。ですが士
業の仕事は売る側のタイミングで売

れるものではないので、あまり性質が
合ってないんですね。士業の仕事には
リスティング広告の方が合っています。

メールマガジンが合っているの
は、セミナーで収益を上げたい人、
セミナーで顧問を増やしたい人、
あるいはビジネス教材を販売した
い人です。わかりやすくいえば、パ
ワーコンテンツジャパン株式会社のよ
うに講座などがやりたい人。こういう
人はメールマガジンが一番いいと思い
ます。

リストを集める

次に入り口の話をします。まずリス
トを集めなければなりません。リスト
を集めるには色々な方法があります。
極端なものは懸賞です。例えば、「こ
のメールアドレスに登録するだけでデ
ジカメが当たる」みたいなもの。これ
に協賛するとリストがもらえます。

昔はこういうものがよくありました。
ただ、これは一番してはいけない集め
方です。なぜかというと、興味がな
い人もたくさん集めてしまうからです。
正しい考え方としては、自分のお客
様候補になりそうな人が求めるで
あろうオファーを考えていくという
ことです。

税理士だったら税務調査ノウハウや
節税ノウハウとか、社労社だったら労
務トラブル対策とか。⾏政書誌なら融
資とか。分かりやすいのはお金に関す
るものです。コストが下がるか売上げ
が劇的に増えるといったものですね。
そして次に、顧客リストを取るためだ
けのページを作成することが必要に
なってきます。

オファーページを作って広告を
出す

広告を出す前にオファーページを作
ります。例えば「今登録するとこの動
画がもらえます」というようなページ
を作ります。今でいうランディングペー
ジですね。それができたら広告を出し
ていきます。かつては、いろんなサイ
トを作ってそこに広告リンクを貼ると
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いう方法をとっていました。ですが最
近では 8 割ぐらいは Facebook 広告
でしょう。Facebook 広告の細かい
ところは今回は省略しますが、まずは
Facebook 広告。次がディスプレイ
広告です。

リストを集めるなら、メールマガジ
ン広告も効果的かもしれません。誰
かが出しているメールマガジンに有料
で広告を載せてもらうというのがメー
ルマガジン広告です。

メールマガジン広告の仕組み

メールマガジン広告は、主にヘッ
ダー広告・フッター広告・号外広告の
3 つに分かれます。メールマガジンの
一番頭に出してくるのがヘッダー広告。
一番下がフッターです。号外は、全部
広告を載せてくれるというものです。

今するなら100％号外ですね。
フッターはまず反応がありません。値
段的にも号外が一番値段が高くて、
号外が 20 万ならヘッダーが 10 万、
フッターが 5 万くらいのバランスです。
メールマガジン広告を出すなら、号外
くらい出さないと反応は取れません。

ただこれは、全体的にメールマガジ
ンそのものがだんだん読まれなくなっ
てきているというのも一つの要因かと
思います。

メールマガジン広告で重要なこ
と

重要なのは、リストを集めることに
ちゃんとお金を使うということです。
メールマガジンはそもそも無料の媒体
で始まっているので、お金をかけるこ
とに抵抗がある人も多いかもしれませ
ん。ただ、実際はお金をかけてきた
人が成功しています。

きちんとお金をかけてリストを集め
ていくことで、自分たちの商品に興味
がある人達が集まります。その結果、
セミナーをするにも教材販売するにも
有利な環境になっていくんです。

メールマガジン広告には 2 つ種類
があって、まず配信者と個別交渉する
方法。もう一つが総合代理店を利用

する方法です。代理店を利用すると、
発⾏したい広告部数に応じてどのメー
ルマガジンに何本載せるかということ
も管理してくれます。

メールマガジン広告の媒体は書
き手と読者の関係で選ぶ

一般的に日刊メールマガジンはあま
り反応が良くないといわれています。
もちろん日刊メールマガジンだから駄
目ということではありませんが。昔は、
日刊のものは新聞のトップニュースの
解説のような情報配信系が多くて、そ
れが毎日来るので読み手としては煩雑
に感じるという一面がありました。

ですから、よほど記事タイトルが気
にならないと読まれなかった。ただ、
書き手と読者の人間関係がしっかり作
れていて、毎日読まれるようなメール
マガジンだったら反応は取れます。

書き手と読者の関係性がどれだ
けできているのかということが、
メールマガジン広告の媒体を選ぶ
時には一番大事です。もちろん部数
も大事ですが、一番はきちんと読まれ
ているかどうか。ただ、これは測定し
にくいんですね。

例えば 1万部メールマガジンを発⾏
していても、どれくらい読まれてるの
かはクリック測定をしてない限りはわ
かりませんし、そもそもクリック測定
をしていない人も多いです。そうする
と、広告代理店に頼むにしても、「一
回の配信で 200 リスト取れました」

というような実績しか説明ができませ
ん。部数と配信頻度、それから最新
に配信したのがいつなのか。媒体を
選ぶときには、ここを見ると良いでしょ
う。いくら10 万部発⾏していても、
最後に配信したのが 1年前とかだとそ
もそも読まれていない感じがしてしま
います。

結論として、メールマガジン広告
を出すのなら、よほど頑張って昔
から書いている人のメールマガジ
ンくらいでないと、そんなに反応
は得られないと思います。

今回は、メールマガジン広告の仕組
みについてご紹介しました。まずは何
のためにメールマガジンを出すのかを
はっきりさせること。それから、媒体
を選ぶときには書き手と読者との関係
性をポイントに選ぶことが大事です。

No.579　メールマガジンの
構成について

横須賀輝尚です。今回は、メール
マガジンの構成について、中身の話を
中心にしていきます。

メルマガの文章や表記について

構成には、見えているものと見えて
ないものがあります。まずは見えてい
るものから。例えば文章そのもので
す。日本語の文法が正しいか、誤字
脱字がないかなど。細かいことをいう
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と、昔のメールマガジンは 30 文字か
35 文字で改⾏するのが 1つのルール
でした。それくらいで改⾏しないと読
みにくいからです。今はスマホが出て
きたので、20 文字くらいで改⾏した
方がいいとされています。

他には、漢字の比率を上げすぎな
いことも大事です。読みにくくなるの
と、メルマガの多くは白背景に黒ゴ
シックなので、漢字が多いと堅い印象
になるからです。文章が堅すぎると、
書いている人そのものまで堅く見えて
しまいます。

それから、読んでいるときに苦痛に
ならないようにすんなり読めるように
文章を書く。何度も上に戻らないと理
解できないような書き方にはしないこ
とも大事です。できれば、書いたあ
と音読するといいと思います。音
読したときに詰まってしまう文章
は読みにくい文章です。私も、今ま
で書いたビジネス書は全部音読してあ
ります。だから読みやすいんだと思い
ます。

具体的な構成のしかた

参考程度に、具体的な構成の仕方
を過去のメルマガから載せておきま

す。書き方は論文と同じです。
・問題提起
・結論
・論証
これだけでも良いですが、さらに発

展編として、
・問題提起
・共感
・結論
・論証
・事例
・もう一度結論
さらに一般的でないことが結論の

場合には、
・結論
・共感
・論証
・事例
・もう一度結論
という方法もできます。
基本的にはこの流れで、これに肉

付けをするといいでしょう。

人間性とメルマガの内容の濃さ
は反比例する

内容に関してですが、人間性が出
れば出るほど内容が薄くても読んでも
らいやすくなります。これは初期のフッ

クですね。最初の頃は、濃いノウハウ
を書けないのなら人間を強くしていく
しかありません。例えば趣味のことを
書くことも、最初は必要かもしれませ
ん。基本は誰が書いてるかが大事な
ので、メルマガの準備として自分のプ
ロフィールの見直しをしたり、ブラン
ディングの見直しをしたりすることが
必要になってきます。

私が今のメールマガジンを匿名で
書こうと思ったら、よほど中身が役に
立ったり内容が過激でない限りは難し
いと思います。2 ちゃんねるや 5 ちゃ
んねるが匿名なのに面白いのは、中
身が過激だからです。信憑性なんか
ないのに面白いのは、そこに理由があ
ります。

本質的には「誰が書くのか」が大
事で、「この人が書いてるなら読み
たい」というところに持っていくの
が今のメールマガジンの考え方で
す。商品やノウハウはもちろん大事で
すが、それで釣るのは少し古い考え方
になってきています。

見えないところで大事なこと

例えば 2ヶ月後にリスティング広告
のセミナーを予定しているとしましょ
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う。このとき、どんなメルマガを書け
ば良いのか。これから 2ヶ月あるわけ
ですが、メルマガで毎号告知するの
は避けたいところです。読み手が鬱陶
しいと感じるからです。

基本的には「リスティング広告って
こんな効果があります」「リスティング
広告でこんな実績を出しました」とい
うように、リスティング広告のメリッ
トを伝えていく方法があります。この

「ノウハウを書く」というのは割とオー
ソドックスなやり方です。

大事なのは、リスティング広告セミ
ナーを受けたくなる内容のメルマガに
するということ。「受けたくなる内容は
どんなものか」という問いをして、そ
の答えを書いていく。この問いかけが
ないと、ただのノウハウの羅列になり
ます。そうすると理屈だけになって、
読み手の感情が入ってきません。

例えば「○○さんがリスティング広
告でこんな結果を出しました。たった
何千円の広告費で 30 万受注できまし
た」とか。でもこれでもまだ普通です。

今まで全く仕事が取れなかった人
が、リスティング広告で仕事が取れる
ようになって心の底から喜んでいる、
業務が舞い込んできて前向きになって
いる、というようなことだといいです
ね。読んだ人は「気になるな」と関心
を抱きやすくなります。

ノウハウは機能的なところの話
ですが、機能と情緒の両面が必要
です。情緒がないと人は動きませ
ん。ですから、感情がどう動くか
を考えて書いていく必要がありま
す。

No.580　経営計画の考え方

横須賀輝尚です。今日は「経営計画
の考え方」について。

実際の経営計画をどう立てるかにつ
いては、経営計画の本がたくさん出て
いるのでそれを参考にしていただけれ
ばいいかな、と思います。ここでは、
経営計画についての私の考え方をお
伝えします。経営計画を立てることが
大事だというのは、「実践経営塾」の

小山昇さんなど色々な方が言っていま
す。それもあって経営者はみんな経営
計画を立てていると思います。ただ、
例えばパワーコンテンツジャパン株式
会社のような規模の小さい会社が経
営計画を立てたとしても、良くも悪く
もその通りにはいかないと私は思って
います。

例えば 5 月にあるセミナーを予定し
ていたとしても、3 月ぐらいにすごい
人と出会って「一緒に仕事をやりましょ
う」という話になることもあります。
この人と組んだら自分1人でセミナー
をやるより全然いいな、と思ったとき、
計画通りに進めるよりもその人と組ん
だ方がいいわけです。

採用したスタッフが予想外の仕事が
できる人だったりすると、そこからま
た仕事が広がっていくこともあります。
結局小さい会社とか小さな事務所
はフレキシブルにやらなければい
けないし、そうした方がうまくい
く運命にあると思います。

小さな会社は経営計画の「大枠」
だけ作る

だったらどういう風に考えればいい
かというと、経営計画を大枠だけ作
るんです。全く作らないのも良くなく
て、経営計画は自分のためでもあるし、
会社のため、事務所のために作るも
のでもありますが、第一は社員のため
に作るものだと私は思っています。

パワーコンテンツジャパン株式会社

では「マスタープラン」という呼び方
をしていますが、「今年はこういうこと
を予定してます」というベーシックな
ものだけは年初に社員に出します。そ
うすると、社員としては大まかな1年
の予定が見えるわけです。

これをまず出さないと、いつも⾏き
当たりばったりで動いているように社
員からは見えてしまう。それに予定が
分からないというのは、社員としては
辛いものです。こうして最低でも 3 ヶ
月に1回は計画の見直をして、「こうな
ります」というのをアナウンスしてい
ます。これは中小企業にとってベスト
な方法だと私は思っています。

逆にいうと、動かせるレベルの計画
じゃないと中小企業は早く動けない。
例えば、今天才塾ではリスリスティン
グ広告の運用代⾏をスタッフの高金が
担当していますが、年初にはこの計画
はありませんでした。

やってみようかという話は出ていま
したし、実績を早く作りたいとも話し
ていました。そこで、実績を基にセミ
ナーするのではなく、まずは解析から
始めようということで、2 月くらいにリ
スティング広告の解説セミナーをして
みることにしました。そこから発展し
て今のこの流れになりました。

小さい会社は、会社が最大化する
には何がベストかということを考えて
いかなければなりません。ですから、

「こういうイメージです」というものだ
け最初に⾏動計画を作っておくと良い
と思います。そして計画には入ってな
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くてもやろうと思ったなら、その方向
に向かって舵を切る。最初に決めた経
営計画の通りにやることが目的になっ
てしまうのは良くありません。

あくまで経営目標に関しては、社長
自身が持っておけば十分だと思いま
す。経営目標は社員にとってはノルマ
だからです。ノルマになった途端にモ
チベーションに悪影響を及ぼすので、
社員に伝える必要性はあまり感じませ
ん。

マスタープランとコンセプトプラ
ン

弊社では、マスタープランとコンセ
プトプランの 2 つを作ります。コンセ
プトプランの方が大事で、これは抽象
的でもいいですが、今年やりたいこと、
実現したいことを計画するというもの
です。

弊社の 2017 年のコンセプトプラン
の一例ですが、「新しい勉強会を始め
たい」とか、「士業デザイナーズで仕
事を増やしたい」というようなプラン
を立てていました。これくらいの抽象
度で良いと思います。マスタープラン
はおおよその⾏動計画で、具体的に「何
月にこれをする」というものです。

それから、全社員に対して年 2 回く
らい経営方針の話をします。なぜ同じ
話を年に 2 回もするのか、それに何
か意味があるのかと言われることもあ
りますが、そのくらい話さないと伝わ
らないからです。理念やコンセプト
が頭の中にきっちり入っているの
は社長だけなので、繰り返し社員
には伝えていく必要があります。

1 人 1 人の目標を立てる

パワーコンテンツジャパン株式会社
は、仕事に人をあてがうのではなくて
人に仕事と役割を担ってもらうという
考えです。なので、1人1人の役割に
ついての話もしています。この事業の
売上げをこうしようではなくて、○○
さんは今年はこういうことを目標とし
ていこう、ということですね。

年ごとにその年のコンセプト決めて
もいいでしょう。個人的に目標を作っ
てもいいと思います。今の自分にとっ
て何が必要なのかを考えるのはいいこ
とです。ただ、「今年は月10 冊本を
読む」とか、そういうのは難しい。否
定はしませんが、⾏動自体が目的に
なってしまうとたいていそれは続きま
せん。

今の自分にとって何が足りなくて、
どんなことをする必要があるのか。そ
こを考えれば、何をしようかというの
は出てくるはずです。

決定権は集約させる

小さい会社は特に、誰が決定権を
持っているのかを明確にする必要があ
ります。私はスタッフの意見をよく聞
きますが、決めるのは100% 私です。
そこには責任の所在を証明するという
意味もあります。わかりやすくいうと、
ボトムアップ風のトップダウンというこ
と。これは一番安心して働ける環境な
んじゃないかな、と私は思っています。

それに、あんまりかっちりとした経
営計画ができすぎていてもつまらな
い。無理のない変化は刺激になりま
す。

規模が小さい会社や事務所の場合
は、年間計画はしっかりと決めすぎず、
大枠を決めておく。全く決めないとな
ると社員もどう動いて良いのかわから
なくなりますから、大枠を決めて、定
期的に見直していく。その流れが良い
のではないかと思っています。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

パワーコンテンツジャパン株式会社
の高金大輝です。先日、「士業のため
のリスティング広告導入ハンドブック」
という書籍を執筆し、弊社のパワーコ
ンテンツパブリッシングで出版させて
いただきました。

自社出版の大きなメリット

ネットマーケティングはアップデート
が早い業界なので、ネットマーケティ
ングを書籍から学ぶのは実は少しリス
クがあります。例えば 1年前に出たリ
スティング広告関連の書籍を今見てみ
ると、画面が旧画面になっていたり、
今では全く通用しないノウハウが書か
れていたりします。

書籍にするまで時間がかかることも
リスクの一つです。一般的な商業出版
では、書籍を出版するのに最低でも
半年以上の時間がかかります。ですか
ら、その間に起きた変化に対応でき
ません。ただ、「リスティング広告導
入ハンドブック」は自社出版なので、
出版までのスピードが全然違います。

この本の企画自体ができたのが
2018 年 8 月で、出版したのはその翌
月の 9 月10 日。これは自社製作だか
らこそ実現できた速さです。というわ
けでこの書籍には最新情報が載って
いるので、これからリスティング広告
を始める方にも、すでに続けてこられ
た方にも役立てる一冊に仕上がってい
ると感じています。

この書籍では、これから士業がリ
スティング広告をやっていく上で必要
なノウハウや心構えについて、要点を
絞って解説しました。書籍自体は少し
薄めではありますが、読みやすいよう
に無駄なところは全て削っています。

リスティング広告運用代行で
着 と々成果が上がっています

以前からリスティング広告導入のコ

ンサルティングは⾏っていましたが、
最近ではリスティング広告の運用代⾏
サービスも始めました。広告代⾏サー
ビスを利用されて、コンバージョンが
ついてきたお客様もどんどん出てきて
います。

こちらは運用のコンサルティングを
させていただいた会員さんの事例で
すが、3 ヶ月コンサルティングをさせ
ていただいて、1日1,000円（月3万円）
という少額運用で最終的に累計 20
数件の問い合わせがありました。この
事例によって、士業でも少額のリスティ
ング広告運用がまだ可能であること
を実証できたと感じています。

リスティング広告は衰退していると
言われます。広告費が高くて続けられ
ないという方もいらっしゃるかもしれ
ません。ですが、正しい運用方法で
正しく運用していけば、まだまだ役立
つ広告媒体です。リスティング広告の
運用を正しい方向性でやってみること
が、営業の効果を上げるためにまず
必要なことだと感じています。

もし過去に挑戦してみたけどうまく
成果が出なかったという方も、何度で
も天才塾で相談してください。

著者：高金大輝

本書は、士業のためのリスティン
グ広告導入に特化したビジネス書で
す。短期間にかつ大きな成果を挙げ
ている士業は、必ずリスティング広
告を活用しています。「リスティング
広告に取り組まないことは、売上を
伸ばすことを放棄しているのと同じ」
そのくらい、士業が売上を伸ばすた
めに最も効率がよく、費用対効果が
抜群なのがこのリスティング広告な
のです。「リスティング広告は、天才
塾の中でも多くの会員が『鉄板』と
認めた営業方法」と横須賀も断言す
るように、リスティング広告の効果
は絶大です。しかし、専門用語の難
解さ、管理画面の操作性、キーワー
ド選定や広告文の壁があり、「わかっ
ているのに、使うことができない」
という状況に多くの士業が陥ってい
るのです。

本書ではリスティング広告の導入
だけに絞って解説を加えました。無
駄な序論や背景解説などを省いた、
士業がリスティング広告を活用して
売上を伸ばすために特化した書籍で
す。

販売価格  ¥1,990（税別）
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あえて語るリスティング広告の「弱み」

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

今回は趣向を変えて、あえてリスティ
ング広告の「弱み」に踏み込んでいき
たいと思います。

誤解を招かないように先に私の見
解を言っておきますと、リスティング
広告の有用性を提唱している私がデメ
リットのような点を語ることができる
のは、それ以上のメリットがリスティ
ング広告にあるからです。

今回の内容は特に、リスティング広
告を検討しているけど、どこかで迷わ
れてしまっている方にとっては「どうし
て迷っているか」という点をより本質
的に理解していただける内容となって
います。リスティング広告は万能な広
告媒体ですが、それでも実現が難し
いことがあります。この媒体「弱み」
を理解することで、むしろ迷いなくリ
スティング広告運用ができることにも
繋がるので、ぜひお読みください。

リスティング広告の「弱み」

リスティング広告の弱みとして、考
えられることは、5 つあります。

・検索数が少なければ広告表示さ
れない

・広告費が高騰している
・ネットで検索している層にしかア

プローチできない
・細やかな改善を継続的に⾏ってい

く必要がある
・法人相手の営業ではリスティング

がメインの販路にはなりにくい
これらを1つ1つ見ていきましょう。

検索数が少なければ広告表示
されない

まずは「検索数の限界」という点。
そもそも検索数が極端に少ないニッ
チすぎる分野では、広告表示自体が

少なく十分な結果が得られない可能
性があります。

検索結果に表示される性質上、検
索数自体が無ければ広告表示自体が
されないのです。つまり、検索結果上
で売れるもの、売れないものが存在
しており、そこがリスティング広告だ
けではどうしてもカバーできない範囲
となっているというわけです。

広告費が高騰している

ここを懸念されている方もいらっ
しゃるかと存じますが、近年のリスティ
ング広告は業界問わず、広告のクリッ
ク単価が上昇傾向にあります。

ごく一部の例ですが、以前はワンク
リックで 100 円以下だった士業の業
務関連のキーワードで今は 500 円、
1000 円と高騰しているものもありま
す。ワンクリック 500 円以上の高額
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キーワードとなると、1日1000 円（月
3 万円）の予算で運用する場合、1
日 2 クリックしかされない、という計
算になります。十分に広告表示がされ
るように配信をするには、より多くの
予算が求められる広告媒体になったの
が近年のリスティング広告です。

ネットで検索している層にしかア
プローチできない

検索エンジンの検索結果に表示さ
れるため、広告が配信される対象は、

「検索をしているユーザー」に絞ら
れます。今となっては、インターネッ
トで検索することは日常的に⾏われる
⾏為ですが、比較的ご高齢の方をター
ゲットにする場合、インターネットで
検索しない層も一定数存在します。そ
の点を念頭に入れ、紙媒体等のオフ
ラインの営業方法も平⾏して⾏ってい
く必要もあります。

詳しくは後述しますが、法人をター
ゲットにした場合も検索がされにくい
傾向があります。法人でなにか問題が
あった場合、まず身の回りの紹介から
士業を探すという傾向があり、検索の
優先度は低いためです。

細やかな改善を継続的に行って
いく必要がある

リスティング広告は別名、「運用型
広告」とも呼ばれ、「運用していく中」
で最適化していく広告です。日々蓄積
されるデータから、キーワードの入札
単価の調整や、除外キーワードの設
定、広告文のテストなどを⾏って改善
していく必要があるのです。工程がか
かってしまう点は、人によってはデメ
リットとなる点です。

法人相手の営業ではリスティン
グがメインの販路にはなりにく
い

前述しましたが、法人相手の営業の
際は「検索」という行為の優先度
が低いことを念頭に入れなければい
けません。インターネットで検索して

知った士業よりも、知り合いの繋がり
で知った士業や、以前にお願いした士
業、といったところが企業としても信
頼を感じやすいからです。ただし、一
切インターネットからの法人の案件を
受注できないわけではありません。

実際に弊社のリスティング広告の運
用代⾏でも、法人相手の営業をリス
ティングで⾏い、受注できた例もござ
います。しかし顧客の特性を考えると、
法人相手の営業では、リスティングを
メインの販路と捉えるのではなく、ア
ナログ営業と平⾏して⾏っていくこと
を想定する必要がある、というわけ
です。

リスティング広告の「強み」

まずは冒頭でも記載しましたが、デ
メリットを語ることができる理由は、
リスティング広告では、ここでお伝え
するデメリット以上のメリットを享受す
ることができるからです。

リスティング広告の「強み」を簡単
に言えば、

・即効性がある
・他広告媒体と比べて成約率が

高い
・効果測定ができる
といったところが挙げられます。細

かいところを挙げればキリがありませ
んが、このようなところに魅力を感じ
て参入する事務所が増えています。

まず「即効性」ですが、リスティン
グ広告は他媒体と比べると広告出稿
から成果が得ることができる期間が
短いです。通常では運用開始から1ヶ
月〜 3 ヶ月ほどで成果が挙がってきま
す。極端な例ですが、弊社が運用代
⾏を⾏っているアカウントの中では、
出稿から 3 時間でコンバージョン（成
果）を獲得した例もあります。

これは、リスティング広告で表示さ
れる広告が、検索結果画面に表示さ
れる、つまりは「探されている状態」
にあるからです。例えば、相続登記
の業務をリスティングから獲得する場
合、適切なキーワード選定がされてい
るならば相続登記の広告は「相続で
発生する不動産の名義変更について

調べている人」にだけ表示されること
となります。つまり、既に需要がある
場所へ広告を表示することができるか
ら、成果が得られるまで早い、とい
うわけです。上記と同じ理由から「他
広告媒体と比べて成約率が高い」
という点にも繋がります。

テレビ CM や電車のつり革広告、
看板など、ネット以外の広告媒体では、
自分の顧客となり得る方が広告を見る
可能性が、リスティング広告と比べる
と格段に低くなります。認知という意
味では、自身の業務に興味の無い層
にもアピールできますが、広告からの
直接的な成約率は、確実にリスティン
グ広告に軍配があがる、というわけ
です。そして広告の成果を測る「効果
測定」も、運用で得られた統計デー
タから可能です。そういった効果測定
と改善を重ねることで、費用対効果
が上がっていくこともリスティング広
告の強みと言えます。

まとめ

今回はリスティング広告の「弱み」
を包み隠さずお伝えしましたが、この
媒体の「弱み」を知ることで見えてく
る方向性もあります。

・広告の費用対効果を上げるた
めに、ご自身のビジネスモデルを
高単価化するために見直す

・アナログ営業も平行して実践
していく

・広告運用の作業は外注する
などが、媒体の「弱み」を理解した

上で⾏うことができる対策です。あな
たの利益が最大化する方法こそ、もっ
とも実践すべき営業方法です。そこを
見極めるために媒体の「弱み」にもぜ
ひ目を向けてみてください。

それでは今回はここまで。最後まで
お読みいただきありがとうございまし
た。
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1 on 1ミーティングを
実際に続けてきて思うこと

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

これまでニュースレターでもお話し
してきたとおり、パワーコンテンツジャ
パン株式会社では、何年も1 on 1ミー
ティングを続けてきました。その中で
私が実感していることがいくつかあり
ます。

隠れていたものが見えてくる

1 on 1ミーティングによって、これ
まで経営者には見えてこなかった問題
が見えてくることがあります。事務所
には見えやすい問題と見えない問題
があって、例えば社員の仕事が遅いと
いうのは見えやすい問題です。しかし、
一見しっかり仕事をしているようでサ
ボりが多いというのは、なかなか経
営者には見えてきません。1 on 1ミー
ティングを通じて、社員からほかの社
員の様子を把握することができます。

見えてくるのは問題だけではな
くて、プラスのことも同じです。個
人的に社員が事務所に対してどう思っ

ているのか、どうしたいと思っている
のか。どんな仕事をやりたいと思って
いるのか。こういったことをなかなか
表だって発言することは難しいもので
すが、1 on 1ミーティングという場
があれば、経営者に対して自分の思い
を話しやすくなります。プラスでもマ
イナスでも、思っていることを発言で
きないというのは組織なら必ず起きる
こと。サイレントマジョリティという言
葉を使うこともありますが、特に所長
の権力が強いような事務所であれば、
その傾向は強まります。

大切なのは、所長が話しやすい
空気を作っていくことです。いろい
ろなところで話していますが、組
織は所長自らが変わらなければ変
化しません。空気を変えるとか、文
化を変えるということについては、自
然発生は絶対にありません。これま
で天才塾に寄せられたご相談の中にも

「社員同士が仲良くなって、自発的に
飲み会をしてくれるような社風にした

い」というようなご相談が来ることが
ありますが、所長が率先しないとまず
無理です。

社員一人一人が見える

1 on 1ミーティングをすること
で、社員の人となりが見えてきます。
仕事の能力的なものもそうですが、プ
ライベート面も含めてより距離が近く
なります。じっくり話すことで「この人
はこういう視点を持っているのか」「社
内のこういうことに気づいてくれるの
か」といったことが見えてきます。

それから、先ほども書いたこと
ですが「こんなことにチャレンジし
たいと思っているのか」というの
も、1 on 1ミーティングでは見
えてきます。悪い面もそうですが、
良い面もより深く見つけられるの
が 1 on 1ミーティングです。

例えばパワーコンテンツジャパン株
式会社では、本人がやりたいことを
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やった方が良いと考えています。これ
は「イノベーションは情熱的な技術者
のやる気の下にしか生まれない」とい
うソニーの組織論を踏襲しています。

「作りたい」という衝動の下にイノベー
ションが生まれ、そして素晴らしい製
品が作られる。だから、やりたいこと
をやった方が良い。

ただ、入社したばかりの社員はやり
たいことがあったとしてもなかなか言
えません。言えないまま流れで今の
業務を続けている、というケースも多
いでしょう。例えば士業事務所なら、
実務担当として入所したけれど実はコ
ンサルタントがしたかったとか、マー
ケティングに興味があるとか、そうい
うこともあります。本人が本当にやり
たいことを引き出すことには時間
が必要です。「何かやりたいことが
ありますか？」と聞いて終わる話
ではありません。時間をかけ、信
頼関係を構築していくことが大事
です。

認識のズレが解消できる

1 on 1ミーティングは絶対に効果
があると私は思っていますが、その理
由の一つが認識のズレが解消できる
ことです。「おそらくこの人はこう考え
て仕事をしているんじゃないか」とか、

「所長はこんな思いで経営しているん
じゃないか」と自分の解釈を持ってい
ることが多い。特に1 on 1ミーティ
ングを一切したことがないところ
だと、察し合いになってしまって
いるケースがとても多いです。

初めて 1 on 1ミーティングをする
と、全然考えてることが違ったといっ
て、そのギャップに驚くと思います。
ギャップといえば、弊社で代々木から
四⾕にオフィスを移転しようとしたと
きがそうでした。四⾕に移転すると決
めたとき、当時の社員のほとんどが移
転に反対でした。私はパワーコンテン
ツジャパン株式会社を拡大していきた
いという思いがありましたが、当時の
社内の空気としては、今のままでも十
分だという空気が強かったように思い
ます。1 on 1ミーティングを続けて
きた今では、1 on 1ミーティング以
外にもコミュニケーションをとる機会
も多いし、私が新しいことが好きでい
ろいろなことをしたいと思っているこ
とが社員にも伝わっています。ですか
ら、もしも同じようなことがあったと
しても、当時ほどの摩擦はないでしょ
う。

1 on 1ミーティングをすること
で社員と決別することもある

1 on 1ミーティングをすることで、
ズレが解消できる反面、考え方や価
値観が明らかに合わないことが顕在
化することもあります。ただ、それは
いつかは顕在化するもので、早いうち
に合わないことがわかってよかったと
も言えます。これは私の考えですが、
組織で大事なことはその人が「良
い」「悪い」ではなくて、会社に合
わせられる人かどうかです。

ただ、100％合う人なんて存在しま
せん。目安としては、7 割、8 割くら

いが合っていること。残りは会社に合
わせられるかどうかです。

例えば、その事務所の働き方や仕
事内容に魅力を感じたとしても、勤務
地が遠くて現実的に通えないならば
それは合わせられません。逆に、給
料面で不安があるけど、頑張れば昇
給できそうということであれば、そこ
は合わせられるところでしょう。そこ
は所長と社員が妥協し合うところでは
なくて、まずは事務所の確固たるもの
を決め、そこに社員が合わせるのが
基本的なスタンスです。

なぜお互いに妥協することをし
ないのかというと、事務所側が一
人一人に合わせていたら組織が崩
壊するからです。一人一人に合わせ
ていると、事務所のルールがバラバラ
になります。そうすると社員の中で不
公平感が生まれて問題に発展してしま
う。残業が好きな社員もいれば、残
業をしたくない社員もいるわけです
が、どちらも放置してしまうと「どうし
て自分だけ残業が多いのか」という不
満が生まれてしまいます。

ただ、これは単なる働き方の問
題です。所長としては「事務所に
合わないならほかに行ってくださ
い」というスタンスでいると、余
計なストレスを抱えることもありま
せん。

情報が共有できる

これは弊社の社員からの感想です
が、ミーティングベースで仕事をして
いくという方針に対して「ミーティング
で細かいところまで確認してから作業
が⾏えるので、仕事の速度が速くなっ
た」という感想がありました。弊社の
仕事の進め方として、やることは私が
決めてやり方を社員に任せるという方
法をとっています。ただ、それができ
るのはミーティングで確認しながら進
んでいくからです。ミーティングベー
スにすると、社員同士で情報が共有
できるというメリットがあります。

全く違う業務を担当している社
員であっても、ミーティングを通
じて仕事の背景や全体像を共有す
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ることができます。全体像が見え
ると、仕事は楽しくなるし、頑張
れる。それに考え方が成長します。

例えば、最初は担当している業務の
ことしか考えられなかったのが、次第
にその先のことも見えてくるようにな
ります。天才塾のニュースレターを発
送する作業でも、何も考えずに同封
物を選ぶのではなく、会員の方にとっ
て重要なお知らせが何かを考えられ
るようになる。そんなふうに、全体像
が共有できることで視野が高くなりま
す。

社員の成長度が見られる

1 on 1ミーティングを通じて、社
員の成長度がわかります。成長にも 2
つあって、業務を早くこなせるように
なったというような機能的な成長も大
事ですが、技術は勝手に伸びていくも
の。もっと大切なのが考え方の成長
です。入社したばかりの頃は、とにか
く仕事を覚えることが先です。弊社で
も、入社後1ヶ月面談などでは「なん
とかついて⾏っています」というよう
な感想がよく聞かれます。ですが、だ
んだん時間が経ってくると、「今後はこ
ういう貢献ができるようになりたい」
とか「こうしたらもっと会社がよくなる
と思う」という意見を出し始めます。

このように、考え方が成長してい
る人は今後の伸びも期待できますが、
そこが変わらないと少し厳しいかもし
れません。そして、1 on 1ミーティ
ングはこの成長を見つける場としても
活用できると思っています。

成長が感じられない人にも個別
で対応できる

伸びている人はわかりやすいです
が、変わっていない、成長していない
人に対してはどうするか。事務所内で
やりたいことが見つからず、やりがい
が薄くて成長しないということもあり
ます。まずは前回の1 on 1ミーティ
ングでどんなことを話したかを確
認した上で、今後どんなことをし
ようか、と未来に軸を向ける。

そうすると、本人がやりたいことが
出てくることがあります。例えばこれ
は弊社の一つのやり方ですが、「長く
働いてくれている人には給与を上げた
いと思っている。今のまま変わらない
で給料を上げるというのは難しいけ
ど、給料を上げたいと思う？」とまず
確認します。弊社では、1対 1で話す
ときには給与についてオープンにする
ことを心がけています。ほぼいないと
思いますが、ここにノーをいう人は厳
しいかもしれません。普通は、給料
が上がることは喜ばしいことなので。

よくある反応としては、「給与を上げ
てもらえるなら上げてほしいと思って
います」という回答です。そのときに、
給与が上がるためには会社の利益に
つながることをすることが大事だとい
う話をします。頑張って掃除をします、
備品の整理をします、というのでは、
売り上げには直結しないわけです。も
しもそういったことを提案してきた場
合は、それは大事なことではあるけど、
ほかに売り上げに直結するものがある
かな、といって誘導し、一つ一つ考え
てもらうように持っていきます。

ここでも未来軸で考えて、「もっ
と良くしたいけど、何か良い方法
がないだろうか」という話をしま
す。基本的にはマイナスを責める
ことはしません。ここがだめだ、あ
れがだめだ、といわれてしまうとモチ
ベーションにはつながらないからで
す。ただ、時には後輩と比較して、「あ
なたには先輩として頑張ってほしい」
というように伝えたこともありました。

ただ、そうすることで社員同士の関
係が悪くなる危険はあります。基本的
に1 on 1ミーティングは経営者と社
員の1 対 1の場なので、できれば所
長と社員だけの話にしておくのが良い
でしょう。それでも成長しない人とい
うのは、そもそも事務所と合ってない
人なのかもしれません。

まずは前提となる働き方を決め、
それに合った社員が入ってくるこ
と。そうすれば、未来に向かって
動かしやすくなると思います。どの
ように社員と接するのかは、所長の
性格にもよります。社員を上から支配
して⾏きたいというのであれば、それ
についてくる人を採用すればいいだけ
の話です。

1 on 1の定例ミーティングでど
んなことを話すのか

弊社では、3 ヶ月に1度は定例で 1 
on 1ミーティングをしています。それ
以外にも不定期で⾏うこともあります
が、定例で⾏う1 on 1ミーティング
ではやることを決めておく必要があり
ます。例えば、仕事の進捗確認や役
割確認、今後のことや社長からの評
価、働き方や昇給に関することなどが
あります。弊社ではさらに、タスクの
確認もしています。1 on 1ミーティン
グというと評価の場というイメージが
あるかもしれませんが、それだけでは
ありません。社員本人が仕事をして成
果を出そうとすることが評価につなが
るので、タスクを具体的に出すことも
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大切です。なので、査定のような面談
になることはありません。

それから、定例ミーティングでは前
回の1 on 1ミーティングから今回ま
での振り返りをすることも大事です。
例えば 3 ヶ月の間に何をしてきたの
か。単にカレンダーを見て振り返る
だけではなくて、社員本人が何を
したのかを言えることが大事です。
ここで、意識的に仕事をしてきた
かが問われます。

1 on 1ミーティングを通じて才
能を見抜く

1 on 1ミーティングを通じて社員
の才能を見抜くにはどうすればいいの
か。まず前提として、社員の長所を
伸ばすという方向は絶対です。これ
はソニーから学んだことでもあります
が、得意なことをした方がやっぱり楽
しいからです。

一番簡単な才能の見抜き方とし
ては、過去のキャリアでやってき
たことをしてもらうといいです。こ
れはすごく単純で、その社員が長
いことやってきた仕事をしてもらう
ことで、その人がレベルが高い状
態を見ることができるからです。そ
うすると、「このキャリアでこの実力だ
とこれくらいのことができる人だ」と

いうことがわかります。これがスタン
ダードな才能の見極め方です。私がし
ている才能の見抜き方は、本人にやり
たいことがあって、その方向性が本人
にも合っていそうだとすると、ある程
度コミュニケーションを取った上で自
分で仮説を立てるというやり方です。
教えるというのも一つの方法ですし、
ある程度教えることも必要です。ただ
才能がありそうなところに関しては、
やるべきことはこちらで決めてやり方
を任せます。そして、そのプロセスと
結果を見ます。

このとき、自分の中で「これく
らいのことはしてくれるだろう」と
いう仮説を立てておく。この仮説
を超える水準のものを作ってきた
ときには、才能があるといえます。
指導する側としては、当然基準を作れ
るくらいのレベルは保っておかなけれ
ばなりませんが。この水準を下回った
時は要注意で、いくら本人にやる気が
あったとしても、会社に貢献できない
可能性が出てきます。となると時間と
労力の無駄にもなってしまうので、う
まくソフトランディングして別の業務
に移ってもらう必要が出てくるでしょ
う。ちなみに経営者としては、任せっ
きりにせずに時々は様子を見ることも
大切です。あまり口出しをせず、言い
方を変えれば「眺める」。そして、向

こうから何かを聞かれたら答える。こ
の距離感も大事です。

経営者として、1 on 1ミーティ
ングをするとき大切にしたいこ
と

所長が経営者として 1 on 1ミー
ティングをするとき、大切にしてほし
いことがあります。

全体的なウエイトを意識する

まず一つが全体的なウエイトを意識
することです。例えば日頃よくコミュ
ニケーションを取る社員とあまり
コミュニケーションを取らない社
員がいるとしたら、そこは解消し
ていきましょう。

5 人くらいの組織なら、あまり意識
しなくても全員とある程度の量話すこ
とができます。ですが、これ以上にな
ると人間関係の対角線が増えていくの
で、意識しないと話さない人というの
が出てきます。そうすると、話さない
人に対してはコミュニケーションの質
が落ちてしまい、関係性が希薄にな
る。1 on 1ミーティングの良いところ
である情報共有や考え方の共有が難
しくなっていきます。そこは意識して
コミュニケーションを増やすようにす
るといいです。どうするかは所長のカ
ラーが出るところで、例えば「最近全
然話してないから、ゆっくり話そうか」
とストレートに持って⾏く所長もいる
でしょうし、自然に1対 1で話す機会
を増やす所長もいるでしょう。私は後
者に近くて、誰かと一切話さない日は
作らないように心がけています。

人ってやっぱり気に入った人としか
話さなくなるものです。ですが、経営
者としては、一つ上の段階で俯瞰して
眺めることが大事です。

温度感を定義する

1 on 1ミーティングを推奨してい
るコンサルタントはたくさんいますが、
人によって社員との距離感が違いま
す。中にはすごく近くて、家族のこと
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や休みの日に何をしていたのかとか、
そういったプライベートまで踏み込ん
で仲良くなってこそと考える人もいま
す。ここも正解はないところなので、
所長がどうしたいのか、どんな温
度感で社員と接していきたいのか
を定義することが大事です。例えば、
プライベートまで踏み込むのは弊社の
温度感には合っていないので、私は
採用していません。これは根掘り葉掘
り聞かないという意味で、無関心とは
少し違います。定義がしっかりしてい
ると社員にも違和感が生まれません。
この温度感や距離感の定義というの
は、実は私の中では画期的でした。

人には感情があるので、1 on 1ミー
ティングをするときには形式的に情報
確認だけをするとか、結果確認だけ
の場にするのではなく、もっと情緒的
なところを大事にしたいと思っていま
す。いわゆる「成功循環モデル」にあ
るような関係性を作ることで信頼関
係が育ちます。そうすることで、1 on 
1ミーティングで社員が何をしたいの
かがわかり、成長の機会を作ること
ができると考えています。　

ただ、やる気は無理に上げるの
ではなく、自然に上がるものでな
ければ長続きしません。1 on 1
ミーティングは、自然にやる気を
上げる場であるべきです。よく話し
ていますが、やらされている感がある
と良い仕事はできません。自分で選
択して、自分がやりたいと思ったこと
をすることが大事です。

経営者として、社員から尊敬さ
れる面を持つ

経営者には責任が生じます。そう
なる以上、一定の地位にいて社員に
指示命令をしたり、上からものを言っ
たりすることもあります。それに耐え
うる関係性を持っておくことが大事で
す。となると、社員からは尊敬されて
いなければなりません。単に仲がいい
だけだと、指示命令に対して「嫌です」
と拒否されたりします。尊敬される面
をどう作っていくのか。ここも大事で
す。ポイントは 4 つあって、一つはビ
ジネス的な仕事ぶりを見せること。仕
事では所長に敵わない、と思わせる

必要があります。経営者は最終的に
実務に関わることがなくなっていきま
すが、やはり技術面で尊敬できる面
を持っておくことです。2 つめは人間
性。価値観や美学、哲学など、仕事
をする上で重要なこと、生きる上で大
事なことがここにあたります。3 つめ
が、未来を示すこと。未来の事業計
画に夢があって、期待が持てること。
そして4 つめが、ちゃんと給料で還元
することです。どんなに良いことを言っ
ていても、自分の待遇が変わらなけ
れば不満の種になってしまいます。こ
こは経営者の矜持みたいなところかも
しれません。

今回も1 on 1ミーティングについ
てお話ししました。社員と1 対 1でよ
り深いコミュニケーションを取るとい
うことは、今まで見えなかったプラス
のものだけでなく問題が見えてくるこ
ともあります。ですが、これまでパワー
コンテンツジャパン株式会社で 1 on 
1ミーティングを続けてきて効果があ
ると感じています。ぜひ取り入れてみ
ていただければと思います。
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ネットで動画を流そうと思うのだが。
今は昔に比べてかなりコストは下がっているので、動画という手段も使いやすくなった。昔はあまりに素人撮影だとブランド

が落ちてしまうので注意が必要と伝えていたが、ユーチューバーの登場などによって素人撮影が文化になったので、クオリティ
をあまり気にしすぎなくて良い。見る側としては「この先生もYouTube をしているんだ」という発想に近いので、よほど背景が
ボロボロの事務所でない限りは問題ない。しかし、自分自身が目指す方向性とマッチしたほうがよい。

自分自身の見せ方はどう考えたらいいか？
ポイントは「お客様にどう見られたいか」。特に士業にいたっては、他の士業との差別化が大切。服装に関しては、必ずしも

高級品やブランド品を身につけることがブランディングにはならないということを意識したい。自分がやりたいことに一貫性を
持たせることで、服装を含め自然とお客様から見える自分は変わっていくだろう。

行政書士で独立開業しましたが、仕事がありません。どうしたいいでしょうか？
まったくお金がないのでしたら、親族でもいいのでお金を借りましょう。返済をゆっくりにすればいいので、手元にお金を

用意するのが先決です。あとは、⾏政書士の仕事にとらわれず、セミナーをしましょう。セミナーは即金性が非常に高いです。

セミナーの金額はどう決めればいいか？
金額をどう決めればいいかということについては、結論からいうと「自分のほしい金額で決めればいい」ということになる。

自分が 1人 3 万の価格を設定したいなら、3 万円以上のコンテンツを作ればいい。自分自身がほしいと思った金額に見合った
内容を決めるということ。ただ、この客層ならこの金額は集まりやすい、というようなラインはやはりある。例えば、起業家な
らそこまで資金を持っていないので数千円がよいなど。ただ、みんなお金はなんとかするし、持っている人は持っている。価
値あるものを見極められていないということ。2018 年現在では、セミナーの金額はとにかく高くする方向に持っていったほう
が時代に合っていると思う。逆に数千円のセミナーの方が難しかったりする。セミナーに多く参加している人は、数千円のセミナー
なら「その価値しかないだろう」、10 万円だったら「それだけの価値があるのだろう」と思うもの。

自分のやろうと思うビジネスがグレーゾーンで判断に迷う場合、何を基準に動けばいいでしょうか？うまくいけ
ば当たりそうなビジネスなのですが…

⾏政書士としてはあんまり「ギリギリのことはやってみれば」とは言えないのですが、例えば広告規制が微妙なところの広告（大
昔でいえば立て看板とか、電柱広告とか。今は厳しく取り締まられています）とかは、もう良心の問題です。ギリギリのところ
をいっても伝えたいくらい良い商売であれば、場合によってはゴーサインな時もあるでしょう。あとは、自分自身の判断になり
ます。ちなみに今の私ならやりません。起業当初だったら、リスクを徹底的に考えた上で判断すると思います。

安いだけのお客様と仕事をしたくない。
ここで悩んでしまうのは、下心を出して少しでも顧客を拾いたいと思うことが原因かと思われる。価格設定をきち

んとし、ホームページや名刺、会社案内に「安いだけをお求めの方とは合わないと思います」「安いだけをお求めの方
はご遠慮下さい。」など最初から断り文を入れよう。最近はよほどの高難度業務でもない限り高く設定することは難
しいので、適正金額でするのが大事。何年も士業として仕事をしている人にも、クライアントにストレスを抱えている
人は少なくない。資料をなかなか出してくれないとか、いつもグレーなことを言ってくるとか。開業当初は稼がなけれ
ばならないから選ばずにいろいろな仕事をする必要はあるが、開業してしばらくしたらお客さんの整理はしても良い。 
独立起業するからには、好きな仕事、好きなお客と仕事をするべき。　

業務について質問され、わからないことがあった場合には？
商談などでわからないことを聞かれたら、まずは堂 と々してうろたえないこと。「難しい問題ですね」と言ってしまうのも手。

「これは難しい問題なので、少しお時間をいただいていいですか」と堂 と々伝えることで、「士業の先生でも難しいと思うような
ことなんだ」と相手に思わせられる。逆の立場で弁護士からそう言われたら、何も疑問に思わないはず。そこでうろたえてしま
うと良くない。

ファックス DM のポイントは？
士業のファックス DM のほとんどはセミナーの集客である。ファックス DM でセミナー集客をすること自体は良いが、緊急

性があるものや限定的な内容のセミナーでないと DM での集客は難しいだろう。（例 . 法改正、助成金など）しかし、昔に比
べて比較的低予算で大量に送ることができるようになっているため、一定数送って、反応を見るということも1つの手である。

開業には多額の資金がいるのでは？
最初から事務所を出したり設備投資したりすれば、当然コストはかかる。ただ、士業ビジネスは場所を問わない。密閉さ

れた場所での相談が必要であれば、会議室を借りればいいし、工夫はできる。例えば、「わざわざご足労頂くのは申し訳ない
ので、ちょうど間にある〇〇ホテルで打ち合わせしましょう。」「ただいま事務所がお構いできる場所が無いので、もっと広いと
ころで会いませんか。」など事務所を使わずにアポイントを取る工夫はいくらでもあるだろう。お金がないと頭を使うがお金が
あると知恵を出そうとする力が落ちることも覚えておこう。

人脈をつくる際にはどのようなところに行ったら良いか？
自分の「お客様」がいそうなところ。例えば会社設立なら起業家がいそうなセミナー・懇親会に出る。見込み客探すのか、

または、提携先探すのか。自分の目的をどこに置くかで⾏く場所も変わっていくだろう。
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樋口裕一 著
集英社新書

ホンモノの文章力自分を売り込む技術

樋口裕一さんは大学教授で、東進
でも教えていました。小論文の神様
と言われる方で、小論文に関する本
も多く出版されています。この本は
2000 年に出版された本ですが、文
章に関する本は大きく劣化しないの
で、古くても大丈夫です。

法律の文章は書類なのでとりあえず
置いておいて、士業にとってどんな文
章力が必要かというと LP です。ほか
に、必要に応じてメールマガジンやブ
ログの文章力が必要になります。と
はいえブログに関してはそこまで高い
レベルが必要なわけではありません。
誤字脱字がないとか、日本語として破
綻していないとか、そのレベルが満た
されていれば良いでしょう。ただ、そ
れ以前にそもそも何を言ってるかわか
らないとか、日本語に問題がある場
合が多く見られます。

文章力がない背景には、文章
を学ぶ場がないことがある

これは士業全般、社会人全般にい
えることで、日本では文章を学ぶ場
がありません。母国語なので、日本
語を勉強しようという発想がない。小
学校や中学校で基本的なことを覚え

たらそれまでになるケースが多い上、
日本語の勉強というと、現代文のテス
トを受けたり漢字を覚えたりするくら
いのものです。大学で論文を書いたり
読んだりしてしっかり勉強した人は文
書力が上がりますが、そこまで勉強し
ている人は多くはありません。

社会人になって最初に入社した会社
が文章やメールを多く取り扱っていて、
文章に対して厳しい価値観を持ってい
れば、文章力は多少上がるでしょう。
例えばパワーコンテンツジャパン株式
会社であれば、お客様とのやり取りの
メールはとても大事なので気を遣って
います。ですが、例えば接客業が中
心の業界なんかでは、仕事をするの
に文章そのものがあまり求められませ
ん。社内メールがあったとしても、誤
字脱字すら気にしないところもあるよ
うです。そうすると文章を学ぶ場がな
いまま⾏ってしまいます。

このように文章を学ぶ場がないまま
士業になると、今度は法律の勉強に
入ってしまいます。法律は基本的に文
章が難解で、「あるいは」とか「もし
くは」といった法律独特の言い回しが
ありますから、結果的に文章力がな
い状態で難しい文章を書くことになっ
てしまう。その結果、文章が余計わ
からなくなるんです。

文章にセンスや才能は問われな
い。「わかる」ことが大事

実は、ほとんどの文章にはセンスや
才能は問われません。才能やセンス
が問われるのは小説や表現の世界で
す。まずは「日本語で伝わる」という
ことが大事です。そしてそれはそんな
に難しいことではありません。

私も昔から文章がうまかったかとい
うと、そんなことは全然ありません。
小学生や中学校で、作文で褒められ
たことなんて一度もないし、好きでも
ありませんでした。

ただ、日本で一番本をプロデュース
している天才工場の吉田浩さんの評
価によると、私の文章はビジネス書
の中で文章のわかりやすさがトップク
ラスだそうです。たまにアマゾンのレ
ビューでも「1 時間程度でさらっと読
めてしまいます」というようなことを
書かれますが、それは内容が薄いの
ではなくて、読みやすく書いているか
ら。これは本だけではなく表現全て
に当てはまりますが、「読んでもらえば
分かる」というのは間違いです。読ん
でもらえるから面白い。難しい文章で
も読めば面白いというのは、私が考え
るビジネスシーンの文章では不合格で
す。まずは、「面白い」ではなくて「わ
かる」が先です。わからないと人は面
白くないからです。

わかりやすい文章とは

わかりやすい文章にするためには、
一文を短くする、一文に一つの意味し
か入れないというようなルールがあり
ます。

これは基礎として天才塾でも話して
いますが、例えば「私は法務局に入っ
た」という文章があるとしたら、ま
ず「法務局に⾏った」というところで
1 回切る。「私は会社設立するために
荷物を持って法務局に向かおうとした
ところへお客さんから電話があって…」
というのは、結局何が言いたいのか
わからなくなってしまいます。

短い文章を繋いだ方が、基本的に
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は分かりやすくなります。今回ご紹介
する本以外にも、日本語の文法が紹
介されている本を一度読んでみるとい
いでしょう。

私の文章が分かりやすいのは、基
礎がしっかりあるからです。例えば、
読点を打つ場所は長い主語の後とか、
意味が変わるときなど決まっていま
す。「」にも意味があって、強調と引
用と会話文で使うものです。わかりや
すい文章は、ここは引用で使っている
という部分や強調で使っている部分
が、そのまま読んでもわかる文章に
なっています。逆にわかりにくい文章
では、点を打つ場所やかぎかっこの
ルールをなんとなく使っているケース
が多いです。

論文の「型」を利用する

この本の 47ページに「型」につい
て書かれています。論文には、問題
提起、意見提示、展開、結論という
型があるというものですが、私のメル
マガは基本的にこれです。問題提示
があって、こう思ってます、理由はこ
うです、だから結論はこうです、と展
開しています。論文の書き方は概ね
決まっていて、その論理構成で書くか
らわかりやすくなります。この本の話

ではないですが、まずは目的を決め、
それからネタや文章の構成を考えて書
いていく。この四段階で進めていくも
のですが、書きながらこの四つを全
部やろうとする人が多い。なんとなく
書き始めて、なんか違うといって全部
削除するというような。ただ、文章は
思いついてすっと書き終えられるよう
な簡単なものではないので、作業を
分けることがポイントです。こういっ
た例文も載っている本なので、読んで
みてください。

文章力を上げるためには

類語辞典や表現辞典もありますが、
基本的には自分の頭の中にあるフレー
ズしか使えません。ですから、基本
は多読多筆をすることが文章が上手く
なる秘訣です。それから、良書に当た
るのも大事です。

一番早い上達の仕方は、良い文章
をそのまま書いてみること。写経とも
いいますが、すごく上手な人の文章を
そのまま書いてみるというのが上手く
なる方法です。1ページとかでもいい
です。キーボードで打ってもいいでしょ
う。表現は色んな所から引っ張ってく
るしかありません。表現一つとっても
いろんな表現の仕方がありますが、そ

れは自分のボキャブラリーや知ってい
るフレーズ数によって変わってきます。
ただ、たくさんあればわかりやすいと
いうことでもなくて、目的にあった言
葉の使い方が大事です。文章を書くと
なると、小説やビジネス書を選んでそ
の表現をまねる発想になりがちです
が、ドラマやセミナー、映画や新聞な
どあらゆるものが応用できます。普段
から日常的に言語には触れているの
で、そのなかで「そのフレーズいいな」

「これ使えるな」と思ったものをストッ
クしておく。そして実際に使うことで
身につきます。普段から文章を書く場
があるとなおいいですね。

日常的に喋っている言葉でも、人に
よって違いがあります。その人しか使
わない言葉もあります。なにか良いフ
レーズを見つけたら、自分のものにす
る。ワンフレーズだけとってもパクリ
にはなりません。そこから、「この言
葉に似た言葉はないかな」といって探
していく。言葉もアイデアも、フレー
ズを増やすというのは連想することが
大事です。今月は「ホンモノの文章力
自分を売り込む技術」についてご紹介
しました。文章力に不安があるという
方、もっと文章力を磨きたいという方
は、ぜひ一読してみてください。
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広告内の日時を自動的に変更する方法は？（アドカスタマイザー編）
Yahoo!で広告内の日時を自動変更するための方法です。士業の場合ですと、セミナー集客の広告文で使えそうですね。

伸び悩む広告運用者によくある 5 つのバイアスと思い込み
こういった思い込みは広告運用にはつきもの。常に柔軟にアカウントを客観視することが重要です。

TrueView 動画広告をはじめとした、Google 広告で配信できるYouTube 動画広告の基礎知識
優先度は低いと思いますが、動画広告の仕組みを理解していても損はありません。

【事例紹介】キーワード追加＝表示回数増加？
キーワードはただ追加するだけではなく、バリエーションを考えるべきだということです。

高額治療を売り込む医療機関も「怪しい広告」が表示される検索サービスの現状
ネット広告では、「いい広告」と「正しい情報」が必ずしもイコールにはならないという現状があります。

Google 広告、広告プレビューと診断ツールの 2 つのアップデート
Google 広告の広告の配信状況を確認する「広告プレビュー」と「診断ツール」にアップデートがありました。特定のオー

ディエンスも指定し、指定したユーザーにどのように広告が表示されているか確認できます。

Google 広告でより詳細なユーザー属性によるターゲティングが利用可能に
ユーザー属性ターゲティング新しい項目が追加されました。子供の有無、配偶者の有無、教育（学歴等）、住宅所有

状況で配信ターゲットを選ぶことができます。

【レポート】PPC 広告の情報収集にロンドンに行ってみた。
海外の運用トレンドが書いていますが、ニッチな業界の話ではなく、あくまで大規模なアカウントの話なんだろうな、

と思いつついつか実践してみたいと考えてます。個人的に非常に興味深いと感じました。

【初心者向け】Facebook 広告の種類別、特徴・メリット・難易度まとめ
Facebook 広告の各広告出稿形式などが、ひと目で確認できる記事です。

【ニュース】Google が、検索広告の掲載順位に関連する 4 つの新指標を発表
Google 広告最新アップデートです。広告が自然検索よりも上部に表示された割合が管理画面から閲覧できるように

なります。

【Google 広告】レスポンシブ検索広告（ベータ版）が日本でも利用可能に
レスポンシブ検索が発表されてから数ヶ月、ようやく日本でも徐々にベータ版が利用できるようになっています。試す

価値は十分です。

保育所「落選狙い」　職場への報告検討厚労省が対策
こういう情報も労務の観点からは知っておきたいところ。

仮想通貨による資金調達、全面禁止は見送り　金融庁　法改正で健全化へ
何度も言ってますが、個人的には「バブル」だと思ってます。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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1 月から「スマホで確定申告」スタート！ID・パスワード方式でマイナンバーカードが不要に
これのサポートは微妙ですが、安いマニュアルは売れるような気がします。

パワハラ防止、厚労省が法整備案　企業からは慎重論
規制も大事なんでしょうが、根本的には組織の問題であり、経営者の問題。

介護職員の賃上げに２千億円　厚労省、介護報酬を改定へ
企業努力もあるとは思いますが、国としての構造的な問題な気がします。

手厚い補助金→不正→厳格化で経営難→大量解雇…「障害者雇用の場」混乱
セミナーのトピックとしては使いやすい題材かも。

中小企業の海外展開支援へ　経産相表明、ＴＰＰ発効で 
外需グローバルという発想がないから、こうなります。

女性活躍法見直しへ検討＝政府
これも法制度の問題でなく、経営者の問題だと思います。

厚労省「高プロ」５業種を提示
働き方改革の具現化ですね。おさえておきたい。

政府、入管法改正案を閣議決定　外国人労働者受け入れへ大きく転換
⾏政書士、社労士、税理士…組織にかかわる人は必須です。

相続法改正で新設「特別寄与分」が認められるケースとは
相続を取り扱う士業は、税理士でなくても必ずチェック。広範囲の知識が重要です。

少年法「18、19 歳は適用対象外」案への反論　「変わるチャンス奪う」日弁連シンポ
直接は業務と関係なくても、常識的な法改正は抑えておきたい。

士業の支払いもキャッシュレス時代へ
プレスリリースだと思いますが、様々な取り組みがあります。

次期薬機法改正　薬局・薬剤師の役割「服薬中の一元管理・服薬指導」を法令上義務付けへ
医療、福祉の分野は単なる法改正という認識よりは、ビジネスにどのような影響が出るか考えましょう。大きな市場です。

最低賃金引き上げを　消費税増税念頭に民間議員提言へ　１２日の諮問会議
個人的には消費税をどうにしてほしいところです。。

自動車環境性能税を最大２％減税　政府検討　消費税増税対策
税金が変わるときは、物流が動くときです。これを勝機と捉える業界も多いといえます。

対策が求められるパワハラ問題　適切な指導とハラスメントの差とは
基本的には、経営者の意識が変わらなければ、根本的には何も変わらない問題ですね。

社会保険料滞納の外国人、在留資格の取り消し検討
事実上、もう移民って受け入れているような状況です。外国人の問題は、増えます。

介護報酬の消費税対応は基本単位数アップがベース、区分支給限度基準額引き上げ等も検討―介護給付費
分科会

介護福祉関連の方は、必ずチェックしたい情報ですね。
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　No.581 習慣について

横須賀輝尚です。今日は習慣につい
ての話です。身につけようと思わなく
ても、勝手に身についてしまうのが悪
い習慣です。一方、良い習慣は自力で
付けるしかありません。怠惰、堕落は
簡単で、食べ過ぎや飲み過ぎなんか
もそうですが、自分でコントロールし
て習慣を作っていくという感覚を持た
ないと人は流されます。変えたいのな
ら意識的に変えるしかありません。成
功に関する方法でも、習慣は大事だ
といわれています。考えが変われば
行動が変わり、行動が変われば習
慣が変わる。良い習慣が身につく
と成功は早まります。今回は、過去
に天才塾で解説した「こんな習慣をつ
ければ周りよりも抜きん出ることがで
きる、成功が近づく」という習慣を 8
つご紹介します。

はがきを書く

天才塾のメソッドの一つに、
「名刺交換後のお礼ハガキを書く」
というのがあります。それに加えて、

何もなくても1日 1 枚はがきを書く。
これはぜひ実践していただきたい習慣
の一つです。

例えば、船井総合研究所を創業し
た船井幸雄さんは晩年に至るまで、
お世話になった人やしばらく会ってな
い人に向けて 1日 3 通手紙を書いた
そうです。人脈を広げるためというよ
うな目論見はその頃の船井先生には
ないと思いますが、受け取った人は返
事をしたくなるということで、新しい
ビジネスが生まれたり、応援する人が
現れたりすることはあったと思います。

お礼はがきは、「名刺交換したあと
に仕事をもらえたらいいな」という、
いわゆる「欲しい」というところから
来ていますが、ここから「与える」と
いう観点にシフトチェンジしてはがき
を出せるようになると、ステージが変
わると思います。そのためにも、船

井先生のように何もない時に送ってみ
る。例えば、昔会ってから 3，4 年
連絡してない人から「お元気ですか」
というはがきが来たら、返事を返した
くなりますよね。それを一日 3 通。3
通って、全然書けない数字じゃありま
せん。これをもし1年間続けられたら、
1,000 通を超えるわけです。

メモをとる

メモをとる習慣もぜひ作っていただ
きたい習慣です。メモのとり方はどん
な方法でもいいと思いますが、パワー
コンテンツジャパン株式会社が社内
で推奨しているのは、ノート一冊に集
約する方法です。大きさも、基本的に
は小さいノートやメモ帳よりも大きい
ものの方が発想が広がると考えてい
るので、社内では A4 のノートを推奨
しています。案件ごとに何冊も分けて
もいいですが、途中でわからなくなっ
てしまったり、メモを無くしてしまった
りする可能性がありますから、一冊に
集約するのは結構大事です。汚くても
順番がバラバラでもいいので、とにか
く一冊に集約するのがお勧めです。ち
なみに私もその方法で 15、6 年くら
いやってきました。

移動中のメモですが、今はスマホが
便利です。Chatwork を使っているの

なら、マイチャットに思いついたアイ
デアや、セミナーや本などから学んだ
ことをメモして残すというのも便利で
す。意外にアイデアそのものを忘れ
てしまうことは多いので、是非メ
モする習慣を作ってみてください。

商談の場なんかでも、一切メモを取
らない人もいます。戦略としてメモを
取らない人もいますが、やはり相手は
あまりいい印象を抱きません。
「自分の話を聞いてくれてるのかな」

とか、「関心がないのかな」と思われ
てしまうこともあるので、メモを取る
ことは大事なのかなと思います。

朝一に自分に質問する

質問はコーチングの中でも重要だと
言われていますが、朝起きたらまず自
分に質問しましょう。その質問とは、

「今日一日を最高の日にするためには
どうしたらいいか」。この質問は毎日
同じでいいので、ぜひやってみてくだ
さい。この質問をすることで、脳が回
答を探し始めます。これは朝にするこ
とが大事ですね。他にも「今日いつも
の 2 倍の結果を出すパフォーマンスを
するためにはどうしたらいいか」とか、
いろいろな質問の仕方があります。

質問をすることで人はいろんな
方向に向かっていくので、質問す

メルマガバックナンバー
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る技術は重要です。

どの動作から仕事を始めるかを
決めておく

一日の仕事を始めるときに、何から
始めるかを決めておきましょう。

そうすると、儀式的になって仕事が
始めやすくなります。典型的な例がイ
チローです。イチローが打席に入ると
きに袖をまくる動作をしますが、同じ
ようにどういう動作から入るかを決め
ておくことは意外に大切です。

例えば、朝はこの音楽から始める、
この運動から始めるとか、仕事はメー
ルの確認から始める、チャットの確
認から始めるとか。やる気になるス
イッチが何なのかは自分で認識してお
くといいと思います。モチベーション
の相談はすごく多いですが、これまで
に自分がものすごくやる気になった瞬
間を思い返してみるとヒントが出てき
ます。やる気スイッチは人によって本
当にバラバラです。

ちなみに、自分のやる気スイッチを
入れてもうまくいかないときは調子が
悪いときです。わかりやすいのが音楽
で、その音楽を聴くといつもテンショ
ンが上がったり、心地よく感じたりす
るという音楽があったとき、それを聴
いたときにノイズに聞こえるときは調
子が悪いので、そういうときは無理を
しないことも大事です。

本を読んだらタスクメモを作る

本を読んだときには、タスクを作る
習慣を作るとすごくいいです。本を読
んでためになった、で終わりではなく
て、「これをやろう」というタスクリス
トを作る。本に折り目をつけてもいい
ですし、ポストイットをつけてもいい
でしょう。例えば、インターネットマー
ケティングの本を読んだら「リスティン
グ広告の管理画面の設定をする」と
いうタスクを作ったり、広告文を作る
というタスクを作ったりとか。

タスクごとに付箋を作ると管理しや
すくてお勧めです。

一日一回人を褒める

これも良い習慣です。人は基本原則
として、いいことをされたらいいこと
を返したくなります。これは「返報性
の法則」と呼ばれるもので人脈営業
の基本のようなものですが、「その人
のいいところを見つける」というクセ
は人間関係をとても良好にします。

褒めるときには、基本的には自然に
思ったことを伝えるのが一番ですが、
人によって褒められ方で喜び方が違う
ことがあります。これは上級編ですが、
社内の人間関係など、長い期間付き
合っていく人との間では、どんな褒め
られ方をするとその人が喜ぶのか、と
いうところは見極めておくといいと思
います。

仕事を早くやる意識づけをする

サラリーマン感覚が抜けないと、何
時から何時まで働くものだという感覚
がすごく強くなります。ですが、個人
事業主には「何時から何時」という概
念がありません。仕事が終われば終
わり。だから、朝 8 時に始めて昼 12
時に終わりでも別にいいわけです。逆
に早くやるという意識づけがないと、

「何時までに終わらせればいいや」と
いう感覚になりやすい。これは、そ
の日にある仕事を 8 等分で進めると
いうような発想です。でも起業家の仕

事のやり方はそうではなくて、いかに
その仕事を早くこなして次のことをす
るか。これが起業家の仕事のやり方
です。だから、「この仕事は何分で終
わらせよう」とか、とにかく早く終わ
らせるという意識を常に感覚とし
て持っておいたほうがいいです。

ちなみに私の場合は、いつも原稿
執筆でスピードにチャレンジしていま
す。1日に何文字書けるかは一応計測
していて、5,000 文字から7,000 文
字ぐらいは問題ありません。集中でき
る環境があれば、12,000 文字くらい
までは書けます。ただ、15,000 文字
を超えてくると、様々なクオリティが
下がることがわかりました。何時間か
けて書いても同じで、早く書いても遅
く書いても、やはり15,000 文字以上
書くと頭が疲れてしまいます。こんな
感じで計測すると、自分のペースも把
握できます。

情報収集癖をつける

士業も起業家なので、さまざまな
情報を得ることが大事です。情報収
集の仕方にはいろいろありますが、普
段自分が情報を収集しない媒体か
ら集めるという方法が面白いと思
います。多くの人が見る情報媒体とい
うのは大抵決まっていて、テレビや新
聞、よく見る Web サイトくらいじゃな
いでしょうか。そこを、例えば女性な
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ら男性誌を読んでみる。男性なら女
性誌を読んでみるとか。普段見ない
web サイトやテレビ番組、ラジオな
んかもお勧めです。ちなみに、ラジオ
は声だけなので、説明の情報の量が
多くて結構役立ちます。

　No.582 人脈営業について

横須賀輝尚です。今日は人脈営業
についてのお話です。人脈の定義は人
それぞれですが、士業の場合は、ビ
ジネス的に見ると 3 つに分けられま
す。1つはお客様。会ったら仕事をし
てくれるかもしれない人。2 つ目が提
携先、協力してアライアンスを組む人。
一緒にセミナーをしたりする人です。3
つ目が先生みたいなもの。勉強させ
てもらうような、よりレベルが高い人。
これが、大きく分けて士業の人脈です。
4 はその他という感じ。友達とか趣味
仲間のような人たちです。人に会うと
きにビジネスでだけしか考えてないの
は寂しいので、4 番目の人脈があるこ
とはいいことだと思います。

利害関係のない付き合いも大事

付き合いにメリットデメリットがな
いと、いろんなことに貢献しやすくな

ります。例えば、事業者とクライアン
トという関係だと、やっぱり丁寧に対
応しなければなりません。ですが、相
手とビジネス上の付き合いがなけ
れば、自然な付き合いができます。
そうすると、仲良くなったその先
に仕事が発生することもあります。

ですから、顧客になる可能性があ
る客層の人であれば、そういう付き合
いも悪くはありません。

人脈を作るためには

自分が求める人に会うためはどうし
たらいいかですが、まずは「どういう
人に会いたいか」を決めることが大事
です。先ほど挙げた1，2，3 のどの
人に会いたいのか。例えばお客様候
補になる人に会いたいなら、まずお客
様候補がどんな人なのかを考えなけ
ればいけません。私の場合は、⾏政
書士として会社設立手続きをメインの
仕事にしていたので、起業家が自分の
お客様になりました。ですから、起
業家がいそうな所に⾏っていました。

2 番目の提携先というのは少し難し
くて、ここは縁だと思います。ただ、
パワーコンテンツジャパン株式会社の
場合は天才塾というサービスで講師
をお願いしたいという魂胆があったの
で、講師を引き受けてくれそうなコン

サルタントに会いに⾏くということは
していました。弊社としては、講師が
できる人は貴重な提携先です。同じよ
うに、何ができる人と会いたいの
か。ここを明確にしておかないと、
求める人には会えません。

3 番の「自分よりすごい人」ですが、
会えなくても仕事には支障はありませ
ん。ただ、自分のスケールを変えるた
めにはそういう方たちには会ったほう
がいいと思います。

会いたい人が決まったら

会いたい人が決まったら、基本はセ
ミナーに参加するといいです。もしく
は、誰かに紹介してもらう。異業種
交流会は、ロスが大きいので参加し
なくていいでしょう。

良質な顧客候補や良質な提携先と
いうのは、異業種交流会ではなかな
か会えません。それよりは、ある程
度金額が高いセミナーに参加するか
紹介をしてもらう方が、結局ロスは少
ないと思います。

人と会うときに注意したいこと

最初の頃は売上が欲しいので、顧
客候補がいるところを探すという視点
が大きいでしょう。ただ、なんとかし
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てこの人から仕事を獲りたいと思って
人に接すると、人はどんどん離れてい
きます。「買ってくれ」とずっと言われ
たら逃げたくなるのと一緒です。

最初の頃は特に焦っていたりもする
ので、どうしても欲しい欲しいになっ
てしまいますが、基本的には「どんな
ことを言ったら喜ばれるだろうか」と
いうことを考えながら接していくこと
が大事です。ちなみに、与えるという
のは物やお金だけではなくて、情報を
与える、良い印象を与えるというのも
一つですし、褒めることで賞賛を与え
るというものもあります。これも返報
性の法則で、与えられると与えたくな
る。返したくなるということです。人
をお金だと思って見てしまうと人
が離れるので、そこは要注意です。
あくまで人と人との付き合いというも
のは、与え与えられて、という関係で
いかないと辛いですよね。

余談ですが、以前大きな人脈を作
りたいという人がいて、著名人の選挙
を無償で全部手伝ったという人がいま
した。これは一つの例ですが、そこま
でやってくれる人なら相手も「なにか
してあげたいな」と思うのかもしれま
せん。

お客様を紹介してくれそうな人
とつながる

それから、お客様を紹介してくれそ
うな人もいます。ダイレクトにお客様
ではないものの、お客様を知っていそ
う、なおかつ紹介してくれそうな人。
こういう人と繋がるというのも、人脈
づくりとしては重要なところです。どう
いう人が当てはまるかというと、私の
場合であれば、起業家をよく知ってい
る人。同じコンサルタントがそうです。
コンサルタントには、起業家や経営
者のクライアントも多く持っています。
他にも、士業なんかもそうです。それ
から、web サイトの制作会社もその
先に法人がいます。制作会社そのも
のはクライアントにはなり得ないかも
知れませんが、制作会社のクライア
ントの法人で許認可が必要なケースが
あったりします。

自分のお客様を知っていそうな
人は誰か。その中で、できれば大
きな幹になっている人は誰か。こ
こを考えることが大事です。

例えば商工会議所の会長とか、大
人数の勉強会を主催しているコンサル
タントなどが当てはまるでしょう。少
し趣向を変えて、企業家などのリスト
を持っている人も大きな幹です。

もし自分の客層が経営者であれば、
そのリストを持っている会社と組むの
もいいでしょう。例えば 1万社分のリ
ストを持っている会社と組めば、自分
で 1リストも集めずに1万社に案内を
送れます。よくあるのが、印刷代を負
担する代わりに DM に広告を入れて
もらうという交渉です。これは「リス
トの相乗り」です。マーケティングの
世界ではこういったリストの相乗りは
よくあります。リストの共有とかリスト
のクロスとか言ったりもしますが、こ
の方法は半分は正解ですが、半分は
不正解です。基本的に、自分たちの
商品を知らない人に向けて出すもの
だということをよく覚えておいておか
ないと、ダイレクトマーケティング的
には失敗します。例えば、美容院が
500 人のリストを持っていても、自分
たちが売っている化粧品そのものを
知っている人はその中にはいません。
もちろん有名な化粧品であれば別で
すが。それに、全く接点がない人に
案内するという前提でチラシなどを作

らなければなりません。「500 人に広
告を打てば誰か何か買ってくれるだろ
う」という発想でいると失敗します。

小冊子を配る

小冊子を配布して人脈を作るという
やり方があります。

実際に私も過去にしたことがありま
すが、100 人規模のセミナーをしてい
る知り合いの講師に対して「セミナー
の参加者に協賛させてください」と提
案しました。参加者にこの小冊子を
無料で差し上げたいんですがいかがで
しょうか、という提案をしたら、快諾
してくれたんですね。そして 200 冊
配って、そこから仕事につながりまし
た。さらに、「よかったら喋ってくださ
い」という感じで自己 PR の時間もも
らえたことがあります。人脈の広げ方
にはたくさんありますが、まずはどん
な種類の人に会いたいのかを確定させ
ることが大事です。うまくいくように
なったら、幹となる人脈にどううま
く会っていくのかということが大事
になってきます。

　No.583 ランチェスター
戦略・弱者は絞り込む

横須賀輝尚です。今日はランチェス
ター戦略についてのお話です。
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ランチェスター戦略というのは、も
ともとは戦争理論です。弱者が強者
に勝つための理論で、例えば相手が
大砲を持って撃ってくるなら、大砲と
同じ距離では勝てないのでこっちは刀
で距離を詰めて接近戦で倒していくと
いう発想です。詳しい理論は「小さな
会社　儲けのルール」というランチェ
スター戦略の専門的な本があるので、
その本を参考にしてみてください。

ランチェスター戦略では、商品戦
略、地域戦略、競争戦略、営業戦略、
顧客戦略、時間戦略、組織戦略、財
務戦略という 8 つの戦略があるとい
われています。

「弱者は商品を絞る」商品戦略

商品戦略は、何を売るかというとこ
ろです。弱者は1 個に商品を絞ってそ
れに集中しなさいというのがランチェ
スター戦略で言われていることです。
たくさん商品を扱うのは強者なんです
ね。基本は一点集中。これが原理原
則です。ただ、士業の場合はマーケッ
トの関連があるので、絞りすぎてしま
うと仕事がなくなる可能性が出てきて
しまうので要注意です。

例えば、古物商はそんなに数があり
ません。だから古物商専門の⾏政書
士なんていう絞り方は、よく考えなけ
ればいけないところです。

士業は業務ではなくコンセプト
を絞る

士業の場合は業務に特化するとい
うよりもコンセプトに特化した方
がいいと思います。外国人のバック
アップや節税、労務トラブルとか、起
業支援とか。そのほうが見せ方として
はいいと思います。やってはいけない
のは、業務 1 個だけに集中すること。
業務に集中することは、同じ商品を扱
うため効率が良く、仕事の展開も早く
なるというメリットもあります。です
が、マーケットがないと売上が上げら
れなくなってしまいますので、ここは
要注意です。例えば私は 2004 年ぐ
らいに会社設立に特化しましたが、そ

の頃は会社設立自体の数がすごく多
くて、まだ値段勝負になっていません
でした。それで、逆に業務を絞ったこ
とによって紹介が生まれて売上が上が
りました。

成功要因は、単純に会社設立業務
の単価が高かったということと、会社
設立のマーケットがあったというとこ
ろです。もし同じように絞るなら、単
価が高いもの、かつ数が多いもの。
この条件を満たすものなら、士業で
も業務を絞っていいと思います。⾏政
書士なら産廃とか、補助金とか融資
とか。この辺は単価が高くてそれなり
にニーズもあるし、産廃は特に高難度
でできる人が少ないのでいいと思いま
す。安いものに絞ってしまうと大量に
こなさなければいけなくなります。中
には車庫証明を大量に受注している人
もいますが、1 個数千円のものを積み
重ねていかなければなりません。そう
なると、週に 2，3 日は車庫証明だけ
に従事しなければならないとか、そう
いうことが起きます。

アナログとネットを分ける

士業が商品をどういうふうに考えて
いけばいいかということですが、アナ
ログではコンセプトをある程度絞
る。これは、その人が何をしているか
がわかった方がいいからです。ですが
ネットでは絞らずに、業務ごとに
たくさんサイトを作っていくのがい
いと思います。

横展開していく。これは天才塾のメ
ソッドで昔からお伝えしていることで
す。ただ、あまりにも種類が増えすぎ
ると今度は対応が大変になってしまう
ので、その辺は自分との実力と相談し
ながら進めてみてください。

「地域を絞る」地域戦略

地域戦略は、どこで売るか。地域
を絞りなさいということです。例えば、
会社は東京で、営業地域は関東一円
にしてしまうと、その会社は儲かりに
くい。移動時間は利益を生まないか
らです。地域戦略としては、なるべく
狭く地域を絞っていくことが大事です。
例えば自転車で⾏ける距離とか、徒
歩圏内とか。ちなみに士業の業務や
顧問は基本的に地域密着です。地
元しか売れないと思ってください。
中には全国展開している人もいます
が、わざわざ遠くの人に頼むお客様と
いうのは、安くお願いしたい人が基本
的に多いものです。

天才塾ではリスティング広告の運用
代⾏やコンサルティングもしています
が、基本的に地域を絞ります。それ
を踏まえて、ある程度数が見込める
業務、単価が高い業務を選ぶという
やり方がいいでしょう。

商圏を考える

地域を絞るときに考えていただきた
いのが、自分の商圏にいる人口です。
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士業の場合、開業する場所は自宅
の近くとか、実家の近くというケース
が多くて、マーケットを選ぶという発
想があまりありません。ですが正直、
5 万人を切る地域で年商 1,000 万に
達するのはかなり大変です。ちなみに
商圏というのは市区町村のくくりでは
ありません。そこにいる人たちが移動
する商業経済圏という意味です。例え
ばこれは極端な例ですが、高松市と
岡山市では⾏き来が普通にあります。
だから高松の場合は岡山も含めて商
圏と考えてもいいんです。人口が 3 万
人しかいなくても、商圏的には 30 万
人いるというのなら、それはありです。
もし開業したい地域で商圏の人口が 5
万人以下だったとしたら、そのときは
まず人口がいるところで事務所を開け
ないかを考えてみましょう。

天才塾の会員さんで、人口が 2 万
から 3 万人の都市で開業した方がい
ましたが、やはりダメでした。すでに
同じ士業が 5 人ぐらいいて、仕事を分
けあってる状況でした。かつ、商工会
のような公的団体にも「その資格の先
生は間に合ってるから」といって入れ
てもらえなかったんですね。飛び込
み営業で回れるところも周り切ってし
まって、色々手を尽くしたけれど打開
策がない。そこで、「場所を変えませ
んか」といって、都心に移動しました。

そしたら、その会員さんはすぐに年

商 1,000 万に⾏きました。
これは、やってることは正しかっ

たのに、単に商圏がマッチしてな
かったというケースです。どうして
も田舎の地域でやりたいというの
なら、何でも屋をやるしかありませ
ん。1人のお客様からいくつもニーズ
を引っ張って、やれる仕事はなんで
もやるというイメージですね。少し
TRANSWITCH™ 的な発想が必要に
なるでしょう。

「誰に売るか」を決める競争戦
略

競争戦略は、客層。誰に売るかと
いうところです。誰に売るかが決まる
と、色々な営業がとてもやりやすくな
ります。まず顧客が誰かがわかれば、
その顧客が欲しているものが何なの
かが分かります。顧客の欲しいものが
わかってくると、メールマガジンを見
てるのか、雑誌を見てるのか、新聞を
見てるのかという、顧客がどういう媒
体を見ているかが分かります。

例えば⾏政書士業務の一つである
風俗営業の許可だと、夕刊フジとかに
広告が載ってたりします。ずっと載っ
ているから、実際に効果があるんで
しょう。これも、顧客がどんな媒体
を見ているかがわかっているから広告
を出せるケースです。このように、顧

客のことを考えていくことが大事です。
ホームページを作ってるのに仕事が来
ないというときは、そもそも自分の顧
客がホームページを見る客層なのかを
考えなければなりません。

「近い距離で売る」営業戦略

弱者は接近戦をとり、なるべくエン
ドユーザーに近い距離で売るというの
がランチェスターの基本原則です。

逆に、強者は遠くから売ります。だ
から弱者の場合は、コマーシャルより
広告、広告よりダイレクトメール、ダ
イレクトメールよりも電話、電話より
も直接会うというように、距離が近
い方が売れるのが簡単になります。

これが営業の基本です。接近戦の
最たる説明が、天才塾ではアナログ
営業です。とにかく近場で人に会って
いく。毎月100 人に会うことを実践
すれば、仕事がないということはあり
ません。100 人会い続けて仕事がゼ
ロだったら、会ったときのリアクショ
ンや会話とかに問題があるので、そこ
は見直してみてもらいたいところです。

もし天才塾の会員さんで、アナログ
営業をすごくやってるのに結果が出な
いという方は相談してください。絶対
に何か根本的に間違っていることがあ
ります。ちなみに、ランチェスター戦
略はイギリスのランチェスターという
人が 1900 年くらいに作った古い理論
です。なので、インターネットという
概念はランチェスター戦略にはありま
せん。だから経営理論に直したときに
も営業では接近戦が素晴らしい、効
果的だといわれていますが、ネット営
業も効果がありますし、弊社の高金も
結果を出しています。

インターネットのような飛び道具が
なかった時代は、当然エリアを攻める
しかありませんでした。でも今は、東
京で事務所を持っていても北海道の人
も沖縄の人も事務所のホームページを
見ることができます。

この辺りは時代に合わせて考えてい
く必要があると思います。ただ、どう
しても予算がないとかネットがわから
ないという方は、思い切ってネット営



経営天才塾ニュースレター Dono　5-21

メルマガバックナンバー

業は捨ててもいいです。その辺はバラ
ンスを考えていってください。

　No.584 ランチェスター
戦略・どう好かれるか

横須賀輝尚です。今日はランチェス
ター戦略の顧客戦略、時間戦略、組
織戦略、財務戦略の 4 つについての
お話です。詳しい理論は「小さな会社　
儲けのルール」というランチェスター
戦略の専門的な本があるので、その
本を参考にしてみてください。

顧客戦略「どう好かれるか」

顧客戦略は、「どう好かれるか」　「ど
うやったらリピートしてもらえるか」に
ついての戦略です。天才塾のメソッド
にあるはがきも、このあたりから来て
います。弱者は、毎回広告宣伝費を
かけてはいられません。そこで紹介や
口コミが必要になります。紹介を増や
すための方法ですが、自分の専門性
をわかりやすく伝えるのもそうですし、
スポット業務の場合は、仕事の最後
にちゃんとお客様と会うというのも一
つです。書類を作って郵送しておしま
いだと、お客様の声もいただきにくい
もの。それに「紹介してください」と
いうのも言いにくい。ですから、最後
は面倒でもちゃんと会いにいった
方がいいと思います。

それからフットワークの軽さも紹介
を増やします。電話をかけたらすぐに
会社に来てくれるとか、LINE でメッ
セージを送ったら即返事があるとか、
レスポンスが早い人に紹介は来やすい
ものです。既存のお客様からの紹介
も、接点がないとどうしても発生しに
くいものですが、そこでニュースレター
を送るという方法があります。ニュー
スレター理論では、年に 4 回以上は
必ず接点を持ちましょうという考え方
があります。これはどこのニュースレ
ターの専門家も提唱していることです
が、実はニュースレターが 4 回あ
ることが大事なのではなくて、接
点が 4回あることが大事なんです。

例えば、ニュースレターは春号と秋
号しか出してないけど、夏に暑中見舞
いが来て冬は年賀はがきが来る。そ
れでも別に悪くはありません。ただ、
年賀はがきはどうしても埋もれてしま
うので見てもらえない可能性は高いで
しょう。そこで、個性的な年賀はがき
を送るとか、ただプリントされたもの
ではなくて文章を書いて送るとか、何
か工夫をする必要があります。

「好かれる」ということについて

GeniusSearch にも載っているか
と思いますが、好かれるということに
関して解説をしておきます。好かれる
ために、自己開示をして共通点を作る
という方法がありますが、ランチェス
ターの法則で有名な竹田陽一先生が
言うポイントは「親切をする」という
ことです。コンサルタントの石原明さ
んも、「仕事＝親切」と言っていまし
たが、これは、ちょっとした気遣いを
イメージしていただくとわかりやすい
かもしれません。

例えば、入金のお礼。打ち合わせ
をして、請求書を渡して帰った翌日に
クライアントから入金があったとしま
す。それを確認して仕事に取り掛かる
ときに、まず入金確認のお礼を送る。

「早々のご入金ありがとうございます。
引き続き仕事に邁進しますので、よろ
しくお願いします」というような FAX
を送るとか。こういったちょっとした
気遣いが好かれる仕組みです。細い
テクニックですが、FAX の送信名欄に

「いつもありがとうございます」と書く
というのも、ランチェスター戦略では
言われていたりします。

こまめな報告も一つの親切

基本的には、好かれるためには何
か丁寧な連絡や確認が大事なこと
で、ここを怠っている士業は意外
に多い気がします。中でも欠落して
いるのが中間報告で、クライアントに
あまり中間報告をしないという人が多
いです。例えば会社設立だと、打ち
合わせ、書類作成、クライアントに会っ

て押印してもらう、定款認証して登記
する、登記が終わったら謄本を持って
クライアントのところに⾏くというよう
な流れです。最初に印鑑を押印しても
らったら、あとはクライアントに会わ
ずに進めていけます。そうすると、定
款の認証が終わった段階や登記申請
するタイミングの連絡をクライアント
にしないこともあるでしょう。でもそ
うすると、「会社設立の件どうなってま
すか」と聞かれたりする。そこで「も
う終わってますよ」というのは、すご
く不親切ですよね。ここで「本日、会
社設立のための定款認証が終わりま
した。特にお返事不要ですが中間報
告まで。」というような FAX やメール
を一通送るだけで、非常に好印象を
抱いてもらえます。

普通のことですが、お客様がさ
れて嬉しいことをしましょうという
のが、顧客戦略です。人を喜ばせる
ということについては、アイデアはた
くさんあります。例えば会社設立であ
れば、士業は会社設立日がわかるの
で、一周年時にお祝いを贈ってもいい
でしょう。受け取った方は嬉しいです
から、誰かに紹介したくなりますよね。

「お金を正しく使う」財務戦略

基本的に、無駄な経費は使わない
というのが個人事業主、個人事務所
では徹底されるべきことです。コスト
は抑える、無駄遣いはしない。これ
は基本ですが、自己投資と広告費は
別です。これだけは覚えておいていた
だきたいところです。

私も自己投資にはとんでもない金額
を使ってきました。広告費も同じです。
だからこそ今があります。

今使っている経費の中で、ちゃ
んとお金に繋がってるものが何か
ということを考えてみてください。
もちろん書籍なんかも大事ですが、
ちゃんと自己投資や広告費にお金が
使えているかどうか。ここは確認して
おきましょう。ランチェスター的には、
基本的にはお金の無駄遣いを無くし
て、配分を変えて生きることが推奨さ
れています。ランチェスターは粗利を
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大事にしているので、粗利を産む方向
で考えてもらうといいかなと思います。

組織戦略では営業職をメイン
に

組織に関しては別のところで解説し
ますので、ここでは簡単に解説するだ
けにしておきます。ランチェスターの
組織論としては、7 割ぐらいは営業に
関わる人で構成するのが基本理論で
す。例えば 10 人の会社で 8 人が経
理、総務というのはありえません。売
上が上がりませんから。10 人いたら
7，8 人は営業マンにすることが大事
です。士業の場合はどうしても構成員
の全員が事務員ということが多くなり
ますが、そうなると、売上はすぐに上
がりません。ただ、これはアナログの
世界の話です。今はインターネットで
広告を出すことで、マンパワーにレバ
レッジをかけられます。

「量で勝つ」時間戦略

時間戦略は単純明快で、弱者が強
者に勝つには長時間労働しかないとい
うのが結論です。ランチェスターの時
間戦略を具体的に説明すると、普通
の人が 1日 7 時間働くとすれば、12

時間働けば勝てる。14 時間働けば圧
勝、15 時間働けば実力や才能で劣っ
ていたとしても間違いなく勝てる、と
いう法則です。これを公式にすると、

　【成功＝時間の二乗 × 質】という
ことになります。ただ、14 時間働く
といっても、最初は14 時間分の仕事
はないはずです。じゃあどうするかと
いうと、まずは14 時間仕事モードで
いること。今日は手持ちの仕事はな
いけど何かできる仕事はないか、何か
営業に繋がることないかと、とにかく
14 時間なら14 時間は仕事の事を考
え続けます。これはサイバーエージェ
ントの藤田普さんも過去にしていたそ
うで、仕事はないけど、とにかく仕事
のことを考えるために長時間労働にし
たとどこかで話していました。

最初はそれでいいと思います。長時
間労働といっても、だらだら仕事をし
てるわけではありません。そのあたり
のメリハリも、ゆくゆくは効かせてい
ければいいでしょう。ちなみに、ラン
チェスター戦略の 8 つの経営戦略の
中で私が最初に取り組んだのがこの
時間戦略です。開業したての頃は、1
日 16 時間は働いていました。「小さ
な会社　儲けのルール」という本の
中では、成功者は朝早い人が多いと
書いてありました。当時は私も開業し

たばかりでお金がなく、広告を打つに
しても広告費がない、ホームページを
作るにも外注するお金がない時期でし
た。何かできることはないかと考えて
始めたのが長時間労働とはがき、そ
れから早起きです。最初は仕事がなく
ても、長時間労働することによって仕
事に関わる時間が増えました。それで
結果としてうまくいったと思います。

それから、早起きして朝ブログを書
くことを習慣化していきました。早起
きは実は非常にプラスがあって、士業
ならその日提出する書類の見直しがで
きます。それから朝の時間は誰からも
電話がかかってこないので、自分だけ
の時間が作れます。これが結構大き
かった。それから、早起きは印象がよ
く、爽やかな印象を維持できるという
メリットがあります。

同じ14 時間労働でも、夜中 2 時
まで仕事をしているというのと朝 4 時
から仕事しているというのとでは、与
える印象が全然違います。努力は裏
切りません。ただ、努力の方向性
が間違っていると、どんなに長時
間労働をしてもうまくいきません。
その辺りは私なり誰かなりに相談して
いただければと思います。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

天才塾の最近の動きについて、高
金がご紹介します。

まずは、おかげさまで「士業のため
のリスティング広告導入ハンドブック」
の重版が決まりました。非常に好評い
ただいています。ありがとうございま
す。本をご購入くださった方の中には、
これからリスティング広告を勉強した
い、この本のここをもっと知りたいと
いう質問も多くいただいていて、リス
ティング広告に対する会員の皆様の興
味や関心がどんどん大きくなっている
のを肌で感じています。そこで今回は、
リスティング広告の勉強方法について
少しお話しさせていただきます。

リスティング広告を学ぶ方法

リスティング広告の知識をつけると
きにとても重要なことが、最新情報を
追うことです。リスティング広告は頻
繁に管理画面が変わったり新しい機
能が増えたりするので、古い情報が
邪魔になりやすいからです。

もう一つ重要なことが、事実に基
づいた情報を得ることです。インター
ネット上ではたくさんリスティング広告
についての記事が載っていて、やろう
と思えばネット上だけでリスティング
広告の基本を全て学ぶことができま
す。ただ、それが本当に事実に基づ
いた情報なのかを見極めなければな
りません。例えば、リスティングの代
理店が運営しているブログでは、よく

「クリック率が何パーセント上がりまし
た」というような実績が記載されてい
ます。しかし守秘義務があるため、そ
れがどの業界のリスティング広告なの
かは絶対に書けません。しかしその
実績が士業に対してどう関連するのか
がわからなければ、その数字が良かっ
たとしてもあまり意味がありません。
士業に関連する事実に基づいた情報
を取ることが重要です。

それから、なにより大切なことは

実践してみることです。アカウントの
管理画面を実際に触ってみないと分
からないことは多々あります。ネット
上で情報が取れるからといって、に
Google ヘルプや他のブログを見ただ
けで勉強した気になってしまうのが一
番危険です。

知識だけ得ても実際に役に立たな
ければ意味がありません。深いところ
まで学ぶ必要はありませんが、⾏動
ベースに落とし込むことが大切です。
特に管理画面はわからなくても実際
に開いて触れるようにしてみてくださ
い。私も、最初に勉強を始めるときに
まずアカウントを取り、何も知らない
状態でアカウントを開いて実際に触り
ながら学んでいきました。そうすると
自分の感覚で理解できるところとそう
でないところがわかるので、そこを分
けて勉強していきました。このように、
まずはとりあえず⾏動してみるという
ことが非常に重要です。

バイアスがかかっている状態に
注意する

僕が個人的にとても重要だと思って
いる考え方が「バイアス」です。バイ
アスとは、偏りがある状態、偏ってい
る情報のことを指します。 先ほども
言ったように、視点が偏っている情報
や、代理店の情報や他の業界の情報、
それから思い込みもバイアスのひとつ
です。例えば「新しい機能だから良い
機能のはずだ」というのも、バイアス
がかかっている状態です。新しいから
といって、絶対にいいと限りません。

Google のアカウント構築の考え方
に「hagakure 構造」というものがあ
ります。これは、広告グループのアカ
ウント構造をできるだけシンプルにま
とめて、一カ所に蓄積されるデータを
増やしていこうという考え方です。詳
しく知りたい方は調べてみてください。

hagakure 構 造 が 提 唱されたのは
2013 年くらいですが、それ以前のア
カウント構築方法は、1キャンペーン
につき複数の広告グループがあり、各
広告グループの中にキーワードが 1つ
あるという構築方法でした。これはリ
スティング広告のかなり初期の考え方
です。この構築方法でいまだに運用
している代理店もあります。それで結
果が出ているのであればそれが正解
です。ですから、hagakure 構造が
100 パーセント正しい、という考えに
もバイアスがかかっています。このバ
イアスがかかっている状態は、危険
な状態といっていいでしょう。

hagakure 構造でも結果が出てい
るのなら良いでしょうが、もしかする
と別の方法でも結果が出るのではと
いう視点はどこかで持っておかなけれ
ば運用方法に偏りが出てしまいます。
自分の思い込みで運用をしてしまわな
いように、常に広く視点を持って柔軟
な考え方を持ち続けてください。これ
はリスティング広告を勉強するときも
同じです。知識をつける上でも偏って
いる情報には気をつけてください。

今後は、リスティング広告の基本を
1日でマスターできるセミナーも企画
しています。開催はおそらく来年にな
ると思いますが、こういったセミナー
も含めて、士業に特化した情報を学べ
る機会をこれから作っていこうと考え
ています。これから自分で運用してい
く上で勉強される方や学び直したい方
などは、是非参加していただければと
思っています。
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パワーコンテンツジャパン株式会社の
広告戦略教えます。

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

高金大輝です。今回は他の企業が
あまり教えたくない情報。ここまでの
実情を話す企業は他にないと思うので
すが、実際にパワーコンテンツジャ
パン株式会社が行っているネット
広告戦略の一部を、ネット広告実
践の事例として皆様にお伝えしま
す。運用者がどういった思考プロセス
で運用をしているかというところが見
える内容になっております。

また今回解説する広告は皆様にも
ご覧いただき、また実際に広告のバッ
クエンド商品である講座を受講された
方もいらっしゃると思います。広告そ
のものを解説するのは、大変失礼な
話かもしれませんが、それを超えても
なお、お役に立つと考え執筆させて
いただきました。是非お読みください。

パワーコンテンツジャパン株式
会社が出稿した広告

今回出稿した広告は、社労士向けの
「働き方改革関連法案」に関する対応
ガイド（音声）を配布する広告。

◯実際に広告出稿した LP
h t t p s : // l e g a l m a g i c . j p /

workstyleseminar/freeoffer
※現在申し込みフォームは停止され

ております。
「音声の配布」なので LP からお申

し込みをしたユーザーは無料で音声
を手にすることができます。

そもそもこの広告の狙いって？

無料で音声を配布するページに広
告費をかけているため短期的にみれ
ばどんなに広告掲載結果が良くてもこ
の広告キャンペーン自体は赤字です。

しかし、今回は LP上で販売するよう
な短期的な売上ではなく、その先の
バックエンド商品の購入を目的とし
ています。バックエンド商品は「働き
方改革」に関するセミナー。（受講料：
15,000 円）音声を請求していただい
た方に特別なご案内を送り、セミナー
参加を促す、という流れになっていま
す。

実際に行った広告設定

実際に⾏った広告設定は以下の通
りです。

広告掲載期間：2018 年 8 月 3
日〜 31日
 予算：1日1000 円（月額 3 万円）
 配信地域：日本全域
 ターゲット：働き方改革関連法
案について情報収集をしている社
労士

キーワード：
・働き方改革
・働き方改革実⾏計画
・働き方改革 事例 サービス業
・働き方改革 事例 中小企業
・働き方改革関連法案
・働き方改革 事例 建設業
・働き方改革 事例
・働き方改革 助成金
・働き方改革 事例 自治体
・働き方改革 残業規制
・働き方改革法案 問題点
・勤務間インターバル
・高度プロフェッショナル制度
・高プロ
・同一労働同一賃金

設定の解説

この上記の設定を解説していきた
いと思います。まず予算が 3 万円で
ある意味ですが、これは広告出稿当
初に少額に設定し、データを集める、
という意味があります。そして同時
に、今回のバックエンド商品であるセ
ミナーの値段を15,000 円に設定して
おり、あまりにも予算を上げすぎると
採算が合わなくなる危険性もあるため
慎重な予算設定にしている、というわ
けです。

幸い、当時は働き方改革関連のキー
ワードに広告出稿している広告主が少
なく、クリック単価が 100 円以下と
比較的安価だったため、少額予算で
も十分運用が可能でした。

キーワードの解説

続いてキーワードですが、「働き方
改革」という言葉を軸に「勤務間イ
ンターバル」、「高度プロフェッショナ
ル制度」、「同一労働同一賃金」など
の関連するキーワードも選択していま
す。「事例」という語句が入っている
キーワードを複数選択している理由と
しては、まだ不確定要素が多い働き
方改革について「情報収集している
社労士」は「働き方改革の導入事
例」を探しているだろう、という
仮説があったためです。

広告文の解説

続いて広告文に関しては以下の 2 つ
を選択しました。
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① 【緊急公開】働き方改革関連
法案 / 実務対応を社労士向けに
解説
8 月 31日までの無料配布。働き
方改革に際して社労士に求められ
る実務対応とは。

②社会保険労務士のあなたへ /
働き方改革対応ガイドを無料公
開
8 月 31日までの無料配布。働き
方改革に際して社労士に求められ
る実務対応とは。

まず今回は短期間のキャンペーンと
なり、データを集めてからの広告文改
善をする時間が無かったため、ある
程度仮説を元に広告文を執筆する必
要がありました。そこでまず①の広告
文では、【緊急公開】という文面を採
用しています。

これは、働き方改革の情報がまだ
十分に世の中に出揃っていないため、

「緊急」で確認すべき情報である
ことを強調し、同時に最新の情報
であることも暗に表現しています。
そして広告文では「社労士」という言
葉を使い、ターゲットを明確化し、社
労士以外からクリックは極力避けるよ
うに工夫をしました。

②の広告文では、「社会保険労務士
のあなたへ」という文面で社労士か
らの注目度を上げ、クリックを促して
います。

どちらの広告文がよかった？

各広告文の掲載結果は以下になり
ます。

①
表示回数；14,246
クリック数：451
クリック率：3.17％
コンバージョン数：14 件

②
表示回数；185
クリック数：4
クリック率：2.16％
コンバージョン数：1件

大差で①の広告文が広告効果の
高い広告文と言えます。ここまで広
告表示回数に差がついた要因は、①
の広告文で複数回コンバージョンが発
生し、Google が①の広告文のほうが
優秀な広告文と判断し、表示機会を
増やしたからでしょう。

広告の最終結果

今回の広告の最終結果は以下の通
りでした。

表示回数：14,431
クリック数：455
クリック率：3.15％

コンバージョン数：15
コンバージョン率：3.30％
コンバージョン単価：1,963 円
総広告費：29,440 円

なにをもって広告掲載結果を「成功」
とするか、という判断基準は、広告
の目的にもよりますが、今回の広告の
目的は「働き方改革に関心の高い
社労士の方を集めること」でした。
そういった意味では15 件のコンバー
ジョンと低予算で短期間の運用なが
ら十分な結果が得られたと感じまし
た。

また、今回のバックエンド商品であ
るセミナーが 15,000 円のため、2 名
の方にお申し込みいただくと採算が
取れる計算ですが、実際広告経由か
らのお申込みも 2 件以上あり、広
告から利益も発生したため、費用対
効果という観点からも成功と言えるで
しょう。

まとめ

今回の広告は、短期間の販促をリ
スティング広告で⾏った事例であると
同時に、法改正などのタイミングで
検索数が一時的に上がっているキー
ワードに対して、無料音声、動画など
で顧客リストをリスティングから獲得
できた、という事例とも捉えることが
できるかと存じます。

こういった旬なキーワードに対する
リスティングでのアプローチは、短期
間のキャンペーンとなりがちなのです
が、事前に綿密にターゲット設定を
することで、ある程度効率的な運
用も可能であるというわけです。

法改正のタイミングなどで需要が
高まった分野でのセミナー集客、リス
ト集めなどを検討するときが来た場
合、今回の事例を参考にしてみてくだ
さい。それでは今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとう
ございました。

①

②
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信頼関係の深さと温度感

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

前回までは、1 on 1の効能などを
解説してきました。今回はどうやった
ら信頼関係が作れるのかという信頼
関係作りのところを、私なりの観点か
らお話しします。

プライベートの相互理解はどこ
まで許容されるのか

1 on 1ミーティングでは、一般的
にお互いのプライベートに関する理解
が必要だとされています。かつて日本
でもこういった文化が非常に大切にさ
れてきました。仕事が終わっても一緒
に飲みに⾏くのは普通で、ときには上
司の家で飲んで、上司の奥さんがご飯
を作ってくれたり。今では考えられな
い光景ですが、昔の日本では当たり前
に見られた光景でした。

プライベートの相互理解が必要だ
ということは、1 on 1ミーティング
の書籍などを見るとよく書かれていま
す。人との距離を詰める方法として自
己開示など色々な方法がありますが、
お互いの情報を知れば当然仲良くなり
ます。出身地や血液型など、お互い
の情報を知れば会話の共通点も増え
ます。仲良くなるのは非常に良いこと
です。

1 on 1ミーティングの書籍では、
相互理解を深めるために、部下につ
いてどのくらいのことを知っているか
をよく問われます。部下の実家はどこ
か、出身地はどこか、兄弟はいるの
か、家族構成や今の趣味は何か。確
かに、こういった情報は知ってい
るに越したことはないかもしれま
せん。ですが、大切なのは知って
いるかどうかよりも「知り方」です。
「こういう情報を知ると仲良くなれ

る」という情報だけを鵜呑みにして
問い重ねるよりも、興味関心は持つ

けれど無理やり聞かないことが大事
です。私は、本人からその話題が出
た時にそれについて聞くくらいでいい
と思っています。その歩み寄り方は所
長が自分なりに決めればいいところで
す。それから、出てきた情報を覚えて
おくことも大切なことです。

どこまでコミュニケーションを
深めるか、ラインを決めておく

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、社員のプライベートにはあまり
深入りしません。そのため、仕事をす
る上でも社員の個別なプライベートの
事情はあまり大きく影響してきません。
なぜかというと、これは私の考え
ですが、プライベートにはいろい
ろな差があるからです。中には解
決できない差が出るときもありま
す。

会社によっては家族総出でバーベ
キューをするところもありますが、こ
れについても私はあまり肯定的ではあ
りません。なぜかというと、これもま
た家族によって差が出るからです。家

族構成もしかり、家族仲もしかりです。
仕事をする場所なのにその差が見えて
しまうのは無駄なストレスだと考えて
います。

ただ、部下がプライベートに関
して相談したいことがあるのなら、
それは聞いてあげた方がいいと思
います。例えば 1 on 1ミーティング
のときに浮かない顔をしていたとした
ら、「なにかあった？良かったら相談
に乗るよ」くらいは言ってあげていい
でしょう。その後に本人が相談事を
打ち明けるのか、「大丈夫です」とい
うのかは本人の責任です。大丈夫だと
いうならそれ以上踏み込まず、相談さ
れたら受け止める、でいいと思います。

所長が自分なりに仲良くなりたいラ
インを決めておくと、それに伴ってど
んな人を事務所に迎えたらいいかが
決まってきます。例えば、仕事が終わっ
た後も一緒に飲みに⾏ける関係が築
きたいと思っているのなら、そういう
人を雇った方がお互いにストレスがな
くて良いでしょう。

ちなみに飲み会でいえば、弊社は
3 ヶ月に 1 回くらいのケースぐらいが
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今は適切です。他のところでもコミュ
ニケーションが十分取れているので、
そのくらいで十分な関係になってきま
した。もし殺伐と仕事をしている事務
所であれば、まずは関係性を作るた
めに、月1 回くらいはそういった機会
を作っておいた方がいいと思います。

1 on 1ミーティングの本でもよく見
かけますが、社員の健康について把
握するかどうかも、賛否両論がある
ところかもしれません。ただ、持病や
体調のことを聞くといったあまりにス
トレートな質問は、あまり良いとは思
いません。私も経営者として社員に体
調を尋ねることはありますが、基本的
には体調不良で欠勤した翌日に「調子
はどう？」と聞くくらいにとどめていま
す。仕事をする上で、体調管理は本人
の責任であると考えているからです。

ただ、仕事が原因で体調に不調
を来たしている場合は別です。社
員のメンタル不調の原因が社内に
問題があるのか、それともプライ
ベートに原因があるのかで、対応
も変わってくるでしょう。

社員の才能を伸ばすコミュニ
ケーションの取り方

人には内発的動機と外発的動機が
ありますが、外発的動機というのは
いわゆる「アメとムチ」のようなもの。
一方で内発的動機は、本人がやりた
いと思うことに向かうものです。事務
所のコンセプトの中でやりたいことや
才能を見つけて、そこを伸ばしてあげ
るということも会社の役割のひとつで
しょう。

例えば 1 on 1ミーティングで「こ
ういうこともやれるんじゃない？」と
いって方向性を指し示すことはできま
す。そこで大切なことは、「やりなさ
い」と言わないことです。上司として
は、本人がやりたいと言ったことがで
きる環境を用意してあげることが大切
です。

それから、推進力をどう伸ばすか
を考えたとき、相手の言葉を聞く、認
めるということもとても大事です。こ
こで出てくるのが実は理念です。世の
中では多くの会社が理念を掲げてい
ますが、ほとんどの会社がそれを使
いこなせていません。もちろん社員に
も理念が浸透していないことが多いも
のですが、理念は使わなければ意味
がありません。そして、推進力を伸
ばすためには理念を使って社員を
褒めることがポイントです。事務
所の理念に沿ってやれば褒められ

る、ということを社員が理解する
ことが重要です。

社員の心に届く「褒め方」

褒め方にはいろいろあって、一般的
には、直接本人に言って褒める、み
んなの前で褒める、間接的に褒める
という 3 つの方法があります。コーチ
ング的な視点でいうなら、褒め方は
人によって変えた方がいいところです。
例えば、簡単にタイプ分けをすると、
ひとつは、すごいとか、ステキ、さす
が、というようなシンプルな言葉で褒
められることで喜ぶタイプ。ふたつめ
が具体的に褒められて喜ぶタイプ。ど
こがすごいのかの理由まで伝えてやっ
と喜ぶ人がこのタイプです。もうひと
つは、存在を感謝するという褒められ
方で喜ぶタイプです。「あなたがいて
くれてよかった」とか。

ただ、何度も言っているとおり、
「この人はこういうタイプだからそ
う言っておこう」というテクニック
は通じません。本当にそう思った
ときにいろんな種類の褒め方をす
ればいいと思います。それに、あま
りテクニックに走りすぎると嘘が入っ
てきてしまうので、本当のことだけを
伝えることが大切です。
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「感謝は態度で示しなさい。思って
いるだけでは相手に伝わってないです
よ」と、ランチェスター経営の竹田先
生もおっしゃっています。思っている
だけでは感謝の気持ちが相手に伝わ
らないから、ランチェスターでは思い
を形にして伝えるためにお礼ハガキを
推奨しています。

それから、できるだけ他の社員の前
で叱らないことも大切です。私は基本
的に「叱る」という形式は取らずに、「指
摘する」にとどめています。指摘する
ときに気をつけていることが、できる
だけ個別に指摘する、できるだけ早く
指摘するということです。社員からす
れば、昔のことを今更言われても、と
思いますよね。あまりいい気持ちでは
ないはずです。これは人間関係がこじ
れるひとつの原因です。

全く情報を発信してこない社員
をどう扱うか

社員にもいろいろなタイプの人がい
ますので、中にはあまり自分の情報を
出したがらない人もいるでしょう。そ
ういうときは、基本的に触れなくて良
いと思います。ですがそんな人でも、
言葉ではなくても、服装だったり持ち
物だったり、何かしら情報は出してい
るはずです。見えているものは会話で
触れても良いので、その中で少しずつ
触れていくのもいいでしょう。ただ、
ここでも無理に距離を縮めようとせ
ず、反応を見ながら話していきたいと
ころです。

結局は働き方とトーンが合う人を採
用することが前提です。そもそもなぜ
情報をお互いに共有して仲良くなるこ
とが求められるかというと、業務が円
滑にいくためです。ミーティングやブ
レストも、仲が良ければやりやすい。
それに仲が良くてコミュニケーション
が取れていれば、それぞれのタイプ
が分かります。アイデアをポンポン出
す人もいれば、熟考して大事な意見を
言う人もいますし、分析する人もいま
す。そうすると、役割分担をしながら
話が進められます。

極論を言うと、事務所というの

は仲が良ければ大丈夫です。理念
や方向性ももちろん大切ですが、
今目の前の業務を回すことも必要
ですから。ここで仲が悪いとどう
にもなりません。関係性があって、
お互いのことを知って仲良くなるから
いい循環が生まれます。その結果仕
事も良くなっていくというのが、そも
そもの成功循環モデルです。ですか
ら、情報を全然出してくれない人がい
たとしても無理することはありません。
そういう時には、質問に傾倒せずに
自分から情報を出していくことも大切
です。

事務所は所長のためにあるとい
う考え方

帝王学的には、組織は所長のため
にあると考えます。所長が成し遂げた
い理念などがあり、そのために社員
がいるという考え方です。そのときに
所長がストレスを抱えてはだめです。
なぜストレスを抱えるかというと、明
確な定義がなく人を採用するから。そ
うならないためには、自分が社員
にやってほしいこととやってほしく
ないことを定義するべきです。イ
ライラするポイントと社長が推奨
する働き方の 2 つを定義しておけ
ば、相当変わってきます。会社にせ
よ事務所にせよ、方針転換は経営者
の自由です。

社員に恵まれていればこの定義

は自然にできますが、ひとつだけ
注意したいのが、いきなり全部変
えないこと。確かに、自分の考えを
言って進退は社員に任せるというのも
ひとつですし、ある種正しいと思いま
す。ただ、実際にそれをやって幹部
が半分以上辞めたという例もありまし
た。

そのやり方に不安があるのなら、一
人一人に丁寧に話をしていくという「ボ
トムアップ風のトップダウンにすると
いうやり方」も有効です。私もどちら
かというとこのタイプです。根回しに
近いものだし時間がかかるやり方です
が、試してみる価値はあると思います。

事務で入ったのに営業に転換された
などになると、違法な配置転換として
労基法に抵触する可能性はあります。
ただ、現実的にはありがちですから、
やはりそこに耐えうる関係性を持って
いることが重要です。あとは社長の
人間力や熱意の問題もあるでしょう。
トップはあまりプロセスを語らないの
で、なぜそこに至ったのかを話すとい
う心がけも大切にしたいところです。

今回は、社内の人間関係の深め方
についてお伝えしました。1 on 1ミー
ティングについての話は一旦今回で終
わりにして、また来月から新しいテー
マでお話したいと思います。
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スタッフが辞めないためにはどうしたらいいか？
絶対に辞めない人はいない。突発的な事情で止むを得ず退職することもある。100％留めることは不可能なので、まずは

辞めたくなくなるような環境作りをすることが大事。個人的に考えてきたのが、オフィスの環境面や人間関係。できる限り良好
に保てる雰囲気を作る。その他、待遇や昇格などの評価面もポイント。ちなみにパワーコンテンツジャパン株式会社には明確
な評価制度はない。半期や一年で評価するといっても、直前の 2ヶ月くらいの印象で判断してしまいがちになるからである。

そのため、できるだけ頻繁に面談を⾏い、話し合いと自己申告で評価するようにしている。会社がどこに向かっているか、
どんな人材に来て欲しいと思っているかを明確にして募集をかけることがポイント。また、社長は自分のメンタルケアのために
も「絶対にいてくれるわけではない」という覚悟は持っておく必要がある。男性の経営者が見落としがちなのが、内装や最寄
駅からの近さ、始業時間などの、細かい福利厚生面。男性はプロセスをあまり重視しない傾向があるが、女性はプロセスの楽
しみもしっかり考える傾向がある。また、男性経営者は、スタッフに迎合してしまう傾向がある人もいる。相手に追従した優し
さは不要。スタッフに辞めてほしくないという心理が迎合に代わってしまいがちなので注意したい。

メルマガでの「教育」とは何か？
要するに信頼関係を作ること。まずは、お客様との接触回数を増やして親近感を得る。そして、お客様へ役立つ情報を見

返りを求めること無く出していき、自分の実績を伝えて、どのくらい信頼できるかをお客様へ認識させる。さらに、お客様の成
功例（声）を掲載して、共感を呼ぶ。これらのお客様との間に信頼関係を作るための⾏動をダイレクトマーケティング的に「教育」
と表現する。

有資格者を採用する際の注意点は？
最近は有資格者がなかなか求職しないため、採用するのは難しくなっている。まずは条件をしっかりよくすることが大事。

注意点としては、「独立されたらどうしよう」というところ。
ただ、士業の資格はそもそも独立が前提にあるので、独立しない人はいない。経営者として正しい考え方としては、独立す

るよりも充実した環境を用意するというのが王道。ただ、面接をする際にはキャリアプランをしっかり聞いた方がよい。はっき
りと「独立したいと思っていますか」ということを聞いてもよい。言葉を濁しても独立する時はする。希望だけでも聞いておく。

さらに、資格を持っているからといって採用を即決しない。資格があっても仕事ができない人はたくさんいる。

スタッフに手続きを教える際大事なのは？
スタッフに業務の重要度や緊急度、意義などを伝えることが大事。
何度もミスをしてしまうスタッフは、そのミスが「どのくらいの損害を与えるか」ということを認識していない可能性がある。
例えば給与計算の場合、計算をミスしたら事務所の信頼が落ちること、お客様の会社の信頼も落ちること、お客様の会社

の従業員の給料に影響があることなど、仕事に課せられた責任をまず最初に明確にする。すると、スタッフの中で「最後にも
う一度チェックしよう」という意識が芽生えるのである。

ファックス DM と郵送 DM どちらがいいのか？
予算だけ考えれば、ファックス DM の方が安い。ただ、紙面を作る能力が求められるので、代⾏会社に依頼することも検

討するべき。ファックス DM の代⾏会社の中には原稿を作ってくれるオプションや、無料コンサルティングをしてくれる会社も
ある。そして、今ではランサーズやクラウドワークスでファックス DM の原稿作成代⾏の依頼をすることもできる。

ファックス DM を送った際気をつけるべきことは、クレームは社員に対応させてはいけないということ。ファックス DM 代
⾏会社には専用番号でクレームを受け付けてくれる会社もあるため、利用することでストレスフリーで DM を送り続けられるだ
ろう。郵送 DM の場合は、費用がかかるが情報を多く掲載できるメリットがある。DM の内容が明確でありさらに予算の回収
が見込めるならば郵送 DM の方が反応率が高い場合もある。

ひとり事務所ではじめてから、どんな人材を捜せばいいか？
事務スタッフだけを雇ってしまうと、実務は自分でこなし、さらに指示を出し、確認作業もしなくてはいけない。その結果、

自分の仕事時間が圧迫されるという事態が起きる。そのため、実務をこなせる人材、もしくは、将来的に社内でリーダーにな
り得る人材を探すのがキーポイント。ただし、面接で言ったことが全てになるため、事前に面接では説明しておく必要があるだ
ろう。「最終的にどんな事務所にしたいか？」という質問を自分にすることで方針が見えてくるだろう。

開業することが不安なのだが
リスクのない独立起業はない。多かれ少なかれリスクを伴うもの。士業は在庫リスクという概念が基本的にないため、借金

さえなければリスクはほとんど無いといってもいい。ただし、広告費をかけるという概念に欠けると大きな成長は望めない。不
安に抱えている人は、不安を言語化できていないことが多い。不安に思っていることを紙に書いてみると、意外に悩みはお金
のことほとんどだとわかるだろう。そこから対応策を考えていくのが良い。

人が育たない、ケアレスミスが多くて困っている
経営者と従業員では、危機意識が違うので、そう簡単には育たない。大切なポイントは、仕事の全体像を掴んでもらうことと、

チェックポイントを明確にすること、そして報告する機会を決めることにある。「報告をいつまでにどのようにしなければならな
いか」が明確であれば、仕事を終わらせて報告しなければならない義務が発生する。人が育つのは半年〜1年は期間として考
える。数ヶ月でモノになるスタッフは１００人にひとりもいない。
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経営書ベストセレクション

 岸見 一郎 　著 , 古賀 史健 著

嫌われる勇気

今回は「嫌われる勇気」をご紹介し
ます。著者は岸見一郎さんと古賀史健
さん。出版社はダイヤモンド社です。

この本では青年と哲人が登場し、
自分の人生に納得がいかない青年が
哲人に相談するという対話形式で話
が進んでいきます。2013 年の発売で
すが、ベストセラーになった本なので、
天才塾の会員さんの中でも読んでい
る方がいらっしゃると思います。

12 月というこの時期に色々考える
きっかけにしていただければと思い、
今回はこの本を選びました。

アドラー心理学と自己啓発

この本はアドラー心理学という心理

学の本です。アドラー心理学は、オー
ストリア出身のアルフレッド・アドラー
が提唱しました。彼は晩年アメリカに
拠点を移して中心的に活動しており、
アメリカにはいくつもアドラー心理学
の大学院があります。

アメリカでは、成功哲学や自己啓発
がさかんです。日本もその影響を受け
て成功哲学や自己啓発の本は多くあり
ますが、例えば感謝が大事とか、友
を大事にせよとか。そういうふわっと
した成功者の自伝や抽象論が多いも
のです。その中でひとつ、日本の自己
啓発における大きな潮流を作ったとい
えば、神田昌典さんでしょう。神田さ
んは「非常識な成功法則」という本
が有名です。他には、本田健さんの「ユ
ダヤ人大富豪の教え」も自己啓発の
ブームを作ってきたのではないでしょ
うか。

アメリカの自己啓発は、実は日
本にはそぐわない

アメリカにも自己啓発書は多くあり
ますが、多くの自己啓発の源泉になっ
ているのがこのアドラー心理学だと言
われています。しかし、そこから発展

した今のアメリカの自己啓発思想
は、実は日本人にはあまり合って
いません。日本人が書いた成功法則
や自己啓発はアメリカの影響を受けて
いて、それを読んでいる時は元気付
けられます。しかし読み終わると元に
戻ってしまうという経験をした人も多
いでしょう。それは日本とアメリカと
では源泉が全く異なるからです。

アメリカの文化は「個」の文化です。
そこでは、自分がどうあるべきかとい
う個の確立が優先されます。子供を
教育するときも、「イエスかノーかを
はっきりしなさい」と言われたりしま
す。ですからアメリカの自己啓発書で
は、他の人の意見なんか気にするな、
あなたの人生を他の人の意見によって
決めるな、と叫ばれます。

一方で日本人は、他者との関係
性の中で幸福感を感じる傾向があ
ります。日本人の場合は、自分だけが
成功して幸福感を感じるよりも、賞賛
や感謝が幸福感を倍増させていきま
す。ふるさとのために、誰かのために、
という思いが非常に強く、他者との関
係性に幸福感を感じるというのが日本
人の特性といえます。

アドラーもどちらかというと後者で

あまり一般的でない業務で、報酬額がわからない場合、どのように決めればいいか？
 （１）その分野に詳しい先輩に聞く、（２）ネットで調べる、など。ネットに出ている報酬額はピンキリなので、実際の現場

でどんな金額が動いているかが重要。例えば株式会社設立であれば、ネットでは無料や 5,000 円という設定のものもあるが、
実際アナログでは 5 万〜 8 万くらいで動いていたりする。基本的には人脈をたどって、動いている人と繋がることが重要。

コンサルを志したときに、読んだ方がいい本はありますか？
技術的、知識的なことに関してはそれっぽい本があると思うのでそういうのを読めば良いと思います。フナイコンサルティ

ングマニュアルとか結構充実しているのではないでしょうか。そういう意味では初期の船井幸雄さんの本とかも良いと思います。
ただ、個人的には渋沢栄一先生の本はお薦めです。「論語と算盤」から読んでみてください。
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A
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す。そして、「嫌われる勇気」は分か
りやすくそれを解説しているといえる
でしょう。

アドラー心理学の特徴

アドラー心理学にはいくつか特徴が
あります。まずは、トラウマを完全否
定していること。アドラーは、ある状
況から逃げるためにトラウマを作りだ
していると考えます。PTSD も否定し
ていることで有名です。
「出し入れ可能な道具だ」として、

怒りについても触れています。人は怒
りという感情を持ち出し、それによっ
て他人を支配し、問題をうやむやにす
ると考えます。例えば誰かと喧嘩した
時に怒るのは、「怒り」という感情ツー
ルを使ってその状況を支配したいから
だと考えるのです。それもつまり現実
からの逃避だといえます。

結局は、「今の自分でいるのは自
分の責任である」として、今の自
分を受け入れて、全て自分に原因
があると考えるのがアドラー心理学
の考え方です。アドラー心理学では
過去や不確定な未来よりも、今を重
視します。人生では予期せぬいろいろ
なことが起こりますが、そのときにそ
の場でステップを踏みなさい、今でき
る最善のことをしなさいということを、

「連続する刹那を生きる」というふう
に表現しているのです。

ほとんどの悩みは対人関係にあ
る

アドラーは、ほとんどの悩みは対
人関係であるとも言います。他人が分
かってくれない、他人に批判された、
と落ち込んだり感情を左右されたりす
ることがあります。そんなふうに他人
に時間を使ってしまい、自分に焦点を
置かないから辛いのです。他人に何を
言われようとも自分は自分です。人の
意見や批判は悩むところではなく、「自
分は何をしたいのか」と自分に主
軸を置くことが重要だと考えます。
これは「他者の課題を切り捨てる」と
いう表現で解説されています。

承認欲求を捨て、自分自身のた
めに生きる

人と自分を切り離して考えるという
ことがアドラー心理学の考え方の根
本にありますが、これは承認欲求に
関しても同じです。アドラーは承認欲
求も否定し、誰かの期待を満たすた
めに生きてはいけないと言います。

ここからは私の解釈ですが、誰か
のために生きるというのは大事なこと
ですし、自分のために生きるよりも大
きな力を発揮することもあります。し
かし承認欲求が頭をもたげているとき
は、コントロールできないことに入っ
てしまっている状態です。人に賞賛さ
れたい、褒められたいという気持ちが
あったとしても、その気持ちを満たし
てくれるかどうかは相手に委ねられて
います。だから辛さを感じます。

さらに、これをひっくり返せば相手
も同じように「褒めてほしい」「認めら
れたい」と思っています。そのため自
分も求められる側に立つことになりま
すが、それも実は辛いのです。お互い
に承認欲求を満たし合う関係から抜
け出るためには、まず自分が「嫌わ
れてもいい、自分の道を進む」と
決める必要があります。

そのように決められる人は自分の道
を歩んで⾏けますが、それでも自分な
りの基準を持たないと、やはり左右さ
れてしまいます。ですから、個人的に
は成功の定義をすべきです。そうでな
いと、自分に嘘をついて他の人に対し
ても嘘をつき続ける人生になります。

自分の居場所を手に入れること
で、人は幸福を感じる

アドラー心理学では「共同体感覚」
という言葉が出てきますが、これもや
はり対人関係についての考察です。人
は1人では生きていけないし、繋がり
がないと幸せも感じられません。アド
ラー心理学では、幸福度にはこの共
同体感覚が大きく関わってくると考え
ています。友達や恋人、家族がいれ
ばいいということではなくて、居場所

があるかどうか。「共同体の一員だ」
と感じること、すなわち居場所を作る
ことができれば、対人関係はほとん
ど解決します。これが「共同体感覚」
です。

それから、勇気。人は貢献を感じて、
自分に価値があると思えたときに勇
気を持つことができるといっています。
言い換えれば、人は感謝されると勇
気を持てるということです。「あの人は
すごい」というような評価ではなくて、

「あなたがいてよかった」という感謝
が勇気を生みます。そのためには、ま
ずは自分から与える。そうすることに
よって感謝が返ってきます。

アドラー心理学で貫かれているのは
「私は私」という感覚です。まず自己
受容すること。他人に承認欲求に基
づいた大きな期待をするのではなく、
他者を無条件で信頼し、貢献していく
ということ。そして、どこかで肯定的
な諦めを持つことも大事です。
「私はこれができないからダメなん

だ」と思うのではなくて、それをただ
受け入れ、さらに自分ができることを
肯定的に見ることが大事です。周りの
評価に依存した生き方になってしまの
ではなくて、自分がどうしたいのか。
自分が嫌われる勇気を持って⾏動して
いくことが求められます。

自分が自分らしく生きるための最大
の弊害は他者の評価であり、嫌われ
たくないという感情。だから嫌われる
勇気を持ってあなたらしく生き、その
ときに正しいと思ったステップを踏ん
でダンスを踊る。これが、この本のメッ
セージです。

続編として、「幸せになる勇気」とい
う本も出ています。どちらも良書なの
で、ぜひ年末年始に読んでみてくださ
い。
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Google が、2 つ連続で動画広告を配信するテストを開始
動画広告も日々進化していますね。ユーザーの利便性の向上と広告効果の向上を狙った変更です。

【Yahoo! ディスプレイアドネットワークで推定ユーザーごとの入札調整が可能に
YDN の入札調整の変更です。より細かい入札調整が可能になりました。

Google が、2 つの機能のアップデートを発表
Google のアップデートです。電話コンバージョンがさらに計測しやすくなりましたが、それでもまだ全てを正確に計測

することは難しそうです。

東京都の減収、8000 億円以上に＝法人関連税の地方配分―政府・与党　
個人的には 2019 年は消費税ですよね。。。
法人税はどうにかなるとして、この対応は 2019 年の肝だと。

" 個人事業継承 " に優遇税制つくる方針
できた瞬間の優遇税制とかは穴だらけの場合も。徐々に厳しくなると考えれば、できたときがチャンス。

「同性婚を認めないのは違憲」全国初の集団提訴へ　「婚姻の自由」侵害を主張
いわゆるクラスアクションというのに近いものだと思いますが、結果を待ちましょう。

次期薬機法改正　薬局・薬剤師の役割　「服薬中の一元管理・服薬指導」を法令上義務付けへ
医療、福祉の分野は単なる法改正という認識よりは、ビジネスにどのような影響が出るか考えましょう。大きな市場

です。

自動車税　走行距離で判定も
これもどうなるか、⾏く末を見守るって感じですね。

「妊婦税」批判受け、妊婦加算の対象明確化へ
こういうところがちぐはぐですよね。出生率を高めたいのか、そうでないのか。

法施行間近で自称・ホワイト企業に増える、見せかけの「ホワイトウォッシュ」とは
結局今後は正義の経営をする、ということに尽きます。

漁業権を企業に開放、70 年ぶり大改正案　臨時国会の焦点に浮上　漁業者は反発
マーケットが広がるということです。地方都市のクライアントが多い（特に一次産業）人は、見ておきましょう。

相続ルール改正で「義理の親」を介護した妻も遺産を受け取れるように
本来は法律で定めることではなく、家族が考えることだと思うのですが…
そういう時代だともいえます。

70 歳継続雇用の法整備明記　未来投資会議が新成長戦略の中間報告
60 歳定年時代が嘘のようです。高齢者採用での助成金バブルは生まれるのでしょうか。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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セミナー講師の準備 No.585

集客の話はよくしていますので、今
回のメルマガでは、セミナー講師とし
ての準備についてお話ししていきたい
と思います。

最も大切なことは、目的を決め
ること

準備に必要なことを細かく挙げてい
くときりがありませんが、自主開催、
依頼されたセミナー全てにおいて
一番大切なことは、セミナーをす
る目的です。セミナーをしているが業
務にならない、顧問にならないという
ご相談を昔からよくいただきますが、
ほとんどの場合、目的が決まっておら
ず、ただ話していることがその理由で
す。「セミナーを受講した後に仕事を
頼みたいと思わせるにはどうしたらい
いだろうか？」こういう質問を自分に
投げかけていません。どんなことをセ
ミナーで話したら、仕事をお願いした
いと思ってもらえるだろうか？という
ことを、セミナーを開催する前に一度
じっくり考えてみてください。ただ漫
然とセミナーをするだけでは、仕事に
は繋がりません。セミナー料をいただ
いてセミナーをする、セミナーのコン
テンツそのものでお金を取る場合は、
セミナーに満足してもらえればそれで
いいでしょう。一方でセミナーが説明
会的な意味づけで、その向こうのバッ
クエンドを買ってもらいたいのなら、

バックエンドを買ってもらえるような
構成にしなければなりません。どんな
セミナーであれ、目的を考えて臨むと
いうことが大事です。

ここからは、自主開催や依頼され
るセミナーに関わらず、セミナー全般
のことについてお話しします。

コンテンツをどのように作るか、
構成を立てる

まずは、コンテンツを作らなければ
いけません。参加者に満足してもらう
ため、セミナーで学んでもらうための
コンテンツであれば、書籍と同じよう
に基礎から応用に入って、応用から事
例に入って発展していくというステッ
プアップ式の構成で作っていけば十分
でしょう。ただこれも正解はなく、ど
の順番で最も理解されるか？という質
問をしながら考えていくことが近道で
す。一方説明会的な位置付けのセミ
ナーであれば、セールスレターのよう
に買いたくなるような構成にする必要
があります。セミナーの構成で重要
なのは「入り」です。これを作ってお
くだけでも、全然反応が変わってき
ます。「入り」は「つかみ」といっても
いいかもしれません。これはお笑い
芸人が笑いをとるつかみと違って、聞
く姿勢になってもらうということです。
まずは、参加者に聞く姿勢を作っても
らうことが大事です。入りそのものは
普通に「こんにちは」「はじめまして」
でいいと思いますが、大事なことは自

分のことをどのように紹介するかです。
例えば、大前研一のような著名人

が講師なら、この人の話を聞いておこ
う、と参加者は思うでしょう。セミナー
は、内容よりも誰が喋るかの方に
フォーカスされるのです。例えば私
はこれまでたくさんの本を出してきま
した。コンテンツもたくさんあるので、
それを基に私のような話をしようと
思えば、ある程度はできるはずです。
ただ、伝わるかどうかは別問題です。
私から話を聞きたいという人もいるで
しょう。例えば LEGALMAGIC で高
難度業務について解説をする時でも、
菰田先生から聞くのか私から聞くのか
では印象が変わってくるはずです。

「この人の話は聞く価値がある」
と思わせる自己紹介をする

自己紹介の話に戻りましょう。依頼
されているセミナーで、主催者から事
前にきちんとした自己紹介がされてい
ればすんなり入っていけます。しかし、
紹介されていたとしても、必要な情報
が全て読まれているわけではありませ
ん。やはり自分のセミナーなので、自
分で自己紹介する必要があります。要
するに、「この講師は違うな」「この講
師は凄いな」と思ってもらうことを、
つかみと呼んでいます。ここで多くの
人が自己紹介をしてしまいます。自己
紹介自体は間違いではありませんが、
性質的に経歴紹介になっている人が
多いです。

例えば「私は○○大学を出て、○
○で○年勤務し、その後に○○とい
う資格を取って開業して現在に至りま
す」というような自己紹介をする方も
多いのですが、これはキャリアです。
キャリア自体がすごければいいです
が、そうでなければ、参加者の気持
ちをつかむことが難しくなります。だっ
たら何を話せばいいかというと、実
績紹介です。「聞くに値する価値があ
る」と思ってもらうために、その価値
がある実績を持っているということを

メルマガバックナンバー
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紹介することが大事です。過去のメル
マガなどでも書いていますが、以前
私は商業出版セミナーをしていたとき
には、商業出版について実績がある
ことを伝えて「すごい」と思ってもら
えないと、聞く耳を持ってもらえませ
ん。ですから例えば、「累計 22、3
冊の本を書き、監修した本は 3、4 冊、
プロデュースした本が 10 冊以上あり
ます」「20 代で 11 冊の本を出してい
ます」「トータルでは18 万部ぐらいの
著者で、KADOKAWA やビジネス書
で有名なすばる舎、日本実業出版社
などからも本を出していますし、最近
は自社で出版業をスタートしています」

「そういう経験の中で、今日は出版に
ついて話をします」と言えば、出版の
ことがわかる講師だと思われやすいで
しょう。ですが、これが⾏政書士的
なキャリアの自己紹介だとそうはなり
ません。

例えば「2003 年に⾏政書士で開
業し、会社設立を中心に100 件やっ
てきました。2016 年に⾏政書士法人
を作り、⾏政書士法人としては東京プ
ロマーケット上場支援のサポートを中
心にしています」と自己紹介をしても、
そういう人が出版について話すとなる
とズレが出るわけです。ですから、セ
ミナーのテーマに沿った自己紹介
にするために、実績紹介を作るこ
とが重要です。

レジュメにも目的を持つ

他にも、レジュメに関する質問も多
くいただきます。レジュメについては
ある法則があって、レジュメが薄け
れば薄いほど、参加者は講師の方
を見ます。逆に厚ければ厚いほどレ
ジュメを見ます。例えば 20 代や 30
代前半の方に多いのですが、自分に
注目を集めたい場合は、個人を印象
つけるために薄めのレジュメを使った
方がいいということになります。中身
で勝負するのなら、ある程度ボリュー
ムがあるレジュメの方がいいでしょ
う。ここも目的次第です。私も 20 代
の頃は自分を知ってもらいたかったの
で、レジュメはかなり簡素化していま

した。3 時間セミナーでも 5 枚、6
枚でやることも多くありました。パワー
ポイントも基本的な考え方は同じで、
目的次第です。パワーポイントを使え
ばパワーポイントを見ますし、使わな
ければ講師を見ます。ホワイトボード
は、個人的には、セミナー講師初心
者はあまり使うべきではないと考えて
います。なぜかというと、書いている
間に緊張してしまうからです。ホワイ
トボードを書いている間は基本的に会
話が止まります。そこで緊張してしま
いますが、急いで書くと汚くなってし
まう。それでも使いたいのなら、一番
使いやすい方法は重要な単語だけを
書くことです。

話し方の上達は量稽古でしかな
い

この辺りもだいぶ話してましたが、
「話し方」が上達するためには、やは
り量稽古しかありません。話した回数
が熟練に繋がっていきます。だから
最初の頃はリハーサルをするべきです
し、数をこなしていかなければうまく
なりません。緊張も、数をこなしてい
くことでしか取れないと思います。私
はセミナーを 600 回くらい⾏ってきま
したので、さすがにセミナーで緊張す
ることはほとんどなくなりました。テー
ブルマナーの厳しい会食なんかと同じ
で、当たり前になってくれば緊張しな
くなります。とにかく数をこなしていく

しかないところです。
上級編ですが、話し方で大切なの

は、どちらかというと上手さよりも個
性だと思っています。話し方が上手い
ことよりも、個性的な方が聴く人の印
象に残るのではないでしょうか。だか
ら、私はずっと個性の追求をしてきま
した。私のセミナーを聴いてくださっ
ている人はご存じかと思いますが、私
は基本的に早口です。そして、それを
直す気もありません。早口で聞き取れ
ないなら考えますが、聞き取れないと
言われたことはあまりないので、個性
だと思っています。

セミナー講師の準備の仕方について
お話ししました。他にもたくさんお伝
えしたいことはありますが、また別の
機会にお話ししたいと思っています。

セミナーの運営準備
No.586

私は10 年以上セミナーを⾏ってき
ました。その中で培ってきたセミナー
運営のノウハウの中でポイントとなる
ところを、実務的な面を中心にお話し
します。

まずは場所と日程を決めてしま
う

まず大切なことは、場所と日程を
決めることです。セミナーでまず決
めるべきはコンテンツでもテーマ
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でもなく、場所と日程です。なぜか
というと、これを決めないといつまで
経っても進まないからです。いつやる
かが決まらないと、いくらやりたいと
思っていても「今月忙しいから、翌月
も忙しいから」とどんどん先延ばしに
なってしまいます。まず日程を決めて
場所を押さえてしまうのがポイントで
す。セミナー会場はたくさんあります
し、地方都市であれば、商工会など
の公的施設も使い勝手がよいもので
す。あまりにも汚いところは避けたい
ところですが、飛び抜けて綺麗である
必要はありません。コンテンツがよけ
ればその辺は全然問題ないところで
す。

例えば、経営者向けセミナーだか
らホテルの会議室を借りる、というの
はブランディング的にもいいことです
が、やはり料金が高いもの。それより
も重要視したいのが交通機関、行
きやすさです。傾向としては、⾏き
やすさの方が重視されています。特に
安いセミナーになればなるほど、立地
が悪ければ来てもらえません。ドタ
キャンも増えやすい傾向にあります。
ですから、交通の便がよい場所を選
ぶことが大事です。

これは余談ですが、なぜその場所
でセミナーをするのかという理由が
あったほうが見栄えがよいので、コン
サルタント的に動かれる士業の方はこ
こまで考えておくとよいです。パワー
コンテンツジャパン株式会社はアルカ
ディア市ヶ⾕でセミナーを⾏うことが
多いのですが、理念経営大学という
講座を開いた時の会場がアルカディア
市ヶ⾕でした。当然会社から近いから
という利便性もありますが、理念経営
大学でコンセプト経営の原点が始まっ
たということで、大切なセミナーはア
ルカディアを使いたいという理由があ
ります。それから、重要なセミナーは
必ず渋⾕で⾏ってきました。なぜか
というと、天才塾が渋⾕で始まった
からです。LEGALMAGIC も渋⾕で
す。人は理由とつながりが好きなので、
こういった理由を持っておくといいで
しょう。

備品のトラブルで焦らないよう、
事前にチェックを

設備系もちゃんとしておきましょう。
特に素人になればなるほど、備品の
トラブルで焦ります。プロジェクター、
パソコン、ホワイトボードのペンのイ
ンクが出るかどうか、会場にスクリー
ンがあるかどうか。当日初めて会場に
⾏くのなら、機材系トラブルの可能性
はゼロではないので、早めにチェック
するべきです。私がパワーポイントを
セミナーで使うようになってからは、
万が一パワーポイントがなくても話せ
る準備をしてきました。自分のパソコ
ンやパワーポイントのプロジェクター
が壊れたという時に一切喋れなくな
るのは最悪な事態です。私は、万が
一の時に配れるレジュメをあらかじめ
作っておくなどの準備をしていました。
自主開催のセミナーであればレジュメ
は自分で準備しますが、レジュメは普
通に印刷すれば良いところです。セミ
ナー料が高額のものなら、当然見栄
えにも気を使った方が満足度も高くて
よいでしょう。ここで気をつけたいの
は誤字脱字やミスプリントです。よく
あるのが漢字の誤変換。この辺りは
注意しておきましょう。セミナーをし
ているときに誤植や誤字脱字を見つ
けた瞬間、講師はすごく緊張します。
それから、レジュメの部数は多めに用
意しておくことが基本です。

集客準備は最も負荷がかかると
ころ

日を決めて会場を決めたら、今
度はセミナーのテーマと集客方
法を検討します。チラシを配るのか
DM を打つのか、LP を使ってメルマ
ガで集客するのか。全部するのが一
番いいですが、テーマと集客方法を決
めましょう。ここでチラシを作ったり
LP を作ったりする作業が出てきます
が、ここの作業が一番パワーがかか
ります。ですから、運営面でいえば、
コンテンツ作りは最後でいいというこ
と。印刷まで含めて当日までにできて
ればいいわけで、それより集客の方
が大変です。細かいことですが、決
済方法も決めておきましょう。クレジッ
ト決済、銀⾏振込、代引きで参加証
を送る、当日支払い。いろいろな方
法があります。現在主流になっている
のが、クレジット決済と銀⾏振込です。
当日支払いはドタキャンが増えるので
あまりおすすめしません。集客期間は
最低 1ヶ月は作りたいので、逆算する
と、最低でも 2 ヶ月前から準備が必
要でしょう。2 か月後の日程で会場
を押さえる。これが最初にするこ
とです。

当日の事務運営は、ブランドを
下げない工夫を

当日の事務運営をどうするのかも検
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討しなければいけません。受付を置く
のか、置くとしたら受付は誰がするの
か。司会進⾏は入れるのか、セミナー
が終わった後懇親会をするのか。こ
れらのことも考える必要があります。
40 人、50 人以上の人数が多いセミ
ナーなら、司会も受付もいた方が良い
でしょう。講師がやるとブランドが下
がります。ですが、例えば 10 人、15
人でも、受付や司会がいた方がちゃん
としているという印象を与えられます。
受付や司会がいなくてもいいのは、参
加者と距離を詰めたい場合です。例
えば、「お金がなくて受付も頼めない
んですよ」といったとき、それでも尊
敬される性格や人格がある講師であ
れば問題ありません。「この先生ぐら
いになっても自分でされるんだ」と思っ
てもらえるため、距離も詰められる上
にブランドも下がりません。あとは、
理由があればよいでしょう。例えば資
金調達のセミナーで、無駄な経費を
使いたくないので受付は1人で十分で
す、となれば筋も通りますし、参加者
との距離も近くなります。

集客の方法は、自分の能力や
客層で決めると良いところです。
ネットが得意ならネットでやればいい
し、紙が得意なら紙でするといいと
思います。ただ、地方都市であれば、
FAXDM と手渡しで「是非来てくださ
い」と直接働きかけたほうが来てもら
いやすいというのはあります。

それから、客層にもよります。例え
ば歯医者さんは FAXDM がすごく来
る業界なので、FAXDM が来てもあ
まり怒らない上、違和感なく受け入れ
てもらえます。そういう業界では紙媒
体のほうが効果的でしょう。一方で
IT 業界やエンジニア系の場合は、ソー
シャルメディアなどをよく見ているの
で、ネットの方がいい。客層ごとに変
えることも重要です。士業も基本的に
は紙です。

セミナーの運営面についてお話しし
ました。いろいろ細かいことはたくさ
んありますが、1 度やってみると、す
べきことがわかります。まずは場所と
日にちを決めて、とにかく1 度やって
みることをお勧めします。

広告の反応率をアップするた
めの施策　No.587

ずいぶん昔になりますが、私は⾏
政書士として開業してからいろいろな
営業方法を試してきました。飛び込
み営業、ポスティング、タウン誌の広
告、ホームページやブログなど、本当
にたくさんの方法を試しました。当時
はソーシャルメディアがなかった頃な
ので、FAX ニュースを流したり、ニュー
スレター出したりもしていました。そ
ういった経緯から、広告は割と得意で
す。余談ですが、得意だと自分で言え
ることは結構大事なことです。士業の
方の多くは広告を苦手だと思っていま
す。でも苦手だと思い込んでいたら伸
びません。まずは、苦手意識を持た
ずに試していただきたいところです。

広告、マーケティング、集客、何
でも一緒ですが、まず大切なことは、
目的を明らかにすることです。なぜ
その広告を出すのか、という目的
を明らかにする。それが、広告の
反応率を高めるために最も大切で
す。

例えばタウン誌に広告を出そうとす
るとき、広告費が 5 万円で発⾏部数
が 3 万部で、というのは性質とデー
タです。それだけで判断せずに、そ
れが自分の目的に合っている媒体かど
うかの方が大事です。例えばコンサル
ティングの契約を取りたいというとき
に、地方都市のタウン誌に出したとし
ても、そんなにコンサルティングの契

約をしたい人がいるかというと難しい
でしょう。ここで使える考え方として、
ダイレクトマーケティングが出てきま
す。

ダイレクトマーケティングとは

ダイレクトマーケティングとは、直
販ではなくてツーステップで売るとい
う考え方です。小冊子の請求や化粧
品のサンプルなどを通じて、メールア
ドレスや住所、名前を残してもらって、
ツーステップで売ります。士業がダイ
レクトマーケティングをするときには、
無料相談に持っていくことが大事で
す。ちなみに、今回はリスティング広
告を除きます。リスティング広告は、
すでにニーズを持って探している人に
対して出す広告で、反応があって当た
り前の広告なので、性質が全く違うか
らです。リスティング広告以外の、タ
ウン誌などの広告は、たまたま見た広
告に自分が興味があることが出たの
で電話した、という偶然の効果を狙う
ものです。逆にいうと、化粧品のサン
プルが欲しいと思ってタウン誌などを
取る人はいません。このように、「広
告は出会う確率を高めるためのもの」
というふうに思った方がいいでしょう。
ずっと1つの媒体に載せるものをここ
では広告と呼びます。

媒体を選ぶときに大切な視点

まず全体としての考え方として、売
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りたいものをどの媒体に出したら
いいかということよりも、「自分
の客層はどんな媒体を読んでいる
か」の方が大事です。どの媒体がい
いかという視点は、先ほどのデータと
同じだからです。データで出た数字が
よくても、自分の客層がそれを読んで
いなければ意味がありません。です
から、まずは自分の客層が誰かを明
確にしてください。ここでいう客層と
は、事務所の方針として顧客が誰かと
いうよりも、自分が広告を出したいと
考えている、その業務のお客様が誰
かということです。広告は絞れば絞る
ほど反応率が高まりますから。

例えば「個人事業主の決算や確定
申告をやります」というよりも、「飲食
業の個人事業主の決算や確定申告を
やります」の方が反応率が高まります。
そうすると飲食業しか拾えないのでは
と言われることもありますが、1つも
拾えなかったら意味がありません。仮
に飲食業を営む人をターゲットにする
と考えるなら、その人がどんな媒体を
見ているのか？が 1つ主な質問になり
ます。タウン誌もいいでしょうし、求
人誌もいいかもしれません。求人誌
に飲食業の確定申告を載せたら反応
率が高まるかもしれない、というよう
に、客層を明確にして広告を出すこと
が大事です。明確な客層のリストが取
れるなら、広告ではなくてダイレクト
メールを出すという判断もできます。
そこは自分の目的です。このように客
層を明確にして絞り込むことは大事で
すが、あまりにもニッチ過ぎると出す
ところがなくなってしまうので、あまり
絞り込みすぎないように注意しましょ
う。

ほかにも、スケールで絞るというや
り方もあります。例えば「10 人未満
の会社の記帳代⾏を月1万円でやり
ます」とか。少人数の会社なら地方都
市でもたくさんあるので、反応を見る
ことができます。

キャッチコピーは「誰に・何を・
メリット」で考える

広告で一番困るのはキャッチコピー

です。一番多いのは、「○○税理士事
務所、記帳代⾏」というように、業
務を並べたものです。広告はテストが
必要なものなので、いくつか試してい
くしかありませんが、困ったら「誰に・
何を・して欲しい」「誰に・何を・
どんな案内」「誰に・何を・どんな
メリット」というところで考えるの
が、最もシンプルな法則です。

例えば「10 人未満の会社に 9800
円で記帳代⾏します」というのは、順
番は違いますが、「誰に・何を・メリッ
ト」です。値段で訴求できる場合は、
値段を書いた方がいいでしょう。記帳
代⾏が 10,000 円を切るというのは、
経理をしている人にとっては安いこと
がわかりますから。それに今ではネッ
トで検索もできるので、比較も簡単で
す。値段訴求できる場合は値段を書
いた方が圧倒的に反応率は高まりま
す。ここまで書いたら、依頼や相談
をするにあたって不安要素となるもの
を消します。まず「誰がやってるの？」
という不安要素があるのなら、自分の
プロフィールを載せる。「どんなことを
しているの？」なら、実績を書くとベ
ストです。

行動を促すことも忘れない

そ れ から大 事 なことが「Call　
to　Action」。アクションを促す
ということです。電話番号やメールア
ドレス、ホームページを書いていても、
アクションを促さなければお客様はな
かなか動きません。そこに電話番号
が書いてあっても、「電話してください」

と書いてないと、なかなか電話しない
のです。

例えばこれは Web になりますが、
「お申込み」とだけ書いてあるリンク
と「お申し込みはこちら」と書いてあ
るリンクだと、「お申し込みはこちら」
の方がクリック率が高い。それは促さ
れているからです。ですから、「今すぐ
こちらにお電話ください。担当○○が
出ます」のように書いておくと、お客
様も電話しやすくなります。こういう
時に客層がわかっていれば、例えば
電話番号表記はどれくらいの大きさが
いいかというようなこともわかります。
客層が若い人なら普通のサイズでいい
ですが、年配の方に広告を出すなら大
きい方がいいでしょう。

紙媒体とネットでの広告の親和
性

昔は、例えば FAXDM などの紙媒
体からネットへ流すというのはかなり
難しいとされてきました。その逆もそ
うです。ただ、検証してはいませんが、
最近は少し解消されてきているように
思います。スマホがあるので、紙媒体
のものを見た瞬間に自分の携帯で検
索できる点が昔とは大きく違うところ
です。QR コードは今、そんなに使わ
れてないようにも思います。検索窓は
一応つけておいても良いでしょう。パ
ワーコンテンツジャパン株式会社で
は、紙のものは基本的に紙で全て完
結させて、一応ネットでも申し込みは
できます、というくらいにつなげてい
ます。

Call
to

Action
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広告はできるだけ長く出し続け
て効果を測定する

広告は偶然の産物ですから、長期
間出すことがポイントです。新聞広告
のひとつに集合広告という広告があり
ます。例えば「相続のことなら⾏政書
士へお任せください」という大きな見
出しの下に、⾏政書士が 30 社、50
社と合わせて広告を出すというもので
す。そうすることで予算が取れるた
め、発⾏部数を増やすこともできます。
30 万部、50 万部出すようなものもあ
りました。ですが反応率は良くはあり
ません。たった1日広告が載ったくら
いでは、人は気づかないからです。

極端な話ですが、広告を出したそ
の日にどこかで凶悪事件が起きてテレ
ビで延々報道される事態になったら、
その日多くの人は新聞を見ません。こ
のように、偶然の産物なのである程
度統計的に見る必要があります。その
ためには、最低半年、どんなに短く
ても 3 ヶ月は出すことが必要です。
ちなみに、私がタウン誌に出したとき
には反応がすぐありました。これはな
ぜかというと、新しいタウン誌に出し
たからです。新しい媒体は多くの人が
手に取るので、基本的に当たります。
ただ、慣れていくと見なくなります。
タウン誌や雑誌広告の良いところは、
割と古い号からも問い合わせがくるこ
とです。

今回は、広告の反応率をアップする
ための施策についてお話ししました。
今日からでもできることばかりですの
で、ぜひ試してみてください。

士業の歴史の変遷について
No.588

1年最後のメールマガジンというこ
とで、士業の歴史の変遷についてお
話ししようと思います。

ご存じの方もとても多いと思います
が、士業というのは法律で強く守ら

れた職業でした。報酬額も一律で決
められていて、誰が業務を⾏っても同
じ金額だったんです。これは、実は
2000 年になってからも残っていまし
た。非常に守られた世界だったわけで
す。

守られた時代から、比較される
競争の時代へ

2000 年初頭にこの標準報酬額が
撤廃されて、士業もついに競争の世
界に入りました。さらにその競争に拍
車をかけたのが、インターネットの普
及です。今の若い方にとっては、イン
ターネットはあって当然のものでしょ
う。しかし我々の年代からすると、イ
ンターネットの誕生というのは本当に
ビックインパクトでした。インターネッ
トが繋がりさえすればいろんなもの
が調べられて、瞬時に情報が分かる。
これはとてつもない世界の変化だった
わけです。インターネットが始まる前
の士業は、他者と比較されることがあ
りませんでした。相見積もりなんてと
んでもない世界。弁護士を探すときは
電話帳で探したり、弁護士会に連絡
して紹介してもらったりするしかあり
ませんでした。ところが、インターネッ
トができたことによって検索が始まり
ます。検索され、比較され始めたの
が、2000 年前半の士業です。それ
によって、士業も営業を余儀なくされ
ることになりました。私が開業したの
が 2003 年なので、ちょうど営業と
いう概念が始まった時期です。何度も
書いていますが、仕事を取るために積

極的にホームページを作ったりブログ
を書いたり、セミナーを開催したりす
ると、「士業は営業するものじゃない」
といって同業者から非常に批判が集ま
りました。

しかし営業しなければ食べていけな
いので、批判されつつも営業を続けま
す。「士業も競争で淘汰される世界が
来るんだ」と本にも書き始めました。
そして、それにだんだん世界が追いつ
いてきたという感じです。当時はセミ
ナーをすると怒られたのが、今やセミ
ナーをしたからといって叩かれること
は全くありません。むしろ「した方が
いいんですか」と言われるくらいにな
りました。

そして価格破壊が起きた

インターネットによる営業が始
まり、比較された結果起きたのが
値下げです。とにかく報酬を下げてし
まった。隣の事務所よりも仕事が取り
たいから10 万の仕事を 9 万に、その
仕事を見た人が「うちは 8 万」にとい
うことを繰り返してきてしまいました。
私は会社設立手続きの専門でしたが、
会社設立も当時なら15 万円報酬が取
れたものが、今は無料です。いわゆる
フロントエンド商品になってしまった
ということです。このように、ある意
味で、士業は自らの価値を下げてし
まいました。そこで私がお伝えし
てきた概念が「資格起業家」です。
コンテンツ、コンサルティング、コー
チング、勉強会、研修といったものを
フロントエンドにして、お金を得なが
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ら結果的に士業の仕事が取れるよう
にしようというのが、資格起業家の考
え方です。そしてしばらくはその時代
が続きました。その後は、お金を持っ
ている事務所が伸びるという現象が
しばらく続きました。それは士業の特
性である「商品開発がない」というと
ころにフォーカスした戦略だったわけ
です。例えば、どこの⾏政書士に頼ん
でも許認可に関しては大差がないと。
本当は大差があるんですが、そう思
われていた。それがマーケティングの
面白いところです。世の中的には、資
格を持ってるから誰でもそれなりに仕
事をしてくれると思っているんですが、
そんなことはありません。レベル差は
実は激しい。でもこれは内情で、外
側から見ると、資格者だから最低限
のことはしてくれるだろうという見方
がありました。

資格起業家から高難度の概念
へ

2015 年ぐらいから高難度という概
念を作ります。ただ、実際は高難度
で仕事をしている人はそれまでもいま
した。士業の仕事には難易度に差が
あって、そもそも難しい仕事というも
のがあります。

高難度業務については、明確に定
義をしました。それがこの 5 つです。

前例がない仕事
イレギュラーな仕事
刑事事件が絡むもの
書類の創作が必要なもの
法律では解決できない問題

これに加えて、

紛争案件
大企業上場企業支援
海外法務。

この 3 つを加えて「高難度業務」と
定義しています。

最初に上げた 5 つがスタンダード
な高難度業務です。前例がないとい
うのは、ほとんどの人がしたことがな
い申請などがこれに当たります。イレ
ギュラーは、例えば障害者手帳を持っ
ている人の車庫証明などがこれに当た
ると言っていいでしょう。それから刑
事事件。刑事事件に関する刑法や刑
事訴訟法は、基本的には弁護士しか
勉強しません。それもあって、特に最
近弱さが露呈しているのは社労士
です。例えば、従業員が逮捕された
時にどうしていいかわからない。逮捕
は有罪とは違うため、冤罪の可能性も
あるわけです。それに就業規則でも、
どのタイミングで解雇できるか決めて
おく必要があります。逮捕時の解雇な
のか、有罪時の逮捕なのか。逮捕か
ら勾留されて判決が出るまでの期間
は長いですが、その間に風評被害が
起きたらどうするのか。こういった問
題に対応するためにも、刑事訴訟法
も知っておく必要があります。

それから書類の創作。士業の場合
は、雛形を使って書類を作ることがほ
とんどです。ですから新しく想定して
いない書類作成の依頼が来ると、多
くの人が困ってしまいます。最後が法
律では解決できない問題で、これが
基本の 5 つです。

残りの 3 つはイレギュラーなものを
上げています。上場支援といっても上
場企業も上場を現実的に目指せる企

業も限られ
ているので、
その 分上 場
支 援の仕事
自体も限ら
れてきます。
ま た、 業 務
自体が 簡単
でも規模 が
大きくなるも

のも高難度業務といえます。例えば
社労士の仕事である給料計算ですが、
社員が 30 人の会社は誰でも対応で
きますが、500 人の給与計算は普通
はできません。その体制があるという
ことも、ある種の高難度業務といって
いいでしょう。それから紛争案件。紛
争案件は弁護士が対応するものです
が、他士業も何が起こるかは知ってお
くべきということで入れています。最
後は海外法務です。ただ、海外法務
もそんなに数は多くありません。日
本人でパスポートを持っている人は約
24％くらい。つまり、失効した人も含
めて 7 割くらいの人はパスポートすら
持っていません。日本人には海外志向
があまりないので、士業が実際にする
海外支援というのはそんなに多くあり
ません。

高レベルの人に業務が集中する
という現象が起きている

高難度業務がなぜフォーカスされて
きたかというと、誰でもできる仕事で
はないからです。この人しかできな
い、だからこの人に頼むしかない。
ということで、高額報酬でもその
人にお願いしたくなるという現象
がここ数年で起きました。言い換え
ると、士業が改めて商品開発をしっか
りしているということでもあると思い
ます。それから、士業は特に B to B
が多い仕事ですが、世の中で起きて
いる問題や悩みが非常に多様化して
きたという背景もあるでしょう。

よく例であげているのがメンタルヘ
ルス不調です。昔は社内にメンタルヘ
ルス対策なんてありませんでした。20
年ぐらい前には、「24 時間戦えますか」
というコマーシャルがあったくらいで
す。サービス残業、徹夜が当たり前
の社会でした。それでも会社は成立し
ていました。なぜかというと、高度経
済成長期だったからです。非常に劣悪
な環境で働いているとしても、来年給
料が 50 万円増えて 550 万が見える、
となったら、ある程度は我慢できる。
その明るい未来が見えていたわけで
す。ですが、バブルがはじけてその未
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来が見えなくなってしまいました。そ
れで問題が顕在化し、多様化してき
たと思っています。これは私の考えで
すが、大きな未来が見えているときは、
小さな問題や今ある問題を、人はあま
り気にしません。例えば会社の売り上
げがものすごく伸びていて、社員の給
料が上がっているときには、社員同士
が少し仲が悪くても気にしないもので
す。ただ停滞期に入ると、今が大事
になってきます。ウエイトが「今」になっ
てくる。そうすると鬱になったり、人
間関係で深く悩んだりします。実際に、
今、人が会社を辞める理由の多くは
人間関係です。

昔は、従業員は残業代の請求をして
きたとしても、退職した後に弁護士に
依頼するのが普通でした。請求自体し
てこなかったケースも多い。でも最近
は、会社を辞めずに残業代請求をし
てくる人も増えています。インターネッ
トの情報もあって、多くの人が知識を
得るようになってきました。そこで問
題が複雑化してきた結果、企業が扱
える問題が高難度化してきました。と
ころが、士業自体はそんなに昔と変わ
らないので、結果としてイレギュラー
な案件や高難度の業務ができる人
に仕事が集まっているというわけです。
ちなみに、この状況を背景として、
LEGALMAGIC は生まれました。

士業のマーケティングに大きな
変化はない

士業のマーケティングはどうなった
かというと、基本的にはあまり変わっ
ていません。今年の天才塾では、高
金がリスティング広告運用代⾏を始め
て大きく結果を出しました。実は、彼
が扱って問い合わせが取れなかった
例はありません。仕事を早く取るとい
う意味では、リスティング広告が一番
効果的です。これはずっと変わりませ
ん。ただ、リスティング広告で取れる
仕事というのは、基本的に安価で誰
でも思いつく仕事です。つまり、ある
程度のマーケットがあって検索数がな
いと成立しないのがリスティング広告
なので、複雑な高難度業務を取るに

は実は向いていません。それから、ア
ナログで接点を増やしていく営業方法
も変わりません。リスティング広告
とアナログ営業という2大営業と、
広告とセミナー、DM というのが
士業の営業です。

この中で天才塾としては、やはりリ
スティング広告が一押しです。一番
大きかった成果としては、1000 円、
2000 円の広告費で 60 万や 70 万の
仕事を取った税理士さんがいました。
即効性も非常に高い。その上で高難
度業務も学んで、商談でお客様のニー
ズをしっかり聞くということが、売上
を伸ばしていく道だと思っています。

結局は、自分の実力を高めるこ
とが大切

結局のところ、単純な作業の業務
だけでも食べてはいけます。しかし、
いずれ問題が起きた時に対処できな
ければ、お客様は他の事務所に⾏っ
てしまいます。マーケティングやリス
ティング広告を⾏いつつも、自分はど
の方向性に⾏くのかはしっかりと考え
ていただきたいところです。私はセー
ルスレターを作って商材の販売も⾏っ
てきましたが、セールスレターで最
も効果的な手法は、実は良い商品
を作ることです。どんなに文章で頑
張ってアピールしても、よくない商品
は売れません。仮に売れてしまったと
しても、クレームや返品が来ます。で

すから、よい商品を作ってさらにそれ
を伝えるのがセールスレターの役割で
す。その原点に返ると、士業も自分の
力量をしっかり伸ばしていくことが必
要です。士業が実力を伸ばしていくと
き、プロフェッショナル戦略では 3 つ
の方向性をお伝えしました。ひとつは
標準業務を拡大すること。ただ、こ
れは薄利多売になるのでお勧めしま
せん。もうひとつは高難度業務。最
後がフリーコンサルタントです。高難
度業務とフリーコンサルタントは明確
な境目がないので、どれを選ぶかは
その人次第です。自分しか持ってな
い、人に負けないものを作ってい
く、つまり商品開発をしていくとい
うことが、今後天才塾でお伝えす
るマーケティングを生かす最大の
武器になると思います。
「一年の計は元旦にあり」と言いま

すが、目標が敵わない最大の原因は
目標を忘れることです。ぜひ来年に向
けて飛躍する目標を作って、それを忘
れることなく進んでください。

天才塾は変わらず、特に広告や営業
の面でサポートしていきたいと思って
います。デザインもリスティング広告
も、全て活用して売上を上げていただ
ければと思います。
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会員の皆様、今年も1 年間本当に
ありがとうございました。今回は、12
月号ということで、2018 年の振り返
りをしていきたいと思います。

2 つの大きな変化

2018 年、天才塾およびパワーコン
テンツジャパン株式会社では、2 つ
の大きな変化がありました。まず 1
つめが、インターネット広告に関す
るコンテンツがこれまでになく充実
したことです。もともと天才塾では、
GeniusSearch を中心とした動画や
メールマガジン、横須賀へのご相談が
主立ったサポート内容でした。しかし、
2018 年の半ばからは、ここにさらに
コンテンツが加わります。

その内容はリスティング広告を
はじめとするネット広告のコンテ
ンツでした。自社で広告運用をされ
る方向けだけでなく、天才塾での広告
運用代⾏サポートもさせていただきま
した。これは会員様からも高い評価
をいただきました。今は12 月ですが、
ネット広告のコンテンツはさらに増え
続けています。そしてそれに伴うご相
談も数多くいただいています。2019
年も、ぜひネット広告のコンテンツを
活用してください。

もうひとつ、特筆すべき大きな
変化が出版事業の開始です。パ
ワーコンテンツジャパン株式会社
で は「POWERCONTENTS

PUBLISHING」として書籍を出
版することになりました。

https://pcpublishing.jp/
大きな目玉といえるのが「POWER 

TIPS」シリーズです。POWER TIPS
は、必要十分な情報をコンパクトにま
とめた書籍となっていて、購入くださっ
た方からは「重たい本を持ち運ばなく
て済む」「不要な情報が掲載されてお
らず読みやすい」いった声をいただい
ています。私も「士業のためのリスティ
ング広告導入ハンドブック」という書
籍を執筆させていただきました。この
本を手元に置いていただければ、リス
ティング広告の基礎を簡単に学んでい
ただけます。

出版事業を展開すると決めたのは
2018 年、そして実現したのも 2018
年でした。わずか1 年にも満たない
期間の中で 1つの大きなプロジェクト
を起こすことができたのは、社内体
制が充実していることの表れでもある
と感じています。今後出版予定の書
籍も既に決まっています。これはおそ
らく2019 年の出版になりますが、そ
のひとつが、ランディングページの書
き方に関する書籍です。

広告自体も重要ですが、広告を生
んだ先の LP も大事です。売れる LP
とは、LP に入れるべき項目とは、など、
LP の基本的なことや書き方を学べる
本として、本書は企画されています。

長いようで短い1 年。2019 年
の戦略は今年のうちに

会員様の中には、既に来年のこと
を考えている方も多くいらっしゃるで
しょう。今年中に準備を進めておくこ
とが、来年のスタートダッシュでライ
バルに差をつけるためには大切なポイ
ントとなります。Genius Search で
は、年度計画の作り方などのコンテン
ツもご用意しています。12 月中に来
年の戦略を立てたいという会員様は、
年末にかけてぜひこれらのコンテンツ
を視聴してみてください。

これは私の所感でもありますが、1
年間という期間は人が成長するには十
分な期間だと感じる1年でもありまし
た。私自身、別人になったのではと思
うくらい大きく成長させていただきま
した。1年というと短いようにも思え
ますが、けしてそうではありません。
環境、心、人生、ビジネス、あらゆ
るものが大きく変化するのに、1年は
十分な期間です。2019 年からも、1
年 1 年を大切に、楽しみながら過ご
していければと思っています。

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、着々と来年の構想ができつつ
あります。天才塾もさらに進化し、来
年はさらに会員様に大きなメリットと
なるコンテンツを提供できることと思
います。来年も、天才塾をよろしくお
願いいたします。
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インターネットマーケティングの変遷と
これからの広告

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」

今回から、インターネットの広告に
ついての執筆を始めます。今回は第 1
回ということで、モバイルを含めたイ
ンターネット環境や広告の変遷、それ
から広告媒体の特徴について解説し
ます。

2003 年、パソコンが一般家庭
に普及し始める

まずは 2003 年が、1つの分水嶺
になったと言えるのではないかと思い
ます。それまでは、パソコンは出始め
のテレビと同じで、1 家に1台はあり
ませんでした。1台が 50 万、100 万
位と非常に効果だったため、パソコン
がある家は裕福な家に限られていた
ようです。それがだんだん名前の通り
パーソナルになってきて、2003 年頃
には普通の人もパソコンを持ち始めま
した。このころは、企業がホームペー
ジを持ち始めた頃でもあります。「ドッ
トコムバブル」といわれた時期で、

IT 企業が生まれたのもこの頃です。
そんな中士業の世界は、IT にはま

だ全体的に疎い頃です。高年齢の人
が多い業界ということもあって、メー
ルアドレスを持っているだけでも貴重
がられた頃でした。当時、インターネッ
トで仕事を取るという発想をしている
人はほとんどいません。士業に仕事を
頼みたい人は、弁護士会や書士に問
い合わせたり、電話帳で探したり
というのが主流だった時代です。

自分でホームページを作れるよ
うになり、さらに爆発的に普及
した

パソコンが普及し、ホームページビ
ルダーなど、自分でホームページを
作れるソフトが出ました。これはかな
り大きな出来事です。ブロードバンド
の存在も大きく影響し、ADSL がで
たあたりからインターネットは爆発
的に普及しました。当時はライバル

も少なかったため、メタタグに検索さ
れるであろうキーワードを入れておけ
ば、それだけで仕事が来る時代でし
た。この頃に発売されたネット営業の
本のほとんどは SEO に重点を置いて
います。

この頃のホームページには、情報を
たくさん載せておけばそれだけで
仕事が来ました。顧客の動線として
は、情報を調べる中で「この仕事は司
法書士や⾏政書士に頼むといいよう
だ」とわかり、そこから依頼につなが
るという流れが主流です。

リスティング広告とブログの登場

2005 年くらいから、リスティング
広告（当時は PPC 広告と呼ばれてい
た）がネット集客の方法として注目さ
れ初めます。同時にブログが出てきた
頃でもあります。ブログの SEO が非
常に強かったので、リスティング広告
を出さなくてもブログでアクセスが取
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れていました。ブログの記事を1記事
更新するだけで 700、800 アクセス
が稼げたことも。ブログが出なければ
リスティング広告にユーザーは流れた
でしょうが、ブログの SEO が強いた
めに、ブログとリスティング広告が競
合することになりました。

リスティング広告が士業の広告
で鉄板になっていくのは 2006 年
くらいからです。この頃は、携帯電
話でも Web サイトが閲覧できるよう
になっていました。ただ、この頃はス
マホではなくガラパゴス携帯。小さい
画面に表示されるのは携帯用のサイト
だったため、パソコン用のホームペー
ジとは別に携帯用のサイトを作らなけ
ればなりませんでした。

今ではスマホで Web サイトを閲覧
するのが主流になっているので、ワー
ドプレスでレスポンシブに対応してい
るテーマを使うことで、簡単にスマホ
画面に最適な画面構成にしてくれま
す。

情報を探す人とネットで購買を
したい人に分かれ始めた

当時のホームページは、びっしり情
報が書いてあるサイトが主流でし
た。これは士業のサイトも同じです。

株式会社とは、登記とは、というよう
情報を書いた記事を数多く載せること
によって検索上位に上がれるという現
象が起きていました。Web 2.0 とい
われた 2006 年あたりからは、ネッ
トユーザーは情報を探す人と依頼をし
たい人に分かれ始めます。それを象徴
するのがウィキペディアの出現でし
た。そして、ここでよりリスティング
広告の効果が上がり始めます。

この背景には、ユーザー側のリテ
ラシーが上がってきたこともあげ
られるでしょう。ネットが普及しだし
た頃は、リスティング広告は偽物とし
て嫌われていました。オーガニック検
索でヒットするサイトの方が信憑性が
高い、信頼性が高いと思われる時代
が長く続きます。しかし、今は情報を
探す人と依頼する人できれいに分
かれているので、リスティング広告
への印象も大きく変わっています。

情報を探す人にとってみれば、依頼
したくて検索をかければニーズにあっ
たサイトの広告が出るので使いやす
いというイメージに変わっていきます。
広告と分かった上で URL をクリック
するのが一般的になり、リスティング
広告という言葉は一般的に使われるよ
うにもなってきました。今はこれまで
になくリスティング広告がしやすい環

境といえるでしょう。

無料でできる集客には限界がき
ている

変遷を見るとわかるとおり、過去
のブログのように媒体そのものの
SEO が強い場合は、努力をすれ
ば自然検索で上位に表示されるこ
とが可能でした。しかし、それは絶
対的なサイト数が少ないからこそ可能
だったといえます。いろいろな企業や
個人が SEO のためにサイトを量産し
た結果、今では無限にサイトがあふ
れている状況です。どんなニッチな
キーワードで検索しても、何かしらの
サイトがヒットします。情報は飽和し
ていて、これから参入したとしても上
位表示させるのはかなり難しいでしょ
う。それに、SEO で上位表示される
条件もコロコロ変わっています。昔ほ
ど SEO は簡単ではなくなりました。

今は、広告で上位を狙うのが正攻
法だと思われます。さらに、今は多く
のサイトがお金を使って優先的に表示
されるようにしているため、無料でで
きることには限界が来ていると言え
るでしょう。士業のインターネットマー
ケティングも同じです。どうしてもイ
ンターネットマーケティングはお金を
かけずにできると思っている人も多く、
無料、低予算で集客したいと考える人
もいますが、無料でできる範囲は本
当に限られています。

参入している士業が多くなってきて
いるため、無料で利用できる環境の
中ではなかなか探し出してもらえませ
ん。ネットユーザーの目も肥え、リ
テラシーも上がってきていますか
ら、お金をかけて、自分の広告が
見てもらえる場所にしっかりと広
告を出すことが大事です。

1 位表示をさせる必要はない

リスティング広告が他の情報媒体と
明らかに違うのが、探した先に広告
が表示されるかどうかです。リスティ
ング広告が普及したことで、多額の広
告費をかけなければならないとい
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う意見も増えてきました。キーワー
ドをひとつの市場と考えるならば、そ
の市場をできるだけ支配するためには
上位表示が必要です。しかし、常に
広告を表示させるためにはクリック単
価を上げていかければならず、どうし
てもコストがかかります。

そもそも、今のユーザーは、一番
上に表示されているサイトが一番信頼
できるという認識ではなく、広告が
出ているサイトの中から比較して
選ぼうという感覚になりつつあり
ます。実際数多くのサイトをめぐって、
どこにするかを比較しています。リス
ティング広告の戦略として、絶対に 1
位を狙うというのは間違いです。

一番上に表示させるためには予算も
かかります。そうすると、表示される
機会を減らして予算を調整することに
もなるでしょう。表示されない機会
が多い1 位よりは、多くの間表示
されている 4 位、5 位の方が、見
られる機会は多くなります。下に表
示されているからといって、チャンス
がないわけではありません。低額
でも出し続けてコツコツ問い合わせを
取っていくというのも1つの戦略です。

確かに、検索数が多くて需要も高
い商品は、検索結果が上位の方が売
上が上がるというデータもあります。
しかし、士業の業界や商品はニッチな
ので、ユーザーも比較する傾向が高
くなっています。「上位表示させない
とクリック率もコンバージョン率も大
きく差が出る」というのは、士業には
当てはまりません。

他媒体の広告の特徴、適してい
る使い方

士業にとってはリスティング広告が
ベストだというのは 1つの定石です。
しかし、他の媒体でもできること、適
している商品があります。

①ブログ

昔は、ブログを書けば SEO 効果が
ありました。しかし、今は SEO 対策
にはなりません。アメブロなどのサー

ビスでも、全部の記事がクローラー
の対象にはなっていません。要するに、
ブログを書いても検索にすら引っかか
らないことがあるんです。ですから、
やるならワードプレスを使って自社
サイトの中でブログを運営してい
くことを推奨します。

ただ、1日 10 記事、20 記事書け
るならともかく、そうでもなければ、
かけた努力に対して実りが少ないこと
は認識しておきたいところです。個人
がコンテンツマーケティングをす
るのは事実上不可能です。ブログを
書いてもアクセスが少ない、それでも
ブログを書くというよりは、1人でも
2 人でも名刺交換をしたほうがいいと
思います。それでも運営するのなら、
ほとんど検索数がないようなニッチな
キーワードを件名に入れ、解決事例
を書いていくといいでしょう。

②ディスプレイ広告

ディスプレイ広告の特性として、緊
急性のある商材は向きません。ディ
スプレイ広告は潜在ニーズに働きかけ
るからです。例えば相続の問題が起
きたとき、専門家を探すためにはやは
り検索します。ディスプレイ広告の主
流な使い方としては、リスティング広

告にヒットした人が離脱した後に、そ
の人を追いかけてディスプレイ広告を
表示させる「リマーケティング」とい
う使い方が主流です。リスティング広
告を出している LP にリマーケティン
グタグを付け、タグを踏んだ人を追跡
する。そうすることで「あの時調べた
このサイトをもう一度見てみよう
かな」と思い出してもらい、成約
するというやり方です。直接ディス
プレイ広告から取るという発想は危険
です。

ディスプレイ広告は、教材販売やセ
ミナーにはまだ使えると思います。例
えば、法改正があったときにディスプ
レイ広告を使ってセミナー案内を表示
させる。ターゲティングもある程度
キーワードで決めることができるの
で、改正された法律名でキーワードを
決めて出す。そうすると、キーワード
に興味がある人に広告が表示されま
す。

③ Twitter

Twitter は士業の集客には向き
ません。まず、炎上しないとアクセス
が来ない。元ネタがないとバズらせ
るのも難しい。元ネタをネットニュー
スにするという方法も確かにありま
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すが、1日1 個つぶやくというような
ノルマ化はお勧めしません。それに、
ユーザーが士業を探すときにはやはり
Twitter で検索はしません。

過去、天才塾で Twitter から仕事
が取れた例はありますが、極めて希
有な例です。適当にフォローした人が

「会社でも作ろうかな」とつぶやいて
いたので、ダイレクトメッセージを送っ
て依頼につながったという、なかなか
ない事例でした。

ただ、ホームページ上で Twitter の
タイムラインを表示させて、稼働して
いる感じを出すのは悪くないでしょう。
しかしフォロワー数があまりに少ない
とブランディング的には逆効果になっ
てしまうので、この辺りも注意したい
ところです。Twitter で広告を出すこ
ともできますが、広告に対してリプ
ライができてしまうので、叩かれ
るリスクもあります。

④ Facebook（Instagram）

Facebook も、緊急性のある
商材は向きません。そもそも、何か
を買おうと思って Facebook に
ログインしている人はほぼいない
ので、広告が嫌われてしまう傾向
があります。広告を出したとしても
Facebook にログインしてる人にしか
表示されないので、ニーズがどのくら
いあるかを見極めるのも結構難しいと
ころです。

自分の業界に近い人や見込み客が
どのぐらいいるかは分かりません。
Facebook のユーザーは年齢層が高
く、ビジネスツールとして使っている
人が多いので、個人ではやらない人が
多いという特徴があります。

ただ、だからこそ知的な商材や
セミナーはマッチしやすい商材で
す。記事を読む人も多いので、「知り
たい」というニーズはある。天才塾
でも、ブログに補助金の情報を書い
たものを Facebook で流し、「相談
はこちらまで」と書いて誘導したとこ
ろ、150 円くらいの広告費で 300 万
円相当の売上を出した例もありまし
た。Facebookも基本的には潜在ニー

ズに働きかける媒体です。Facebook
と Instagram が連携しているので、
Instagram が成熟してくれば可能性
はあるかもしれません。Facebook
で出している画像広告をそのまま
Instagram のフィードに乗せられる
ようになっているので、Instagram
と Facebook のアクティブユー
ザー層がマッチした瞬間に、士業
の Instagram 戦略が決まるとも
言えます。ここはまだ様子見の段階と
いっていいでしょう。

⑤ YouTube 戦略

YouTube 戦略の基本は、大量
生産、大量投稿で Google の検
索結果に上位表示させることです。
何よりコストが 1円もかからないので、
資金がない人は動画投稿をやるのも
悪くはないでしょう。ただ、大変なの
でそこは見極めが必要です。それか
ら、注意すべきは今後の YouTube の
規制です。一斉淘汰される可能性も
ゼロではなく、時現爆弾を抱えている
印象があるので、注意しておきたいと
ころです。

⑥ Line ＠

Line ＠をビジネスに使っている人も
増えてきました。しかし、Line ＠に
対しては少し懐疑的に見ています。
Line ＠が向いているのは、美容室な
ど、個人のスタッフと直でやりとりで
きる商売でしょう。個人のアカウント
を顧客に伝えることに抵抗がある人で
も、個人の名前で LINE ＠のアカウン
トを作成してやり取りができるため便
利です。

このほか、即効性があるケースにも
向いています。例えば飲食店で「今日
は雨なので 10％オフでご案内してい
ます」と発信すれば、それを見て来
店する人もいるでしょう。

ただ、Line ＠では長文を読む気に
ならないので、助成金とか補助金な
どの重ための商材は、やはりメー
ルマガジンがいいと思います。

媒体を選ぶときに重要なのは機
能ではなく、ユーザーの感情

多くの人は広告媒体を選ぶとき、媒
体のユーザー数や視聴回数といった
機能的なものにフォーカスします。し
かし、本当に見てほしいのは、その媒
体を使っている人がどんな感覚で
使っているのか、どんな感情を大
事にしているのかというところで
す。パワーコンテンツジャパン株式会
社でも、この部分を大事にして媒体を
選び、大きく成果を上げています。例
えば、YouTube や Twitter は遊ぶた
めに利用するツールです。娯楽や趣味
で使う人が多いところにセミナーや業
務の広告を入れても、反応は薄いで
しょう。一方、リスティング広告はユー
ザーが仕事モードになっていることが
多いため、成果が上がりやすいといえ
ます。そこに切り込んでいける広告
媒体は多くはありません。仕事モー
ドでパソコンを閲覧している人に対し
ては、それなりに重たいものを売りや
すいもの。リスティング広告と同様、
重たい商材を売りやすいのがメールマ
ガジンです。

リスティング広告も育てていく覚
悟が必要

どんな広告でもそうですが、広告
運用は長期間で考えなければなりま
せん。最低でも1ヶ月、できれば3ヶ
月ぐらい出し続け、総合的に評価
していくことがポイントです。

始めたての方は特にキーワードや
広告文で悩むことが多いものですが、
最初から効率のよい運用はできませ
ん。リスティング広告は運用型広告
ともいいますが、言葉の通り、運用
して育てていく媒体です。他の広告
媒体に比べれば即効性はありますが、
それでもじっくり育てるという覚悟を
持っていないとうまくいきません。

何も結果が出ず広告費だけがかか
り続ける状態は、おそらく非常にスト
レスが溜まるでしょう。ですが、それ
を負債として考えるのか投資として考
えるのかが、成功を大きく二分します。



経営天才塾ニュースレター Dono　7-7

Tech ＆ Operation

パワーコンテンツジャパン株式会社で
も大失敗した広告はたくさんあります
が、失敗したからこそ駄目なことが
分かり、前進につながるのです。

一般的に、駅の広告やポスターと
いった広告では、その広告がどれくら
い集客したかというデータは出ませ
ん。でもそれがわかるのがリスティン
グ広告の良さです。失敗したにせよ成
功するにせよ、データは集まります。
逆にいえば、集めないともったいない。
情報を得るためにお金を出していると
いう意識と、負債ではなくて投資であ
るという意識を持つことが、リスティ
ング広告で成功する第一歩です。

やはり最大のネックは LP

これまで広告についてご紹介してき
ましたが、広告はアクセスを集めるた
めのツールで、最終的には集客したあ
との LP によって成約率は変わって
きます。この LP において絶対に必要
な条件が、広告文と LP の関連性です。
例えば相続の広告を出しているのに、
その先の LP が事務所の LP だという
のは致命的です。もちろん表示はされ
ますが、相続の情報を探している人
からすれば、全く違う情報が入ってく

るわけです。これは「検索結果の最
適化が最も重要なミッションであ
る」としている Google の理念とも反
しているので、Google からも嫌われ
てしまいます。さらに、関連性の薄い
LP をつなげることで、クリック単価
が上がってしまうことも。広告という
と、強く心に刺さる広告文のキャッチ
コピーなどがどうしても重要視されが
ちです。

しかし、まず重要なことはそこでは
なく、広告出稿を見据えて LP の
内容を合わせていくことが重要で
す。先のためにも、LP も細かいカス
タマイズができるような環境を作って
おくといいでしょう。例えば、「総合融
資」なんかで検索したら、日本政策
金融公庫で融資を取るセミナーの広
告が数多く出てきます。ですが、セミ
ナーを受けたい人はキーワードに「セ
ミナー」と入れて検索するもの。融資
を受けたい人が検索している結果にセ
ミナーの広告が出てしまうと、知らな
い人はクリックしますから、その分無
駄な広告費もかかります。

必要ない情報や無関係な情報
は、ユーザーにも Google にも
嫌われます。LPとリスティング広告
では小技や裏技は通用しないので、

正直に、正攻法で向き合って取り組
むことが最大の効果を生むでしょ
う。LP ではこのように情報の透明性
や関連性が重視されていますが、読
み込み速度も同じくらい重視されて
います。スマホやパソコンでサイトを
開けようとして、5 秒ぐらい経っても
画面が真っ白で読み込まなかったら、
おそらくほとんどの人がそこから離脱
するのではないでしょうか。この読み
込み速度も Google の広告評価の要
素になっています。ページとしての機
能もしっかり上げていかなければ広告
として不利になってしまうので、この
点も注意しましょう。

士業の広告媒体として最強なのがリ
スティング広告だということを、今回
のコラムでお伝えできたかと思います。
今後、ニュースレターではリスティン
グ広告にフォーカスしてお伝えしてい
きますので、ご期待ください。
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あらためて、いま SONY から学ぶ組織論

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

これまでこのコラムでは、組織に関
して解説してきました。

組織を考えるとき、基本は所長自
身がどんな組織にしたいのかという定
義をしっかりすることが重要です。パ
ワーコンテンツジャパン株式会社でも
組織をよくしたいと考え、いろいろな
試⾏錯誤をしてきました。その中で、
これまでのレターでお伝えしてきたホ
ラクラシー経営や1 on 1ミーティン
グがあります。四⾕にオフィスを移転
した 2013 年ぐらいから、組織として
だんだん良くなってきました。今は良
い社員に恵まれて、組織としても軌道
に乗ってきています。この過程で非常
に大きなインパクトを受けたのが、ソ
ニーの働き方でした。おそらくソニー
の働き方をここまで丁寧に分析したの
は私くらいなんじゃないか、と思うく
らい、徹底的に研究した時期があり
ます。

「第 3 回 C3　ソニーコンセプト」
という弊社のイベントに来てくださっ
た方もいらっしゃると思います。C3
は、コンセプト経営を学ぼうというこ
とで定期的に⾏ってきました。第 2 回
では株式会社タニタさんなどをお迎え
して開催しましたが、第 3 回 C3 は
ソニーを題材に選ばせていただきまし
た。第 3 回 C3 を開くに当たり、70
歳や 80 歳のソニー OB の方にたくさ
ん取材させていただきました。昔のソ
ニーで働いていた方は本当にみなさ
ん個性的で、話がとても面白かった。
80 歳を超えてもものすごく若くて、
過去ではなくて今に夢中になっている
人が多い印象がありました。OB の方
のお話がとても面白かったのが、この
C3 の開催につながりました。

ここからは、C3 のことを交えなが
ら、ソニーの組織の魅力について解
説します。

ワーキングコンセプトの重要さ
を語る「設立趣意書」

ソニーといえば、設立趣意書が有名
です。これはソニーの公式ホームペー
ジにも公開されているので、ぜひ読ん
でみてください。ソニーは元 「々東京
通信工業株式会社」という名前でし
たが、創業者である井深大さんが作
られた「東京通信工業株式会社設立
趣意書」というものがあります。ここ
にまず書かれているのが、従業員満
足度についてです。
「真面目なる技術者の技能を、最高

度に発揮せしむべき自由闊達にして愉
快なる理想工場の建設」。これが最初
に来て、2 つめに日本再建や技術面
の活動が出てきます。もし井深さん
が技術で日本を良くしたいと思っ
ていたのだとすれば、技術に関す
ることを1つ目に持ってくるはず
です。しかし、最初に持ってきた
のは「自由闊達にして愉快なる理
想工場の建設」という、従業員が
安心して才能を発揮できるような
場所を作りたいという思いでした。
その話を伺ったとき、企業の定義とは
別に働くことの定義をすることの重要
さを知りました。これは、私にとって
は大きな気づきでした。

ソニーでは、働き方が明確に定
義されている

ソニーでは、働き方の定義がされて
いるように感じます。これは言語化さ
れていませんが、文化としては確かに
存在したようです。「ソニーらしさ」と
も言われますが、「ソニーの働き方っ
てこうだよね」という定義がありまし
た。大きな特徴としては、こだわり
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が強い、それからお節介。こだわり
が強い人がソニーには多かったようで
す。普通に作るだけじゃ面白くないか
ら、とにかく世界最小を作りたいとか。
例えばメモリースティックというソニー
の商品がありますが、製品化には至ら
なかったものの、ソニーはあのサイズ
のデジカメも作っています。実際に見
せていただきました。

こだわりを持っていた人が集
まっていたということは、つまり
はこだわりを持った人を採用した
ということです。働き方を決めたら
採用基準が見えてくるというのが、こ
こからも分かります。お節介な人も多
かったようです。ある部署に配属され
たけれど全然仕事ができない人がい
たら、他の部署で拾ってくれるところ
がないか探したり、他部署で元気が
ない社員がいたら声をかけたり。自分
の仕事を一生懸命やりつつも、お節
介な人が多かったそうです。そうする
と、選考基準としては、気が配れる人
を採用した方がよいということになり
ます。でも実際のところソニーには採
用基準がなく、実際に人事責任者の
方に伺ったところでも、「面白いと思っ
た人を採用する」というような返答で
した。高度経済成長期で大量採用が
可能だった時期だから、ということも
あるかもしれませんが、基本はユニー
クだと思えるかどうか、という基準を
大切にしていたようです。

雑談の文化

ソニーでは、井戸端会議をよくする
文化もありました。一般的には、業務
中には私語はあまり歓迎されません。
無駄口を叩くなと言われることすらあ
ります。しかし、ソニーでは許され
ていた。それは成功循環モデルに
乗っていることの表れです。話す
ことによって良好な関係性ができ
ていきます。

弊社でも、雑談、私語を奨励して
います。弊社ではこれを明文化して打
ち出した上、社員のデスクの間に小さ
な椅子を置きました。立ち話だとゆっ
くり落ち着いて話せないので、座って

話せるように。それを OB の方に話し
たら、そうやって考えてやるのがソニー
的発想だよね、そういう違った形で
ソニーを受け継がれていくのは嬉しい
ね、と言っていただきました。

文化をいかに浸透させていく
か。ソニーのやり方とは

例えば「作る製品は必ず世界最軽
量にする」というようなことはソニー
では明文化されていません。こういっ
た「ソニーらしさ」は、上から下に口
頭で伝わっていたようです。逆に言え
ば、ルールがあったところで、喋らな
ければ伝わりません。OB の方が話し
ていたことで、印象的な言葉がありま
した。「ソニースピリッツ」という言葉
があるが、本当は「ソニーマンスピリッ
ツ」なのだと。ソニーの精神が受け
継がれているということは、ソニー製
品を作ったかとか、ソニーのロゴマー
クがどうとか、そういう話じゃない。
ソニーで働いている人の精神が受
け継がれていることがソニーがソ
ニーたる所以なんだ、とおっしゃっ
ていました。

やりたいことをやるからイノベー
ションが生まれる

ソニーの OB の方が書かれた「ソ
ニー伝説の技術者が教える「イノベー
ション」の起こしかた」という本があ
ります。そこに「やりたいことをやって
いるということが、イノベーションを
起こす」という言葉があります。

言われたことをただやっている
レベルでは、世界を変えるような
製品は生み出せない。これはス
ティーブジョブスなどにも同じこと
が言えるでしょう。「どうしてもこ
ういう製品を作りたいんだ」とい
う情熱があるから、新しいものが
生まれます。とにかく、ソニーの OB
の方はみなさんよく喋るんです。エネ
ルギーを抑えられないかのように、次
から次へと話が出てくる。1 回の打ち
合わせは 3 時間、4 時間を超えるこ
とも普通で、またそれが勉強になる。

こんな人たちがいたらイノベーション
が起きるのは当たり前のことだな、と
思わざるを得ませんでした。この姿こ
そが、「自分がやりたいことをやってき
た」人生のひとつの答えなのかもしれ
ません。

自分がやりたいことをやることは、
情熱に直結します。そこには「独自性、
選択性、自主性」という 3 つの要素
があります。今お話ししたことはまさ
に「自主性」にあたるところ。そして
選択制は、自分で仕事を選ぶ、少な
くとも会社側としては、本人がそう思
えるように持っていくということ。た
だ、仕事ですから業務命令が下るこ
ともあるわけです。それでも、最終的
にその仕事をするかどうかの選択は自
分がする。これが選択制です。そして
独自性とは、「自分だからできることを
する」ということ。自分で選択してやっ
ていれば満足できるかというとそうで
はなく、人って意義や意味をどうして
も大事にします。この仕事は会社の中
で何の役に立ってるんだろうとか、誰
がやっても一緒じゃないかとか、社会
に役立っているんだろうか、と懐疑的
になると、モチベーションも下がって
しまいます。

基本的には、「自分にしかできない
ことをしている」という感覚が大事で
す。もしも他社からウオークマンが出
ていたら、ソニーはウオークマンを開
発していなかったかもしれません。た
だ、士業の仕事では独自性を出す
ことは難しいでしょう。そうすると、
仕事に意義を与えることが大事に
なります。例えばDMやニュースレター
でも、受け取った人はこんな感情で
受け取っているんだ、受け取った人に
とっては大事なものなのだという意義
を説明することで、ルーティンワーク
でもモチベーションが変わります。

一石三鳥の精神

一般的に会社には、クレームや意見
を受け付ける部署があります。クレー
ムといえば東芝クレーマー事件が有名
ですが、ソニーもこれだけの世界的
企業ですから、当然クレームも来ます。
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一般的には、クレームを受けたときに
は、顧客に謝罪して社内に報告してお
しまいです。もちろん改善は⾏い、次
に新しく生産する時に反映することも
あるでしょう。ここまでであれば一石
二鳥。

ですがソニーでは、さらにそのク
レームに沿って製品出荷時のチェック
リストを作りました。つまり、「こうい
うクレームが入りやすい」「こういうこ
とがあったら出荷しないように」とい
うリストを作ったんです。そして、そ
れを開発部に渡しました。ここまです
るメーカーはあまりないのではないで
しょうか。1 通のクレームを最大限に
活用し、自社の製品クオリティを高め
ていくという貪欲さも、ソニーの精神
のひとつといえます。

トップとしての姿勢を井深大さ
んから学ぶ

いろんな OB に取材したところによ
ると、井深さんの人間力に人はついて
いったそうです。やりたいことがあれ
ばやりたいことをやらせる、というの
がソニーの姿勢で、画一的な定期異
動はありません。ただ、人には資質
があるので、どこかで生かせる場所
があるだろうという考えのもと、社内
転職は結構多かったそうです。

苦手なことや欠点を克服するよ
りも、長所を伸ばすという考え
方が根底にあったといっていいで
しょう。この辺りはすごく共感できま
す。会社に損害を与える欠点だったら
直した方がいいでしょうが、最低限の
ことができれば、あとは長所を伸ばし
た方が楽しい。

それから、井深さんは社員にチャ
ンスを作ってあげる人でもありました。
ある社員がどうしても作りたい製品が
あったけれど、それが全然売れなかっ
た。そこで数千万の損失を出してし
まったことがあったそうです。それを
井深さんに報告したところ、一切
責任追及されることはなく、「そう。
じゃあ今度はもっといいものをこ
さえてね」とだけ言われたそうで
す。そう言われたら、社員として

は次は失敗しないように頑張ろう
と思いますよね。

ただこだわりがすごくて、納得でき
ない製品は破壊されたりもしたそうで
す。このあたりも、ソニーが求める人
材に色濃く影響しています。VAIO と
いうパソコンについても、印象深いエ
ピソードがあります。他のメーカーに
比べて、ソニーがパソコン市場に入っ
てくるのはかなりのタイムラグがあり
ました。なぜかというと、井深さんが

「そんなもんを使ったら人は考えなく
なる、馬鹿になる」といって、パソコ
ンの普及に反対していたからです。井
深さんはすでに他界していましたが、
井深さんの意思を継いだ人たちが反
対した。パソコンを商品として出すか
出さないかで、社内では対立が起き
たそうです。井深さんは、人間の力を
信じた人だと思います。人間そのもの
をすごく大切にしていました。先ほど
の失敗の例も、「失敗しても、この人
だったら次はいいものを作ってくれる
だろう」というように、性善説を取っ
ているように感じます。何より、どん
な結果になるのであれ、自分が信
じたものだから全責任をとるとい
う覚悟があったのだろう、と、い
ろいろな方のお話しを聞いて感じ
ました。私も井深さんと同じとは到底
言えませんが、そういう感覚でいたい
と思っています。

ブランドを維持することの難し
さを、今のソニーから学ぶ

私が C3 を開催した頃、ソニーは既
に全盛期を過ぎていました。家電や
電化製品の他に保険や不動産事業も
やるようになっていて、もはや何の会
社なのかがわからなくなっていた。今
まではソニーの製品が出るとワクワク
したのに、会社が大きくなるにつれて、
違和感が大きくなってきていました。

ブランドを作って認知させると
ころまでは勢いでいけます。ただ、
ブランドを作ることはできても、
飽きさせずに維持すること、維持
しながら新しくなり続けることは
難しい。それは士業のブランディング
でも同じことがいえます。ブランドを
維持することの難しさを、ソニーから
学びました。

パワーコンテンツジャパン株式会社
がソニーから受けた影響はとても大き
いと感じています。昔のソニーはとに
かく魅力的です。ぜひ、組織作りの
参考にしてみていただけたらと思いま
す。
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有料相談はいくらにすればいいか？
弁護士 30 分 5,000 円というのが多いので、目安として士業もこれに準じるとよい。ただ、なぜ有料にするのかが重要。

相談で収益は上がりにくいので、有料相談は「本気度が高い人を振り分ける」というのが基本的な考え方となる。話を聞いた
先に依頼をイメージできるかも大事。例えば相続の相談が来たときに、「将来的に相続が発生したときに相談に乗って欲しい」
というのは有料相談にする。「先日祖父が亡くなったので手続きについて相談したいのですが」というのは無料でよい。違いは、
問い合わせの先に手続きが待っていそうかどうか。相談そのものは接点でしかない。今後は必要な情報を出せばそこまで変な
人は来ないと思われるので、しっかりヒアリングして依頼に繋げられるようになることが重要。

顧問を増やすにはどうしたらいいか？
アナログ営業やネット営業など、天才塾が推奨している営業を重ねていくこと。関連して、紹介を増やしたいという質問が

出てくることもあるが、紹介が増えない人は、人としての魅力を外に伝えきれていないことが多い。紹介しやすいものとしては、
とてつもなく安いもの・面白いもの・紹介した時に得になるものなどがあるが、基本的に人の魅力が伝わらないものは紹介につ
ながらない。結局は、人間力につながってしまう。

既存のお客様にニュースレターを出そうと思うのだが。
既存客に対しては、ニュースレターは出したほうが良い。確かに、税理士や社労士がニュースレターを出しても読まれてい

ないことが多いが、「仕事をしている感」を出すには、何かが送られてくることは大事。顧問税理士や顧問社労士から毎月送ら
れてくるのが請求書だけだったら、クライアントはどう思うか、というところをイメージすると良い。加えて、ニュースレターを
出したほうが紹介率も上がる。ただ、内容が法改正や法律情報だけだと読まれなくなるので、木戸一敏さんの「あなたレター」
を活用しよう。

他士業とのつながりをつくる場合の注意点は？
「仕事をください」ではなく、「仕事を紹介したい」というスタンスで近づくこと。業務も絞って覚えてもらえると良い。経歴

や個人的な趣味なども名刺などに掲載し、特長を覚えてもらおう。

創業時、お金がない頃（横須賀が）どのような活動をしていたか？
創業時の活動は主に以下の 6 つを⾏っていた。

（１）業界の支部長などに会いに⾏き、業界を知った。仕事をもらった。
（２）ホームページを自分でつくって SEO をかけた（３）異業種交流会に参加した、立ち上げた
（４）人に会えるチャンスがあれば会いに⾏った（５）業務を絞った（６）商工会などに参加した、セミナーをした
上記の中で、横須賀が特に「やってよかった」と思えたことは、⾏政書士会の支部長など役職についた方々に会いに⾏った

という所。当時横須賀は、⾏政書士で稼げている人がいなければ辞めてしまおうと考えていたが、⾏政書士会で実際に成功し
ている方を目の当たりにすることでモチベーションを高くでき、業界の状況も知ることができたためである。

独立しようか悩んでいます。自分を信じることができない状況では、独立は見送らせた方が良いでしょうか？
決意できていないなら見送らせた方が無難だと思いますが、私のようになんとなくスタートしちゃってもうまく⾏くケースは

あるので、やってみたい気持ちがあるなら、最低限のリスクヘッジはして独立してみてはいかがでしょうか？

開業前にすべき準備は何か？
士業の場合は、試験合格後に即開業とはいかず、「登録」をしなければいけない。すると、「登録」しているだけで「開業」

はしていないという状況が生まれる。事務所は無いが、登録自体はしているため専門家といっても良いだろう。つまり開業をせ
ずとも専門家としての体裁を保ったまま名刺交換ができるのである。ホームページ制作など細かいことはあるが、最も簡単な
開業準備は名刺を作ってひたすら人脈を作る、ということだろう。1つ例を挙げると、登録のみで 1年間開業しなかった⾏政
書士の女性がいる。彼女は1年間で、同業も含めおよそ 500 人の方 と々名刺交換をし、1年後やっと開業した時に、名刺交
換をした方々からものすごい量の仕事が来たという。

誘われると断れなくて、余計な仕事をしてしまいます。。何か良い断り方はないでしょうか？
これ以上関わるとかえって迷惑かけてしまうので、辞退させていただきます、みたいな言い方で伝えると良いです。相手が

悪いとは一切言わないことですね。

セミナーで失敗したことはありますか？
初めてのセミナーは、時間が 15 分余ってしまいました。。これ以来時間が余ってしまうことに恐怖を覚え、ボリュームいっ

ぱいのセミナーをするようになりました。まあ、緊張してしゃべれないというのは 3 年くらい続きました。緊張せずにやれるよ
うになったのは、本当にここ数年です。なんでも量稽古ですねえ。

セミナー開催後、顧問や業務獲得につなげたい。
セミナー開催後、個別相談希望の有無をアンケート等で確認する。個別相談の希望があれば、アポイントを取って、そこ

で商談、提案をする。仮に相談希望がなくても、こちらから連絡を取って、話を聴きに⾏き、提案をしよう。ただ待っているだ
けでは、顧問は取れない。参加者は少なくとも見込み客なのだから、こちらから積極的に接触をしていく必要がある。
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経営書ベストセレクション

吉野敬介 著
小学館文庫

やっぱりおまえはバカじゃない

吉野敬介さんといえば、代々木ゼ
ミナールの超有名講師として有名な方
だったので、私と同じくらいの年代の
方ならみんな知っているでしょう。当
時、受験生、浪人生で知らない人は
いないくらいの超有名講師で、実は私
も受講したことがあります。現在は東
進ハイスクールの古文の講師をしてい
ます。

彼は元々暴走族、いわゆるヤンキー
でした。彼の本によると、モデルの彼
女と付き合っていて吉野さんは高卒で
働き始めていた。ところが、モデルの
彼女が大学生と付き合うようになって
振られます。そこで、悔しい、俺も大
学生になって見返してやる、といって、
4 ヶ月くらい必死に勉強して國學院大
学に合格するんです。國學院に入学し
てから古文を学びはじめ、古文を専門
分野にし、代々木ゼミナールの講師に
なる試験にトップで受かって人気講師
になり、一躍有名になった。というサ
クセスストーリーが語られています。
ただ、吉野敬介の Wikipedia には受
験勉強をした時期が本によって違うと
か、エピソードが事実と異なるなどの
矛盾点が数多く指摘されています。そ
の影響もあって、信頼性には若干疑問
が残るところです。しかし個人的には、
必死に勉強して國學院大学を突破し
たということは事実だと思っています。
代々木ゼミナールの人気講師だったこ
とは間違いないですし、私が受けた頃
は⾏列ができるほどでした。

吉野さんは古文の本などもたくさん
出していますが、マインド系の本が人

気です。この本の他にも「だからおま
えは落ちるんだ、やれ！」という本も
あります。どの本でも良いので、でき
れば彼の書いた古い本を手に取って
みてください。彼の古い本にはエネル
ギーが詰まっていますから。私も、浪
人時代に彼の本を読みました。

今、あの頃くらい頑張っている
といえるか

士業になった方の中には、勉強や部
活、趣味とか、何かに打ち込んで必
死に頑張ったことがある経験を持つ方
が多いと思います。今回私がなぜこの
本を選書として選んだかというと、「今、
自分はあの頃よりも頑張っているのだ
ろうか？」ということを、今一度問い
直していただきたいと思ったからです。
例えば部活で全国大会を目指してい
たなら、ただ上手くなりたい一心で、
朝練に1時間も 2 時間も早く⾏ったこ
とがあるかもしれません。土日の練習
も苦にならなかったのではないでしょ
うか。ところが大人になると逆になっ
てしまって、できるだけ土日は休みた
い、朝はギリギリまで寝ていたいと思
うようになります。あんなにキラキラ
して頑張っていたのに、過去に比べて
今はそこまで頑張れていない人も多い
のではないでしょうか。

この本では、とにかく「やれ」とい
うことが書かれています。逆に言うと、
それだけしか書かれていません。「何
のために頑張っているのか」「少しで
もやる気が湧いてきたらそれを大切に
しろ」と繰り返し書かれていて、「受
かるでしょうか」という相談にも、「お
前がどれだけ頑張るかだろう」と答え
たりしています。要するに、自分の人
生を他人に委ねるなということが叫ば
れています。自分で考えることの大切
さ、自分を大切にしてやりたいことを
とことん追求することの重要さを非常
に強く訴えている本です。この本によ

れば、彼は受験生活の 4 ヶ月で、国
語の偏差値を 20 から70 以上まで上
げています。基本的に根性論で、1日
22 時間勉強したとか、武勇伝めいた
ものも色々書かれています。私も受験
生の頃は「自分なんか絶対合格に間に
合うわけない」「偏差値が上がるわけ
ない」と思ったときがありました。し
かしこの人の本を読んで「自分はまだ
この人より頑張ってない」と、思い直
す機会になりました。「そこまで頑張っ
てるの？」というのを思い返すには良
いメッセージが詰まっています。

泥臭さを再評価し、戦略をもっ
て臨む

今の時代は、あらゆることがスマー
トに⾏われています。泥まみれになっ
て、一生懸命地べたを這いずり回って
努力するということを、ここ10 年くら
いは隠す風潮がありました。この本は、
そういう冷めた風潮をひっくり返す本
でもあります。吉野敬介は意外と戦略
家でもあって、受験時代に駄目だと判
断した科目はほぼ捨てて、できること
に集中しました。英語は全くできない
ので捨てて、国語は日本語だからいけ
るだろうといって国語に集中していく。
ここは共感できる部分がありました。

彼の提唱している受験メソッドの中
で私が真似たのが、社説の要約です。
私は読売新聞の社説を毎日150 字に
要約することを半年間続けました。そ
の結果、現代文で読めないものがな
くなってきて、21.5 だった偏差値は国
語は 74 ぐらいまで伸びます。このこ
とからも分かるとおり、勉強は量も大
事ですが、戦略も大事です。これは仕
事にも直結するでしょう。

たまにはこういう本も面白いと思い、
今回は吉野敬介さんの「やっぱりおま
えはバカじゃない（小学館文庫）」を
紹介しました。ぜひ一度手に取ってみ
てください。



経営天才塾ニュースレター Dono　7-13

Genius One ダイジェスト

【運用型広告の運用者なら押さえるべき、2019 年に注目したい 5 つのトピックス】
2019 年は消費税増税によりショッピング広告の表記に影響が出そうです。

【2018 年、スポンサードサーチはどう変わった？主要アップデートを振り返る】
2018 年に実施されたYahoo! スポンサードサーチの主要アップデートです。完全に Google の過去のアップデートを

追従している形になっています。　

【Facebook 広告のフリークエンシーをより柔軟にコントロール可能にする 2 つのアップデート】
フリークエンシーとは同一ユーザーが同じ広告に接触する頻度です。これがある程度 Facebook 広告にてコントロー

ルができるようになるようです。

【Google、ファビコンを表示するモバイル検索をテスト中】
スマホを検索結果にファビコンが表示されるようになるようです。広告枠に適用されるかは不明ですが、純粋に検索

結果が見やすくなりますね。

【Yahoo!JAPAN が医療機関向けの広告掲載基準を一部変更｜医療広告ガイドラインに準拠へ】
直接士業の広告には関係ありませんが、医療機関をクライアントに持つ方は、確認しておいて損はないでしょう。

【３１年度税制改正大綱を閣議決定　車と住宅など減税】
消費税 10％で消費をいかに上げられるか。その場しのぎの対応は続かないと思いますが…

【病院や学校、７月から屋内完全禁煙に　厚労省が方針】
これはもうここ近年の流れですね。

【中医協総会　妊婦加算の凍結 1 月1日から　20 年度改定で再検討へ】
これは早 と々やめるべきでしょう。

【改正出入国管理法が成立　就労拡大へ在留資格　宿泊業など受け入れ業種へ】
2019 年 3 月あたりには、もう少しまとまってくるはずです。　

【パワハラ、企業に対策義務　労政審分科会　報告書案を了承】
企業の義務が増えれば、当然士業の仕事は増えます。内容にもよりますが、ビジネスチャンスになるかも。

【自動運転ではスマホ・食事も OK　実用化に向け改正案】
これ本当に実現するの？という声もありますが、3 年くらい前からシンガでは無人タクシー始まってたんですよね。。

【鍼灸、接骨など不正広告が横行　厚労省、年内にも指針作成】
これらの関係各所にこういう情報を販売しても面白いかも。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。
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　No.589【変化すること】

人はなぜ変われないのか

人間の脳の仕組みは、潜在意識
と顕在意識に分かれます。潜在意
識の中には、生きるための脳と呼ばれ
る部分があります。いわゆる「爬虫類
脳」と呼ばれる部分です。例えば火
に触れると火傷をするので、火に近づ
いた時には反射的に体が避けます。今

「生きている」状態は、こういった危
険を避けての結果なわけです。そして、
今の状況が何らかの変化をすると死
の危険が高まることから、脳は現状
維持を好みます。その方が安全だか
らです。散々迷った挙句に⾏動しない
ことが多いのは、この爬虫類脳が影
響しています。ただ、人間が物事を決
めるところは、爬虫類脳がある潜在
意識ではなく顕在意識の、しかも感
情です。そして、次はロジックで考え
出します。「この商品かわいいな」「ほ
しいな」という感情が起きたあとで、

「でも高いかな」「でも今月は仕事も頑

張ったし、ご褒美として買ってもいい
よね」と考え出します。

ただ、この場合最も無難な選択肢
は「買わない」ことです。やはり現状
維持を好むからです。そこで最終的に

「買っても使わないかも」などと思い
始めたりします。「誰かが似合わないっ
て言ってくれたら、この服を買わない
諦めがつくのに」とか。

こうやって、最終的には元のまま
にいるという選択をするんです。つま
り、一歩を踏み出す変化を本能的に
は嫌っているということ。まずこの現
象を客観的に認識して、何か変化を
起こすときには、勢いをつけて思い切
り⾏動することが必要です。特に苦手
なことについては、取り組む前にどう
しても頭で考えてしまいます。電話が
苦手なら、電話をかける前にあれこれ
考えてしまうように。ですから、最初
の⾏動は無感情で淡々とすることで、
ハードルを越えやすくなります。例え
ばセミナーをしたいのになかなかでき
ない人は、何よりもまず会議室を借
りてしまう。とりあえず動いてみて、
動いてから考える。そうすること
で、自分を変えることができます。

士業にとって「変化する」とは

自分が変わらなければ、いろんな
ことが変わっていきません。売上を上
げることも商談も、人間関係や人脈の
構築も全てそうです。そして、変化を
するために必要なことがいくつかあり
ます。先ほどの爬虫類脳のことと同じ
く、客観的な事実として押さえておき
たいのが、「今の状態は自分が作って
いる」ということです。もし今、自分
が望んでいる状態が得られていな
いなら、今の自分では何かが足り
ていないのです。まずスタートとして、
ここに気づかなければなりません。特
に起業家はそうです。今自分に起きて
いることは、環境や人間関係、社員と
のこと、全て含めて 100% 自分に原
因があると考えなければなりません。
それで満足できる状況にないのなら、
何かが足りていません。例えば人見知
りでうまく話せないなら、上手く話せ
るようになればいい。そのための勉
強や努力をすればいいわけです。
「あなたは士業として、法律実務家

として、自分に自信がありますか？」
この問いかけを自分にしてみてくださ
い。この質問に対してはっきりと「ある」
と言えないのなら、何かが足りていま
せん。

手に入れたい未来があるのに手
に入らないとき

手に入れたい未来が手に入らないと
き、自信のなさがそれを拒んでいるこ
とがあります。多くの人が、自己評価
が低めです。特に士業はその傾向が
強い。ですが、自己評価が 1点だろ
うが 100 点だろうが、お客様が「い
いね」と言ってくれたらそれが全てで
す。自己評価が 100 点でも、仕事が
できなければ評価されません。ビジ
ネスは他者評価が全てで、自己評価
はあまり関係ないんです。特に起業す
ればなおさらです。だからこそ、自信

メルマガバックナンバー
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を持つことが大事です。自信がつけば
たくさんのことができるようになって
いきます。しかしどんな仕事であれ、
最初の頃は経験しか自信を作り出して
はくれません。例えば「建設業許可専
門」という看板を掲げているのに建
設業が未経験なら、当然自信を持て
るはずはありません。ですが、ボロボ
ロになりながらでも最初の1 件目を最
後までやれたら、2 件目はもっとうま
くできるようになっていきます。そう
やって経験を積んでいくしかないんで
す。ここに近道や裏技はありません。

コンサルタントでいうなら、有名な
コンサルタントほど相談はかなり受け
てきているはずです。私も士業に関す
る相談にはほぼ 100% 回答できる自
信がありますが、それはそれだけの相
談を受けてきたからです。数で言うと
2 万件は軽く超えているでしょう。こ
の蓄積が生きてきます。経験を積んで
きたからこそ、言えることがあります。
自信はつけはじめの頃が一番大変で
すが、その時期を超えると楽です。た
だ、次の段階で気をつけたいのが調
子に乗らないということ。調子に乗る
といろんな綻びが出ます。うまくいっ
ている時ほど謙虚でいることが大事
ですね。これは自分にも言い聞かせ
ています。

自発的に変わるのは難しい

人が自発的に変わるのはすごく難し
くて、私も最初に入った会社をリスト
ラされたことで、追い詰められたから
大きく変わったというところがありま
す。特に独立した後だと、自発的に変
化していくのはすごく難しくなります。
独立すると、誰もダメ出してくれない
からです。そこで、自分で自分をどう
戒めていくかになってきます。そのた
めに、天才塾を活用して第三者の目
を入れるとか、コーチングを受け
ることで第三者の目を入れるとい
うのは効果的でしょう。

こうやって変化していく中でも、変
わらないものもあります。例えば同窓
会なんかで数十年ぶりに会った人から

「変わらないね」と言われることがあ

りますが、このときの変わらない、と
いうのは外見ではなくて、目に見えな
い本質的な何かだといっていいでしょ
う。それが、私がいう「人生コンセプト」
です。自分の生き方、人生のコンセプ
トと言ったコアが変わっていないとい
うこと。これは、会社でいえば理念
にあたります。ぜひ、自分自身がどう
生きるのかを考えてみてください。そ
の方向性が決まると、いろいろなこと
がプラスに働いていきます。2019 年
に大きく変化するためにも、ぜひ取り
組んでみてください。

No.590【業務を絞ること】

業務を絞るという発想は、ランチェ
スター経営からきています。

ランチェスター経営（ランチェスター
戦略とも呼ばれる）では、弱者はたく
さんの商品数を扱わずに、1 個に絞っ
て勝負しなさいと教えています。さら
に他者が扱いにくい面倒な商品、例
えば大企業は 24 時間営業やアフター
フォローが厚いサービスといった面倒
なものを嫌がりますが、中小企業はそ
ういう商品を扱うべきだといいます。
そうすると、業務を絞る必要が出てき
ます。

業務を絞ると何が起きるのか？

業務を絞ると、何をやっている
人なのかが外から見てわかりやす
くなります。これは大きなメリットで
す。特に⾏政書士のような、一般的
にはどんな仕事をしているのかがわか
りにくい職種では有効です。私も⾏政
書士として、これまでに相続などいろ
いろな業務を⾏ってきました。途中で
会社設立に業務を絞りましたが、そ
れからは会社設立の仕事が非常に多
く集まるようになりました。「何でもで
きます」という状況にしておくと、確
かにいろんな仕事が拾えそうな気がし
ます。しかし、それだとまず覚えても
らえません。ですが、「会社設立専門
です」と言われれば、「この人は会社
設立専門の人なんだ」といって覚えら
れます。その結果、相手側からも紹

介しやすくなるというメリットがありま
す。その反面、他の仕事が来ないとい
うデメリットも当然ありますが。

ちなみに、業務を絞るときには闇雲
に絞るのではなく、業務の性質を考え
て絞ることが大事です。

ビジネスモデルの大原則を知っ
ておく

ビジネスモデルという骨幹の仕組み
がまず基本として存在し、それを伸ば
して売上を上げていくのがマーケティ
ングや営業です。ここでビジネスモデ
ルが破綻していると、どんなに頑張っ
ても売上が上がらず、利益が出ませ
ん。実はビジネスは始める前から勝
負が決まっています。どうしても、一
生懸命頑張った結果努力が報われた
というようなサクセスストーリーが美
談として受け入れられやすいものです。
しかし現実的には、ビジネスモデルが
しっかりしていないと、頑張っても効
果は半減以下になってしまいます。ビ
ジネスをやる以上は、そこを現実的に
見ていかなければなりません。

では、どんなビジネスモデルが優
れているのでしょうか？王道的に言わ
れているのが、まず商品単価が高い
こと。実はダイソーのような100 円
ショップは、かなりレベルが高いんで
す。たくさん仕入れるから1つ1つを
安くすることができる反面、在庫リス
クは避けて通れません。士業がもし
業務を絞るのであれば、業務単価が
高いものを扱った方がいいでしょう。
それからリピートする、継続課金、仕
入れがない、前払いであるということ。
前払いは自分でルールを決めれば解
決します。継続課金は、顧問業務が
取れれば一番大きいでしょう。このよ
うに、士業が業務を絞るときには、
業務単価が高いものか、1 件あた
りの単価が高くないとしてもずっ
と続いてくものか、このどちらか
を選ぶ必要があります。

⾏政書士や司法書士には顧問がな
いから継続課金が難しいという方もい
ますが、それは作っていくものです。
実際に、社団法人設立から顧問を取っ
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ている⾏政書士は数多くいます。依頼
があったときに、お客様にヒアリング
をしてニーズを聞いて、単発の仕事の
見積もりと顧問契約の見積もりの両方
を提示する。明らかに顧問の方がお
得だと思わせれば、人は必ず顧問契
約の方に流れていきます。

ネット営業では業務を絞らない

業務を絞るのは、基本的にアナロ
グ営業のときだと考えてください。業
務特化してそれを名刺に書くというイ
メージです。だったら業務を絞った名
刺をたくさん作ればいいのでは？と考
えがちですが、名刺をたくさん持って
いる人は、基本的には怪しく映ります。

「一体何をしているんだろう」と思わ
れてしまいがちなので、あまりいい策
とはいえません。アナログでは業務
を絞りつつ、ホームページは業務
特化したものをいくつも作ってい
く。Web 上では業務を絞る必要はあ
りません。お客様は横には流れにくい
んです。

例えば、相続業務を入り口としてク
ライアントになった方が、建設業許
可などに流れることはあまりありませ
ん。そこでネット上では、業務特化し
たサイトを作りながら専門を増やして
いくという発想をします。ここで有効
なのがリスティング広告です。ただ、
人口にはマーケットがあります。人口
30 万の都市で相続のホームページを
作り、1月に 5 万円の広告費をかけ
たところ、30 万円の売り上げが出た。
しかし、だからといって広告費を10
倍にしたら 300 万の売り上げが立つ
かというと、そううまくはいきません。
業務が生まれるかどうかは完全にお
客様ニーズだからです。広告費を増や
せば業務の数が増えるというわけで
はありません。

士業の考え方としては、5 万で 30
万のサイトが作れたのなら、それを増
やしていくという発想を持つといいで
しょう。5 万の広告費で 30 万の売上
が上がるサイトができたら、今度は別
ジャンルの業務特化サイトを作って横
展開していきます。30 万のサイトが 3

つ、4つあるから月商100万を超える、
という発想がスマートです。まずは1
つ目のサイトを成功させることが大事
です。何個も作って同時並⾏で始めよ
うとする人もいますが、ほとんどうま
くいきません。

なぜかというと、1つ目のサイトを
しっかり作り込んでいないので、何が
よくて何が悪いかがわからないからで
す。最初の1つのサイトがうまくいっ
たら、業務単価が高い順にサイトを作
るといいでしょう。もしくはライフタイ
ムバリューといって、1 回取れればあ
る程度稼げる業務を選びます。継続
課金のような商品があれば、その優
先順位を高くするのもいいでしょう。
さらにもっと広げたければ、もっと別
の商品を上げていけばいいと思いま
す。士業の種類にもよりますが、1つ
のサイトから月に 30 万から 50 万ぐ
らいの売上が上がれば適正だと思い
ます。100 万以上の売上を上げていく
となると、広告費が 30 万以上になっ
てきますから。かつ、普通の人がわか
るもの。一般的な人が全く分からな
いものを商品にしても、なかなか商売
にはなりません。例えば ISO の取得
や HACCP の導入をやっていますとア
ピールしても、なかなか難しいところ
があります。大企業はターゲットにな
り得ますが、中小企業は ISO を取る
ことはそうないからです。いくら業務
単価が高かろうと、自分の客層が反
応できない商品を扱っても意味があり
ません。

士業として何でも良いから取り
組みたいというのなら、税理士な
ら節税、社労士なら助成金、行政
書士なら融資、または補助金を専
門にすることをお勧めします。お金
に直結し、企業にとって利益になる業
務は反応が取れるからです。

強烈な個性を打ち出すことが一
番楽に集客できる

業務を絞ることで、より覚えてもら
いやすくなります。ここをさらに超越
していくのが「強烈な個性」です。ま
ず「人」に興味を持ってもらう。「この

人ものすごく面白いけど、普段どんな
仕事をしているんだっけ？」と思わせ
たら勝ちです。天才塾の基本メソッド
でも、とにかく自分のパーソナリティ
を出しましょうと伝えています。出身
地、出身校、学歴、職歴、趣味。た
くさん出せば出すほど、相手との共通
点が見つかります。そうすると人とし
て好かれますから、仕事は取りやすく
なります。今回は、業務を絞るという
ことについてお話ししました。業務に
ついて悩んでいる方は参考にしてみて
ください。

　No.591【本の読み方につい
て】

本の読み方としてお伝えしたいポイ
ントをいくつかご紹介します。

コンテンツは好意的に受け取る

本を読むとき、著者を見て「この人
の本がどれくらい役に立つの？」と、
思ったりします。自分より若い著者の
本だと、特にそう思いやすいかもしれ
ません。ですが、フィルターをかけて
しまうと良い情報は入ってきません。
どんなキャリアの人の本であっても、
一度は好意的に受け取るといいです。
それに、これは芸術の世界ではよく言
われますが、人格と作品は別なことも
多いものです。

本は捨てない

本は読めば読むほど背景知識が
増えてくるので、捨てるのはお勧
めしません。自分が年齢を重ね、経
験を積むごとに、自分の読む力も増え
てきます。例えば、入社して間もない
頃に読んだ本を 5 年後ぐらいに読み
返したら、全く違う本かというくらい
学べることが多かった、ということは
よくあります。

本は汚していい

折り目がつかないように大事に読む
人もいますし、本に書き込むなんてもっ
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てのほかという人もいるでしょう。し
かし、本を買う目的は自分の事務所
の売り上げを上げるためだったり、そ
の本から何かを学ぶためだったりしま
す。本を綺麗にすることが目的ではな
いのなら、折り目をつけたりマーカー
を引いたりしてもいい。破ったって良
いでしょう。使うということを大事に
したいところです。本から何かやるべ
きことを探せるとさらに良いです。売
れているから読む、ベストセラーだか
ら読む、という読み方はあまりお勧め
しません。そこに目的がないからです。
本は目的に応じて購入すべきだと私は
思っています。

そのジャンルの本を読みあさる

「こういうことをしたいな」と思った
ら、そのジャンルの本をまとめて買う
ということを私はよくします。これは
自分の好奇心が消えるまでします。ホ
ラクラシーを勉強しようと思ったとき
は、ホラクラシーで検索して気になっ
た本を全部買いました。1つのジャン
ルについてたくさんの本を一度に読む
というのは、実はとてもいいことです。
王道は変わらないので、たくさんの本
に出てくる共通項が絶対に見逃せな
いポイントだと分かります。

読んだ後はアウトプットする

本を読んだら、できれば誰かに
喋るといいです。人の記憶には短期
記憶と長期記憶がありますが、単に
本を読んだだけだと短期記憶に留まる
だけ。記憶の定着に最も効果的なの
がアウトプットです。事務所に社員が
いるのなら、社員にアウトプットする
と、自分が考えていることを伝えられ
て一石二鳥です。

入社してすぐ売上を上げるように指
示されても困ります。商品知識もなに
もないからですね。全世界で大きく
信者を増やしていったキリスト教です
が、キリスト教の最も尊い⾏為が布教
です。キリスト教に入信したら、布教
をするようにいわれます。でも入信し
たばかりでは、聖書の知識もキリスト

教そのものの知識も薄い。布教する
ためには、聖書を読み込み、理解し
なければなりません。キリスト教から
も分かるとおり、布教というアウトプッ
トが最も有効なインプットになるわけ
です。

目的がなくても気になった本を
読みたい

人はアンテナにかかったものに反
応します。例えば「今見た景色の中に
青いものはどれくらいありましたか？」
と聞かれてもなかなか思い出せません
が、事前に「今から見る景色の中で青
いものがいつくあるかを聞きます」と
いわれていると、青いものに意識が向
きます。ただ、あえて意識しなくても
日々多くの会話をしたり、仕事をした
りする中で、見たこと、聞いたことは
脳に残っています。その時に反応する
ものは、潜在意識に引っかかったもの。
だから「なんとなく目にとまった」とか、

「気になった」ということには意味が
あります。

例えば書店に⾏って端から本を見て
いったときにタイトルが気になった本
は、何か自分に引っかかるものがある
ということです。時間に余裕があると
きは、そういう本の選び方も面白いか
もしれません。私は時間があるとき、

よくBOOKOFF などの古本屋に⾏っ
ていました。古本屋には古い本もそ
ろっているので、情報が豊富に手に入
るからです。ぜひ本を読むときに、こ
ういったポイントを意識してみてくだ
さい。

　No.592【仕事ができる人と
は】

仕事ができる人について考えたと
き、その定義は曖昧です。私は、仕
事ができるようになるために最も大切
な要素は「全体が見えること」だと考
えています。

全体が見えると優先順位が分か
る

全体が見えた上で仕事の重要度を
理解し、仕事の優先順位が高い順に
素早くできること。これは、士業事務
所を運営していく上でも大事なことで
す。よく所長が社員を「使えない」「自
分で考えられない」と評価することが
ありますが、それは単に全体像を教え
ていないからです。その仕事がどんな
重要性を持っていて、他の仕事と比べ
てどれだけの優先順位を持っているの
か。ここをしっかり教えてあげること
で、大きく変わります。起業家も、月
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メルマガバックナンバー

に1回ぐらいは全体を考える時間を持
つと良いでしょう。自分の事務所が
どういう方向にいきたくて、その
ために今一番何が重要なのか。ど
んな順位で仕事をしていくか。ここを
考えることが必要です。

効率的にタスクを管理するため
に

タスク管理の方法として、1日の最
後の仕事を明日のタスクアップにする
といいです。特に個人事務所や自宅で
仕事をする環境だと、朝が一番だらだ
らします。朝の時間を無駄に過ごさな
いように、前の日に「翌日はこれから
取りかかる」というタスクを決めてお
く。決めているだけで、取りかかりも
早くなります。もし整理がつかなくなっ
てしまったときには、コーチングを受
けることも有効です。質問を受けてア
ウトプットしていくことで、整理整頓
が進むでしょう。

ちなみに私が⾏政書士として会社
設立を専門にしていたときは、１日に
並⾏して７，８件の案件を受けていま
した。業務で大事なのは、工程管理
表が見えるということです。この頃は、
最終的な登記日をデッドラインとして、
そこから逆算してエクセルに予定日付
を入れ、終わったタスクは潰していく
ということをしていました。多くの業
務が並⾏して走るので、単純に「忘れ

ない」ということが大事です。

「重要だが緊急ではない」もの
をどう管理するかが肝となる

有名な 4 つのマトリクスがあります。
4 つの分類はこうなっています。

・重要だが緊急ではない
・緊急だが重要ではない
・緊急で重要だ
・緊急でも重要でもない
この中で最も重要なのが「緊急で重

要」なタスクであることは明らかです。
例えば会社の資金繰りが危ないなど
がここに当たります。会社を模様替え
するなどは、緊急でも重要でもあり
ません。この 4 つのマトリクスのポ
イントは「重要だが緊急ではない」
部分です。例えば会社の経営戦略を
見直す、新しい企画を作るといった仕
事は、将来の売上に直結する非常に
重要なことです。ですが、今日中にし
なければならないかというと、そうい
うことはありません。しかしここがど
んどん遅れていくから、事業が伸び
ません。特にこの「重要だが緊急では
ない」ものは、思いついたとしても忘
れていってしまいます。ここを忘れず、
先延ばしにしないことがものすごく重
要です。ここを形にするには、タスク
化していくしかありません。この部分
の仕事の優先順位を意識的に上げ
ていくことで、売上も上がります。

サラリーマン時代が長い人は特に、
やらないことを正当化しやすい傾向が
あるので注意したいところです。「何
が起きても100% 自分の責任になる」
ということに気づくのが遅いので、外
に出てとにかくアポを入れるとか、無
理やり自分の環境を変えていかなけれ
ば難しいでしょう。最終的に気がつい
たのが資金が尽きたときでは、どうす
ることもできません。

こんな例もありました。長い期間会
社勤めをしていた方が士業として独立
することにしました。失業保険が８ヶ
月くらい出るということで、独立開業
までに 8 ヶ月の準備期間がある状況
です。退職して１ヶ月経って様子をう
かがったところ、「家族がいるので準
備が進まない」と。さらに１ヶ月経っ
ても「図書館に⾏くんですけどなかな
か集中できない」という。そんなこと
を本当に繰り返して、直前まで何も準
備できませんでした。当然、ものすご
く苦労しています。できないことにつ
いて、ご本人はいろんな理由を言って
いましたが、やはりそれは 100% 自
分の責任です。そこに気づかないと始
まりません。

未来の自分は今の自分が作ります。
ですから、「明日から頑張ろう」では
なくて、「今日から頑張ろう」をぜひ
意識してみてください。
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高金大輝コラム

マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

あけましておめでとうございます。今
回は、2019 年第 1発目のコラムとい
うことで、「ネット広告」「勉強」「余暇」
という3 つのことに関して、1年を通し
た計画の立て方についてお話しします。

ネット広告の計画の立て方
・大事なのは予算を決めること

ネット広告の計画については、主に
予算を決めることがポイントです。
予算については、1年を通した予算を
設定するのもいいですし、毎月の予算
を決めるのもいいでしょう。「前年度
の収益のうち、20% は広告に使おう」
というように、年間の上限額を決めて
おくのもアリだと思います。

月単位で予算を考えるのも大事です
が、1年を通してトータルで考えるの
も重要です。ライフタイムバリュー（顧
客生涯価値）という考え方がありま
すが、顧問契約などの長期契約が取
れれば、1人の顧客から継続して成約
を得ることができます。そこで利益も
月ごとにではなく、1 年を通してトー
タルで把握し、その上で予算も1年単
位で設定する。そうすることで、広告
費のイメージも湧きやすくなるのでは
ないでしょうか。1 件の成約でどれく
らいの利益が発生するのかも合わせて
考えて、予算を決めるといいでしょう。

・LP がまだ用意できていない
場合

広告を打ち出すための LP がまだで
きていないときには、LP を作成する
期間を見越して早いうちから準備
をしておくことが必要です。制作会
社に依頼するのか、自分で原稿を書
いて制作するのかによっても変わって
はきますが、LP ができるまでには早
くて 1ヶ月、遅ければ半年くらいかか
ることもあります。秋に広告を打ちた
いのであれば、逆算して春くらいから
は準備を始めておくなど、長期的な
計画を立てることが必要です。

・LP が既にある場合

LP があってあとは広告を出稿する
だけという場合でも、以前の運用デー
タがなければ予算を決めにくいかもし
れません。その場合はまず低予算で
広告を出してみて、クリック単価
を確認しましょう。1クリックが 100
円だとしたら、1ヶ月に 3 万円の予算
があれば、300 クリックされる計算
になります。成約が 1件取れたとき
にどれくらいの利益が発生するの
かも把握した上で、予算を決める
といいでしょう。

・セミナーのスケジュールも決め
てしまう

ネット広告にも付随しますが、セ
ミナー講師もされている方であれば、
2019 年に自分で主催するセミナーの
頻度やテーマを1月くらいには決めて
しまうのもお勧めです。広告を出すに
しても、開催まで 1ヶ月を切った状態
で出すのと、余裕をもって 2ヶ月前か
ら広告を出して集客するのとでは、全
く結果が異なります。早く準備がで
きていれば運用方法も改善してい
けますし、アナログでも動けるこ
とが増えてきます。可能なら会場ま
で押さえてしまうことで、あとは当日
に向かって動くしかなくなります。そ
こまで具体的に決めておけば、コン
テンツも作りやすくなるのではないで
しょうか。

勉強の計画の立て方
・月ごとに学ぶテーマを決める

いろいろ方法はありますが、例えば
1月はマーケティング、2 月はホーム
ページ、3 月は法律というように、月
ごとにテーマを分けて勉強するとい
う計画の立て方もよい方法です。こ
のとき、Genius Search がかな
りお役に立てるはずです。Genius 
Search には過去のセミナー動画がた
くさん収録されていて、定例セミナー

だけでも130 以上の動画があります。
勉強するテーマに合わせて、セミナー
動画を月に1本から 2 本見る、と
いった計画を立ててみるのはいか
がでしょうか。コンテンツをお気に
入りに追加する機能もありますので、
2019 年中に見たい動画を先に登録し
ておき、それを1年かけて消化してい
くこともできます。動画だけではなく、
コンテンツや書籍についても同じよう
に最初にまとめてテーマや教材を決め
ておくと楽です。

余暇の計画の立て方

家族や友人と旅⾏に⾏く、自分に
対するご褒美として高価な物を購入
するなどの予定をあらかじめ決めてお
き、それに向かって頑張るというのも
いいでしょう。人によってモチベー
ションが上がる要因は異なります。

「休みの計画を立ててしまうとだらけ
てしまう」という方にはこの方法はあ
まり適していないかもしれませんが、
あらかじめ旅⾏や買い物などの予定を
入れておくことでモチベーション維持
につながるのなら、そうするに越した
ことはありません。

心の余裕は、豊かな人生を作る
ことにつながると思います。ですが、
仕事だけではそれをなし得ない方も多
いのではないでしょうか。私自身もそ
のタイプです。モチベーション維持の
ために余暇の計画を立てることが役立
ちそうなら、ぜひ取り組んでみてくださ
い。今回は、1年の計画の立て方につ
いてお話ししました。パワーコンテンツ
ジャパン株式会社も 2019 年の目標が
既に決まっています。1年を通して大き
な目標や⾏動指針になるものがあると
⾏動に迷いがなくなりますし、⾏き当
たりばったりの企画や集客もしなくなり
ます。その結果、目標に向かって効率
よく進んでいくことができるでしょう。
2019 年もすでに始まりましたが、今か
らでも遅くありません。もしもまだ今
年の計画を立てていないという方は、 
ぜひ参考にしてみてください。
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ランディングページの移り変わりと作成

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」

インターネットの歴史を簡単に
振り返る

1999 年から 2000 年にかけて、イ
ンターネットが普及し始めました。も
ともと検索ツールだったインターネッ
ト上で企業が名刺代わりにホームペー
ジを持ち始め、そこから物販の EC サ
イトへと用途が拡大していきます。

2002 年前後には、個人がサイト
を作って商品を売り始めました。「あ
なたも 24 時間、365 日働く営業マ
ンを手に入れませんか？」というのが、
当時のホームページのキャッチフレー
ズだった時代です。

その後、Wikipedia が登場。イン
ターネットの用途は「検索」と「購買」
に大きく分かれていきます。

セールスレター型ページ（LP）
の登場

ネットの普及と購買機会の拡大に
より、セールスレター型ページという

ものが登場しました。これが今で言う
LP（ランディングページ）です。セー
ルスレター型ページは縦型だったの
で、当時は「手紙風ページ」とも呼ば
れていました。当時のサイトレイアウ
トは 2 カラムが主流でしたが、2005
年くらいに、両端にメニューがある 3
カラムが登場します。こちらの方がよ
り多く情報が掲載できるため、3 カラ
ムを採用するブログも多く出てきまし
た。今でこそ LP は普及しています
が、当時は「セールスレター型ペー
ジは非常に怪しい」というイメー
ジが定着していました。このイメー
ジに拍車をかけたのが、2004 年か
ら 2006 年に起きた情報商材ブーム
です。「電気代を安くする方法」とか「飛
⾏機に安く乗る方法」にはじまり、「1
日1時間ブログを書いて月に何百万も
稼げる」というような、何の価値もな
い情報商材を売る詐欺のようなサイト
が乱立しました。

しっかりと顧客と関係性を持ち、独
自のコミュニティを持つ人にとっては

使い勝手の良いスタイルであったセー
ルスレター型ページですが、劣悪な情
報商材を想起させるために、一般的
な評価は地に落ちていきます。

士業のサイトも 2 カラムが主流
だった

士業の Web 集客は 2003 年くらい
から始まっています。ちなみに、⾏政
書士の Web 集客の先駆者となったの
が、丸山学さん、金森重樹さんでし
た。丸山さんは自分のホームページで
集客するスタイル、一方金森さんは、
ホームページ経由で集まった仕事を全
国の士業に振り分けるというセッティ
ングビジネスで大きく事業を広げてい
きます。一般的な士業サイトのスタイ
ルとしては、プロフィール、お客様の
声、事務所案内、良くある質問や提
携事務所の声、報酬額表。こういった、
LEGALBACKS でお伝えしている鉄
板のコンテンツが網羅された 2 カラム
のサイトが主流でした。
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LP が商品を売ることに適している
とはいえ、士業の商品は LP での販
売にあまりなじみません。例えば、会
社設立のページなどを何スクロールも
するような長いページにする必要はな
いからです。そこで、LP でありなが
らメニューバーをつけ、2 カラムにす
るサイトも多く登場しました。

LP に対する信頼はどうやって
回復したのか

そんな LP がなぜ今復活し、市民権
を得ているのか？LP の評価が高まっ
た大きな転機は、2010 年辺りに一般
企業や大企業が、コスメや美容系な
どの通販サイトで LP を使い始めたこ
とです。LP は、1つのサイトにつ
き1つの商品を紹介するスタイル
が原則ですが、1 枚のページに全
ての情報を入れ、問い合わせまで
誘導するこのスタイルは商品を売
りやすい。実は逆に、総合サイト
でたくさんの商品を売る方が難し
いんです。

ここに気が付いた大手の会社が、
こぞって LP を使うようになりました。
その流れが全体に広がり、LP に対す
る悪いイメージはどんどん払拭されて
いきます。スマホで見たときに見やす

いという要素も、LP が普及した要因
と言えるでしょう。この波に乗り、士
業の広告サイトも LP が主流になって
きました。インターネットは変化が早
い世界なのでまた移り変わる可能性
はありますが、おそらくしばらくはこ
のままでしょう。もしあるとすれば、
SNS などに流し込んだ記事から LP
に飛ぶという、ワンクッション挟んだ
マーケティングが主流になるのではと
感じています。

LP を作る時に考えるべきこと
①ビジネスモデルから考える

今や、士業の多くが LP を使って集
客する時代です。LP の作り方は知っ
ておいて損はありません。LP を作る
ときには、まずすべきことがあり
ます。それは、自分の事業のビジ
ネスモデルを考えることです。なぜ
なら、そこから出る利益によってかけ
られる広告費が決まるからです。採算
が合わなそうであれば、別の業務で
LP を出すことも検討すべきです。

ビジネスモデルを考えるときに、
士業の場合は 2 つ考える要素があ
ります。まずは、広告で取る業務
が赤字だとしても、そこから収益
に繋がる依頼を見込めるのか。例

えば、相談業務を取るためにリスティ
ング広告を出すケースはありますが、
相談が取れたとしても基本的には赤
字です。相談から繋がる業務で成約
したときに収益はいくら上がるのか
を、総合して考えなければなりません。
もうひとつは、高単価で成約でき
る業務なのかということです。安
い業務を数こなすことはあまりお
勧めしません。このように、収益性
や単価が高い業務、あるいはバック
エンドが 1 件取れれば最終的には利
益が出るような業務を選ぶことが重
要です。

実際に、LEGALBACKS のサポー
トで成功した例をご紹介します。クラ
イアントは税理士です。バックエンド
商品（最終的に売りたい大型商品）は
顧問契約で、フロント商品として、相
談を受け付けるという形の LP を作成
しました。比較的ライトである税金の
相談などで集客し、そこから単発の
業務をとり、最終的には LP ではなく
税理士の先生が自分で顧問契約を提
案するというビジネス構造です。この
例では、年間 100 万円の受注に至り
ました。LP で取る業務が赤字であっ
ても、最終的に狙う業務を成約する
ことで収益を上げている好例です。

②コンテンツで差別化を狙う

ビジネス構造が決まり、収益の出せ
る業務を選んだら、次は LP の原稿に
どの情報を入れるかを考えなければ
なりません。しかし、この原稿の部
分で躓く人は非常に多いと思いま
す。大きな原因は、商品差別化が
難しいことです。競合他社と商品が
類似してしまうため、他の業界やビジ
ネスに比べると、集客用のサイトを作
るのがどうしても難しくなります。

類似商品を扱いながら差を出すた
めには、セールスライティングの技術
が必要です。とはいえ、求められて
いるのは高度な文章力ではなく、
構成力、コンテンツです。事務所
や商品、士業自体の要素が強くな
ければ、いい LP は作れません。
コンテンツ力を高めるために最適なの
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が、実績やお客様の声です。しかし
開業したばかりで実績もなく、お客様
の声も集められない場合はどうすれ
ばいいのでしょうか？

③まずはプロフィールを充実さ
せ、業界の特色を理解する

実績もお客様の声の声もない場合、
まずはプロフィールを充実させること
をお勧めします。実はユーザーにとっ
て、士業はどうしても均一に見え
てしまいがちだからです。士業の顔
が見えないLPが多く、もし写真が載っ
ていたとしても他の LPと大差がない
ため、「どれも一緒」という印象を与
えてしまいます。そこで簡単に差別化
できる方法の1つが自分を全面に出す
ことです。「私が対応します」とアピー
ルすることも良い方法でしょう。ちな
みに、横須賀が専業で行政書士を
していた頃に取ったアンケートの
結果では、お客様が横須賀を選ん
だ理由の 1 位が「プロフィールや
ブログを見て人間性に惹かれた」
ことで、2 位が「お客様の声が豊
富だから」でした。

提携専門家が多い、著者として本
を出している、メディアに出ていたと
いう要素は、ランキングには入ってい
ません。このことから、お客様は知
名度より人柄を重視することがわかり
ます。ですから、何も実績がない人
が LP で差別化をしたいのなら、
人を出していくしかありません。実
績がないけれど差別化をしたい、で
も自分の写真や本名などをネットに出
したくないという人は、アクセルとブ
レーキを同時に踏んでしまっている状
態といえるでしょう。

加えて、業界の特色を理解して
おくことも重要です。自分を前面に
出して「私が全て担当します」と熱意
を伝えることで効果がある業界もあ
れば、M&A や上場支援サポートなど、
士業としての安心感や信頼感の方が
重視される業界もあります。業界ごと
の特色や温度感は理解しておきたい
ところです。ここは「士業のためのリ
スティング広告導入ハンドブック」

にも書いていますが、お客様は誰
なのか、自分とお客様との関係性
ではどう伝えるのがベストなのか
を考える必要があります。

④差別化し、訴求力を高めるた
めに入れておきたいコンテンツ

コンテンツとして増やしておくとよ
り差別化に繋がるのが、他社との比
較表と、実際に業務を⾏ったときの詳
しい具体的なフローです。例えば「こ
れが業務の一例です」というよくある
一例ではなくて、「●●県●●市の○
○株式会社の場合はこのようなフロー
で⾏いました」というくらい細かい業
界のフローがあると、訴求力がさら
に高まります。お客様の声について
は、件数よりも種類を増やすこと
にフォーカスしてみてください。年
代や性別など、さまざまなパターンの
お客様の声があると良いでしょう。

LEGALBACKSでもLP代⾏サポー
トを⾏っていますが、パーソナルな部
分を出した LP は、狙ったお客さんが
来やすいという大きなメリットがあり
ます。問い合わせ数はそこまで変わら
なかったとしても、成約率が大きく高
まったという結果も出ました。本当の
意味での見込み客を呼べる LP に

なっているといえるでしょう。

⑤ LP で必ず押さえておきたい
テクニカルな対策

テクニカルな部分ですが、スマホ
に対応した LP にするというところは
必ず気をつけてください。このほか、
意外に見落としがちなのが読み込み
速度です。LP の読み込み速度は
Google でも非常に重要視されて
いて、ページが完全に表示される
まで 3 秒以上かかると 53％離脱
するというデータも出ています。さ
らに SSL 化も必須で、SSL 化されて
いないサイトは Google で表示すると
きに警告が出るようになってきていま
す。サイトに訪れる人が減ってしまい
ますので、SSL 化も必ず⾏ってくださ
い。こういったテクニカルな部分も、
絶対に気をつけていただきたいところ
です。

過去に成約が取れていた LP を
そのまま使うのはお勧めしない

「過去に成約が取れていた LP でリ
スティング広告を出したい」という相
談をいただくことがよくありますが、
正直に言うとお勧めはしません。「最
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近は SEO をしてもあまり効果が上が
らないが、リスティング広告なら効果
が出るのではないか」と考えられての
ことですが、アクセスがあるのに成約
が取れない LP でリスティング広告を
出したとしても、効果は期待できない
と考えます。

効果が期待できないのは、デザ
インが古いのも一因です。リアルな
店舗でイメージしてみるとわかりやす
いと思いますが、空き家のような佇ま
いで営業しているか怪しい飲食店に
は、入るのに躊躇しませんか。ホーム
ページも同じで、今運用されているか
どうか分からない、だから怪しいと
思われてしまう可能性は高いといえま
す。デザインが古いサイトでも、価格
が安ければ成約できるでしょうし、問
い合わせに返事を返せば運用してい
ることが伝えられます。しかし、だか
らといって数が取れるサイトかと言わ
れると疑問です。昔取れていた LP
で今は成約が取れないときは、時
代に合った新しい LP を作るとい
う発想に変えた方が、結果として
は近道です。

似たり寄ったりの LP から、い
かに脱却するか

士業事務所も、どんどんサイトのデ
ザインレベルが上がってきています。
手作りの LP でも、しっかりしたデザ
インのものが標準的になってきまし
た。ただ、どれも似ています。

これは、全体的に士業が抱えて
いるLPの課題といっていいでしょ
う。似てしまっているのはデザイ
ンだけでなく、構成もそうです。ネッ
トの黎明期でライバルが少なかった
時期はそれでも差別化が図れました。
しかし数が増えてくると、どうしても
テンプレート化してしまいます。事務
所ごとの特色や強みは絶対にあるは
ずですから、いかに事務所の色を出
すかが大事です。差別化という意味で
言うならば、現在主流の事務所サイ
トと業務特化型サイトに加えて、専門
家としての LP が加わるのではないか
と考えています。例えば「おそらく可

能ですが、状況によってはできな
いかもしれません」という曖昧な

」すで能可「、中のPLのりかば現表
と断言できる強気な LP は目立ち
ます。成約率にも大きく影響してく
るのではないでしょうか。

最終的な目的のために、どう手
段を選ぶか

構成が似てきてしまう、テンプレー
ト化しているというお話をしましたが、
これはある意味では仕方のないところ
でもあります。LP上で伝えるべき情
報はそう変わらないからです。ただ、
デザインやコンテンツの表示方法
だけでも差別化を打ち出すことは
できます。こういったサイトの傾
向の移り変わりや変化は、しっか
り追っていく必要があるでしょう。

ただ、自分で追いかけるのは難しい
ので、追いかけている専門家から情
報をもらうのが現実的です。費用は
かかるかもしれませんが、手間も省け
る上、高いクオリティのものができる
可能性も高まります。多くの士業の方
は自分を高めていくのが好きで、あら
ゆることを自分でできるようになりた
いという気持ちも強いように感じます。
ですが、本業以外の領域は人に任
せ、浮いた時間を本業を研鑽する
時間に充てた方が、全体的な飛躍
の速度は高まるでしょう。士業と

して世の中に貢献する事業を行っ
ているのですから、誰の手を借り
てでも「事業を拡散する」「集客す
るところは手広く行うべきです。

LEGALBACKS の LP 執 筆 代
行の流れ

LEGALBACKS で は、LP の 執 筆
代⾏も⾏っています。今回は簡単に依
頼の流れと業務フローについてご紹介
しましょう。まずは、原稿執筆に必要
な情報をいただくためのヒアリングを
⾏います。これは面談か音声通話で、
かなり長めの時間をかけています。こ
こでいただいた情報をもとにして、横
須賀主導のもと LP 原稿を作ります。
実際の業務フローとしては、まず会員
様からいただいた情報を基にしてコン
セプト案を作ります。最もコンセプト
が強く出るトップの見出し、サブヘッ
ド、それから大まかな骨子を組み立て、
この時点で「この流れで⾏きます」と
お見せします。修正点があれば修正し、
問題がなければ執筆に入ります。

これが大まかの流れにはなりま
すが、そもそもコンセプトに難が
あるとこちらで判断したときには

「今考えられている業務ではなく、
こういった業務で LP を作ってみ
られませんか」「このぐらいの広告
費がかかるかもしれませんし、バッ
クエンドの商品も若干弱いと転が
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るので、どうでしょう」と提案す
ることもあります。また、実績がな
い、開業したての方でも代⾏を依頼
できるのかというご相談を受けること
がありますが、問題ありません。実績
などがない場合は、パーソナルな部分
を打ち出していきます。

原稿を自分で書きたいとき、ま
ずご相談いただきたいこと

原稿の添削を希望される場合は、
まずは細かい相談のやり取りをして内
容を詰めていきましょう。LP を書く
ときに最も重要なのはコンセプト
です。次に構成、最後に文章力で
す。また、強みをお客さんにどう
見せるかが大事なので、そこを最
初に相談してくださるとスムーズ
です。原稿は書き直しながら精度を上
げていくもので、誰が書いた原稿であ
れ、集客できる原稿でなければ意味
がありません。完成形に近づけるため
に、心苦しいですが、かなりの部分で

「書き直してください」とお伝えするこ
ともあります。原稿を書く仕事は苦痛
ですし、士業の実務をしながら原稿
を書き下ろすのは大変な作業です。あ
る程度書けたら「もうこれでいいんじゃ
ないか」「これでなんとかしてほしい」
という心境になる方も多いようです。
実際に「ここまで書いたけどこれでは
ダメですか」と言われることもありま

すが、同業他社との差別化と集客を
図るには、やはり一定レベルの文章
は必要です。

それに、どんな情報が必要なの
かは自分のお客様によって変わり
ます。そこを考えてコンセプトを
決めなければ、単なる一般的な士
業の LP にしかならず、自分の LP
にはなりません。ただ、この部分に
は時間と労力を無駄にかけていただ
きたくないので、できれば文章を書く
前の段階からご相談いただきたいと
思っています。ご自分で LP を執筆
したいとき、まずご相談いただき
たいことがあります。それが、以下
の 3 つです。

・どんなお客さんに
・どんなコンセプトで
・何を売りたいのか
まずは、ここからご相談ください。

例えば、徹底的に激安価格で⾏きた
いというコンセプトをお持ちで、最初
は赤字でも構わない、でも後で絶対
に収益が上がるというモデルであれ
ば問題はありません。ただ、「会社設
立を激安でやりたい」というようなご
相談に対しては、「激戦区なので他の
モデルを考えられた方がいいと思いま
す」とお答えすることもあります。

コンセプトが決まったら、次に
構成を作った段階でご相談くださ
い。トップコピーと見出しだけでも、
相談チャットに貼り付けていただけれ

ば「これはちょっと弱いです」とか「順
番が逆の方がいいです」といったア
ドバイスができます。そこまで進めて
から原稿を書く作業に入っていただく
と、完成度が高いものが効率よく作
れます。これまでに LP 原稿作成代
行やサポートを行った成功例も増
えてきています。例えば、前述し
たように、顧問契約が締結できて
100 万円強の受注になった方もい
らっしゃいますし、より単価の高
い業務が取れるようになった、客
層が変わった、問い合わせの質が
変わったという声も多くいただい
ています。

今回は、LP について、歴史を踏ま
えて解説しました。一時期は「怪しい」
と言われた LP ですが、今や市民権
を得たレイアウトデザインになってお
り、士業のリスティング広告も LP が
主流になっています。士業の LP につ
いては、構造やマーケティングという
面はさほど複雑ではありません。た
だ、商品の性質上、同業者との差別
化が難しいことから、LP の中身を作
り込むことは必要になってきます。

士業のサイトのテンプレート化、真
新しさがなくどれも同じに見えるとい
う課題も生まれてきました。移り変わ
りの激しいインターネットにおいて、
次の手をどう打つかについては、私た
ちLEGALBACKSにお任せください。
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サドベリースクールに学ぶ組織論

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

これまで「小さな会社の理想的組
織論 "Adjust"」では、ホラクラシー
経営や1 on 1ミーティングなどを例
に出して、組織論について解説してき
ました。大事なのは働き方を定義する
ことで、さらにはソニーの回にもあっ
たとおり、やりたいことをやるという
ことが情熱を生み出します。やらされ
ているうちは、どうしてもなかなか才
能を発揮できません。今回は、働き
方の定義と社員の自発性というところ
にフォーカスを当て、ソニーに続いて

「サドベリースクール」と「サウスウエ
スト航空」の事例をご紹介します。

自発性を育てる教育機関「サド
ベリースクール」

サドベリースクールを一言で説明す
ると、「才能を活かす」をコンセプト
にした自由な学校ということになるで
しょう。一般的な学校は、小学校、

中学校という義務教育があり、学年ご
とに教育課程が決まっています。そし
てそれぞれの教育課程のもとに教師
が教えるスタイルです。

ですが、サドベリースクールは全く
違う形をとっています。まず大きく違
うのが、小学校 1年生ぐらいから
20 歳ぐらいまでの子どもたちが
一緒に学ぶということ。そして「教
えない」学校であるということです。
義務教育のように決まったカリキュラ
ムがあるわけではなくて、例えばゲー
ムをしたければ、ずっとゲームをして
いてもいいんです。スポーツをしたけ
ればする、算数を勉強したければする
というように、それぞれがやりたいこ
とを自由にやっていい。そしてその中
で知りたいことや足りない知識などが
出てくれば、大人に聞いて助けを得ら
れるシステムになっています。

そうすると、1 人で殻に閉じこもっ
て好きなことばかりやるようになるの

では、と思われるかもしれませんが、
そうでもありません。周りにたくさん
の人がいるので、自由に会話が生ま
れます。そうやっていろんな人と交流

っいと」ねいたみてっやれこ「、で中るす
てやりたいことが生まれていきます。
やりたいことを見つけた子どもは、
急激に伸びます。小学生で大学生レ
ベルの数学が解けるようになった子ど
ももいるそうです。このように、自発
的にやりたいことが生まれると人は強
いんです。一般的な学校では、教師
などの大人が子どもに一方的に教える
形をとりますが、サドベリースクール
では、子どもが子どもに教えることも
します。そうすることで、さらに自発
性が高まっていくといわれています。

サドベリースクールは、1960 年代
にアメリカで生まれました。これまで
説明したとおり、このサドベリースクー
ルは、才能を伸ばす自由な学校とし
て理想的なスタイルだともいわれてい
ます。ただ、日本にもスクールはあり
ますが、なかなか普及することは難し
いようです。その理由とされているの
が、概念的に学校とは呼べないので
はということと、社会常識を教わる場
ではないのではという点です。義務教
育の良さの一つが、まんべんなくいろ
いろなことを教われるところでしょう。
語学や数学、社会といった勉強だけ
ではなくて、自転車の交通ルールなど
も学ぶことができます。

一方で、好きなことに集中できるサ
ドベリースクールでは、まんべんなく
いろいろなことを学ぶことはできませ
ん。そのため、日常的な社会常識な
ども学べないのではないかという批
判もあるようです。これに対してサド
ベリースクール側は、社会常識は生活
していく中で身についていくものだか
ら問題はないという回答をしています。
このように賛否両論があるサドベ
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リースクールですが、「好きなこと
をして自発性を高め、才能を伸ば
す」という根本発想は間違ってな
いと私は思います。そして、それ
は事務所という組織にも同じこと
がいえると考えています。

人は自分がやりたいことをする
とき、情熱を傾けられる

自分がやりたいことには爆発的な
情熱を傾けられる、ということは、ソ
ニーの取材でも明らかになりました。
ソニーの大ヒット製品であるウォーク
マンも、開発者が作りたくて作った典
型的な製品です。自発的な動機で作
られたものが、買い手を魅了して
ヒットを飛ばし、優れた製品になっ
ています。もうひとつ、開発者が自発
的に発明した製品として有名なのが青
色発光ダイオードです。発光ダイオー
ドでは、高輝度の青色を出すことが
長年の課題でした。しかし1993 年
に日亜化学工業の社員だった中村修
二さんという方が、初めて高輝度の青
色発光ダイオードの発明に成功しまし
た。これは業務命令ではなくて、中
村さんが自発的に作ったものだったよ
うです。

ただ発明には「職務発明」といって、
会社の従業員などが職務上した発明
については、その従業員から会社が
承継できることになっています。その
ため、特許の帰属権確認などを巡っ
て会社に対して訴訟を起こされていま
す。このように会社と揉めてしまうこ
ともありますが、やはり開発者が作り
たくて作ったものは優れた製品が生ま
れやすい。事務所としても、社員が
自発的にやりたいことをできる環
境を作っていくことが、結果的に
は組織の成功につながるといえる
でしょう。

ただ、あまりに社員の自主性に任せ
すぎると収集がつかなくなってしまう
ので、やはりルールは必要です。ただ、
それも最低限のルールにとどめるべ
きでしょう。ガチガチに固められた
組織の中で「この小さな部分だけ
自由にしていいよ」と言われても、

社員としては自由とはいえません。
自発性を止められるということは、人
としては面白くないものです。　　

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、徐々に社員の自発性が育って
きています。この間も象徴的な出来事
がありました。弊社では事業が拡大し
てきたこともあって、従来の顧客管理
の方法では社員の負担が大きくなって
きていました。そこである社員から「名
簿をなんとかしたい」という声が上が
りました。弊社は社員10 名くらいの
規模の会社ですが、一般的にこのくら
いの規模では、社長がある程度イニ
シアチブをとって進めていかなければ
進みません。しかし今回は「だったら
必要な人を集めてみんなで話してみた
ら」と提案者を促しました。そこで社
員が自主的に集まって数時間話し合
い、最終的に新しい顧客管理システ
ムを導入することが決まりました。社
長や上司からの命令の下だと、活発
な意見や解決策が社員からは出てい
なかったかもしれません。

コンセプトが徹底されている「サ
ウスウエスト航空」の例

自発性は大事ですが、事務所の
コンセプトが決まっていない、事
業の方向性も分からないという段
階では、自主性を尊重することは
難しいとも感じます。そこで、組織
のコンセプトや定義がしっかり決まっ
ている例としてご紹介したいのが「サ
ウスウエスト航空」です。サウスウエ
スト航空はアメリカにある、LCC と
呼ばれる格安航空会社の1つです。
離職率が非常に低く優良な会社だと
されていて、ファンも多い希有な航空
会社といえます。サウスウエスト航空
のモットーは「早く飛ばす」「安く飛ば
す」そして「楽しく仕事をする」。これ
が徹底されています。その徹底ぶり
を、エピソードを交えてご紹介しましょ
う。

・機内サービスがない
LCC であるサウスウエスト航空で

は、機内食のサービスが一切ありま
せん。出したとしてもピーナッツくら

いです。日本でもそうですが、一般的
な航空会社では、ある程度の飛⾏時
間になると機内食のサービスがありま
す。しかし LCC の場合は、そういっ
たサービスを提供しても質の高いもの
を出すことはできません。そこでサウ
スウエスト航空は、お客様があま
り期待していない機内食を出すく
らいなら、その分運賃を安くした
方が、消費者が喜ぶだろうと考え
ました。機内食を出さないことは、サ
ウスウエスト航空の確固たるポリシー
に裏付けられています。

・「あなたは私たちの顧客ではない」
と明言する

安く早く飛⾏機を飛ばしたいという
考えから、機内食やドリンクを一切出
さないサウスウエスト航空。その徹底
ぶりが、顧客から批判を受けることも
あります。顧客アンケートで「コーヒー
くらい出すべきじゃないか」という意
見が来ることもあるそうですが、これ
に対しては、「ご意見ありがとうござ
いました。しかしあなたは私達のお客
様ではありません。もう弊社を使わな
いでいただいて結構です。ありがとう
ございました」という返信をすること
もあるそうです。自分たちの顧客が
どのような人で、自分たちのサー
ビスどういうものなのか。これを
徹底して明確にしていることがわ
かります。

・社員第一主義、顧客第二主義
サウスウエスト航空については、

「社員第一、顧客第二主義―サウ
スウエスト航空の奇跡」という本
が出ています。この本は 1998 年
に出版された本ですが、この頃に

「社員第一主義」を謳ったところは
ほとんどありません。私がこの本に
出会ったのは浪人生の頃ですが、当時

「社員第一主義」という言葉にすごく
違和感を抱いた記憶があります。ただ、
今改めて思うことは、社員と顧客
を同列に語ることはできないとい
うことです。

比べるものではなくて、どっちも大
事だということ。とはいえ、経営の重
要性を考えれば社員第一であること
は当然で、組織に利益を生み出すの
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はやはり社員です。社員をないがしろ
にして顧客のために夜遅くまで働けと
言っても、社員が続かないでしょう。
そう考えると「社員第一主義」と
いうのは当たり前の概念ともいえ
ますが、日本でこの概念が出てく
るのは 2010 年ぐらいです。そこ
まで待たないと出てこない。サウ
スウエスト航空の発想は、そのく
らい早かったということです。

・ユーモアを徹底している
サウスウエスト航空のユーモア好き

も徹底されていて、乗客に対して冗
談を言ったりユーモアを持って応対し
たりすることが、キャビンアテンダン
トの使命だと考えています。例えば
座席の上の荷物入れを開けるとキャビ
ンアテンダントが入っていたり、機内
整備のために出発が遅れるときには
パイロットが出てきてラップを歌い始
めたりします。そうすると、乗客もみ
んなノリノリになってテンションが上
がって、イライラを忘れるんですね。
YouTube で検索するといくつか動画
が上がっているので、興味がある方は
見てみてください。

それから、採用するときの第一条件
もユーモアだそうです。ただ、ただユー
モアだけではなくて、「ユーモア+ 知
性」が必要だと言っています。採用の
時の判断基準として、遊び心があ
る、ユーモアセンスがある、面白
い、型にはまらない、冗談が得意、
真面目すぎない。ただ知性がない
人は採用しない。ここもしっかり
定義されています。採用基準や社
風が定義されていることで、判断
基準が明確になっているいい例だ
といえるでしょう。

価値観や働き方は違っても、根
底のところで繋がっている

昔は、会社という組織は一心同体
であるべきだという価値観も強くあり
ました。ですが、最近は私もあまりそ
うは考えません。軽くはないけれど、
ライトな組織体であることが心地よい
と感じています。同じ組織で働いて
いても、働いている人の価値観や

働く目的などは 1人1人バラバラ
です。人はもともと違うものです
し、究極的にはわかり合えない部
分もあるでしょう。ただ、「この会
社や事務所で働く」ということに
対しては、そこにいる全員が魅力
を感じているということはとても
重要だと考えています。

前に、知り合いのコンサルタントが
サウスウエスト航空に取材に⾏ったと
きの話を聞いたことがあります。その
ときの話がすごく印象的でした。清掃
員と事務員に取材をする機会が得ら
れたので、「何のために仕事をしてい
るのか」と質問をしたところ、清掃員
は「お金のために仕事をしている」と
答えたそうです。一方事務員の女性
は「この仕事が好きでやっている。給
料が低くてもこの仕事をしたい」と答
えました。お互いがお互いの回答を相
容れず、「それはおかしい」と言い争
いになってしまった。ところがコンサ
ルタントの彼が 2 人に「この会社は好
きですか？」と質問したら、2 人とも

「この会社が大好きだ」と答えたそう
です。そして最終的には「そうだろう、
この会社は素晴らしいんだ！」といっ
て、言い争いをしていたはずの 2 人が
ハグし合った。このエピソードは、今
でもすごく印象に残っています。

価値観や働き方、動機はそれぞ
れ違うけれど、根底のところで何
かが繋がっている。それが会社や
事務所という組織で働くというこ
となのかなと、最近はすごく思い
ます。

「働きやすい会社」であるため
に必要な 2 つのこと

価値観が異なる人たちが集まっ
ても、その会社や事務所のことを
肯定できるためには、やはり採用
時点で情報を開示しておくことが
重要です。例えばある人にとっては、
残業ばかりの会社や事務所はブラッ
ク企業かもしれません。しかし、その
環境が好きな人も中にはいます。その
環境に慣れている人にとっては、弊社
のような残業がない会社は逆に物足り

なく感じるかもしれません。
やはり、基本は「合うか合わな

いか」です。最初から合うか合わ
ないかを見極めるためには、その
組織の内情を定義して、雇用する
前にどれだけオープンにできるか
が大事です。残業が多くて労働時
間が長いとか、休日出勤があるよ
うな事務所であれば、特に重要に
なるでしょう。さらに、経営者側から
見た理想の組織と社員側から見た理
想の組織という、この 2 つの視点の
バランスを取ることも非常に重要です。

極端なことを言えば、経営者にとっ
て組織は経営者が楽をするためにあ
るわけです。経営者がやりたいことが
あって、その実現を助けてくれるのが
社員という存在です。ですから、帝
王学的に見れば、経営者は社員と組
織に気を遣うものではない。これは
軍隊的な発想と似ていて、地位が高
い人が兵隊をいちいち気遣うことはし
ません。それに上の命令は絶対です。
今はそういう時代ではありませんが。

経営者側から見れば、あくまで
経営者がやりたいことの実現のた
めに組織があります。だとすれば、
やっぱりギリギリまで働いてほし
いし、給料もできるだけ安くした
方が良いとなる。でも働く人だっ
て人間ですから、働く側にとって
の理想的な事務所とは何か、とい
う視点も大事です。

ただ、働く側の「理想は何か」と
いう質問には無限に答えがあるので、
やはりどこかで経営者が自分にとって
の定義を決めなければなりません。

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、「短時間勤務でできるだけ濃縮
して成果を出しつつ、自分の時間は自
分の時間で使いたい」というライフス
タイルの人が合っているという結論に
なりました。これは、経営者側の視
点だけで考えてもなかなか出てはこな
いものです。

視点のバランスが欠けた 2 つの
事例

理想の組織について定義するとき



LEGALBACKS ニュースレター Dono　8-11

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

には、経営者側と社員側から考える
ことが大事ですが、バランスを欠いて
しまった例を 2 つご紹介します。まず
は、パワハラやセクハラなどのハラス
メントが起きてしまう組織についてで
す。権力を持つと、多くの人は勘違い
してしまいます。これがハラスメント
が起きる要因になっているのではない
でしょうか。
「才ある者には禄を与え徳ある者

には地位を与えよ」という、西郷
隆盛の言葉があります。「才能があ
る人には給料を多く出せ、徳がある人
には地位を与えよ」ということで、間
違えて才能がある人に地位を与えてし
まっても、徳がないので権力を振りか
ざすことになってしまう。だからそう
いう人には給料だけを与えて、地位を
持たせない方がいい。一方で、徳が
ある人は結果が出ないとしても、人に
信頼されて人をまとめることができる
から、そういう人は地位を与えるとい
い、という考えです。

その対極にあるといっていいかもし
れませんが、ワイキューブという会社
の例をご紹介しましょう。ワイキュー
ブは人材採用のコンサルタント会社
で、私が就職活動をしているくらいの
時期に、ベンチャー企業として人気が
高かった会社です。非常に華やかで福
利厚生に力を入れていて、地下 1階に
はバーやビリヤードができるスペース
があり、社員は新幹線のグリーン車に
乗り放題でした。ところが 2011年に
倒産して、民事再生法適用申請をし
ます。ワイキューブの代表取締役社長
だった安田佳生さんの「私、社長では
なくなりました。 ― ワイキューブとの
7435 日」という本には、なぜ会社
が潰れてしまったのかが書かれていま
す。

安田さんと直接話したことはありま
せんが、この本を読んで感じたのは、
彼がすごく優しい人だということです。
そして、会社に安らぎを求めていたの
ではないかと感じました。「こういうこ
とをしたら社員が喜んでくれるん
じゃないか」とか、「こんな制度を
作ったら褒めてくれるんじゃない
か」といって、自分の心の安らぎ

を会社や社員に求めてしまったよ
うに思います。たしかに、社内設備
を整えたりオフィスを大きくしたりする
と、社員から感謝されます。それを嬉
しいと思う気持ちは私もあるので、安
田さんの思いは非常に理解できます。
ただ、安田さんの場合は社員の反応
に寄りすぎたのではないでしょうか。
ご本人も本に書いていましたが、業績
が苦しいからグリーン車の制度を止め
ると言ったら、社員から不満が出たそ
うです。このことからもわかります
が、プラスで与える恩賞や褒賞は
長時間恩恵としては持たず、社員
にとってはすぐに当たり前になって
しまうんです。このグリーン車の
例でも、社員からは「今まで乗せ
ていただいてありがとうございま
した」という思いはあまり見えま
せん。やはり経営者側の視点と働く側
としての視点の両方を持ってないと、
バランスの取れた経営は難しいのかな
と思います。

組織は忍耐強く育てていくもの

組織は「これをやりたい」と思いつ
いてすぐ実現できるような簡単なもの
ではなくて、忍耐強く長期間考えて
やっていかないと育たないものです。
私も、しっかりと会社経営をやってい
きたいと考えたのは 2014 年、15 年
くらいでした。「横須賀輝尚」という

ブランドではなく、パワーコンテンツ
ジャパン株式会社でやっていこうと決
めたものの、なかなかうまく⾏かなく
て、また途中で私が表に出るように
なったりもしました。ですが、長い時
間をかけて社員と話し合いを続けて、
少しずつ変わっていきました。今ニュー
スレターなどでお話ししているような
組織の考え方をしっかり作ったのも、
2018 年に入ってからです。

以前のニュースレターで高金が「リ
スティング広告は育てていくものだ」
と話していましたが、組織も似ていま
す。どうしても経営者というのは、
短期間ですぐ結果を出したがるも
の。ですが、組織については「育
てていく」という感覚が必要です。

植物も、種を植えて水をあげたらす
ぐに芽が出て成長するわけではありま
せん。水をあげて土の様子を見て、小
さな双葉が出てそれが四つ葉になっ
て、幹ができていく。虫にやられたり
する中で、栄養をあげたり日当たりを
気にしながら世話をして、そうして大
きくなっていくものです。「種をまいた
翌日に木になってないかな」という感
覚ではなくて、長期的視野で考えてみ
てください。

今回は、2つの事例を紹介しながら、
社員の自発性と定義することの大切さ
についてお話ししました。組織運営に
ついて悩まれている方は、ぜひ参考に
してみてください。
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セミナーの参加特典はあった方が良いか？
たくさんあった方が良い。ただし、一貫性のあるものを提供すること。掃除機にダイヤモンド、お菓子におもちゃでは、お

客様は「子供だまし」と感じてしまう。節税のセミナーなら、節税チェックリストをつけるなど、関連のある特典にすること。
お客様はすぐ見抜く。

忙しい割には、売上に結びついておらず困っているのだが。
まずはタイムスケジュールをつける。起きて就寝するまで、5 分〜10 分刻みで⾏動記録を取ってみると、仕事をしている時

、んさ母お「、たま。とこるすクッェチてし外らか事仕は間時るいてしをどなンィフーサトッネ。くづ気にとこいなく多どほたっ思が間
利「」間時いなま生も何「」間時るす持維を益利「」間時すや増を益利「、は間時、がたい書もで」すまりなくなは社会のくぼらか日明
、はく多の人るいでん悩。るす認確をかのるあけだれどが」間時すや増を益利「、ちうのこ。るれさ類分につ4の」間時すら減を益

「利益を増やす時間」がほとんどなく、ほとんどが「利益を維持する時間」「何も生まない時間」にあたっている。「利益を増や
す時間」には、広告を出す・名刺を配るなどの営業活動が含まれる。「利益を維持する時間」は書類を作る時間、「何も生まな
い時間」はネットサーフィンや週刊誌を読むなど、プラスでもマイナスでもない時間。「利益を減らす時間」は、ミスをした、掲
示板で自分の事務所の悪口を書いているなどの時間。4 つのうち、利益を増やす時間がどれだけあるかを認識することが大事。

コンサルとして最初に受けたのはどんな仕事でしたか？
ブログをつかって営業をしたい、というご相談でした。単発で 1時間 1万円ほどいただいて実施したと記憶しています。セ

ミナーか何かで知り合った人から「こういう相談できるの？」というお問い合わせをいただいたので、できる→じゃあ見積もり
→成約という感じでした。

「資格起業家になる！」を拝見しました。コンサルティング業は個人で始めても大丈夫でしょうか？株式会社の方
がいいのでしょうか？

ある程度利益が出ているなら法人化するって当たり前ですもんね。

横須賀さんが独立してから一度も変えていないモットーを教えてください。
調子に乗らないこと。今あるものに感謝すること。自分を信じること。やってみること。諦めないこと。キレないこと。お

金に汚くならないこと。お金を大切にすること。

採用をする時、どこを審査基準にしますか？
人相と育ちと仕事に対する考え方と、言うこと聞くかどうかとうちに合うかどうかと、これまで苦しい思いをして来たかどう

かとか。あとはフィーリングですかね。スキルや知識は身につけられるので、性格重視です。

師依頼を受けるにはどうしたらいいか？
講師依頼サイトに登録する・自分のホームページで講師実績や動画を載せて依頼を待つ・自分から主催者に営業に⾏くの３

つ。商工会などにいけば比較的簡単にセミナーをさせてくれる。講師依頼を受けるメリットは集客の手間が省けること。デメリッ
トとしては、集めたくない人も集まってくること。そのため、話術やコンテンツが問われる。横須賀も過去依頼されてセミナー
を多々⾏ってきたが、全く聞いていない人が多かったセミナーもあるし、聞かずに寝ている人もいた。そのため今は基本的に自
主開催にしている。講師料で多いのは、５万プラス交通費。20、30 万プラス諸経費はわりに通る数字。ただ、講師業の専業
は厳しい。

これから開業します。近所に何件か行政書士事務所があるのですが、こういう場合は難しいでしょうか？
あんまり関係ないんじゃないかなと思います。田舎だとちょっと面倒かもしれませんが、都会ならまったく問題ないです。田

舎の場合は、人口が極端に少ない地域だと苦しいかもしれないので、商工会とかそういうところでリサーチするのが良いかも
しれませんね。

キャッシュフロー上もっとも大事なことって何ですか？
自社のお金でも借りたお金でもとにかくキャッシュを持つこと。キャッシュがあればなんとかなるケースは多いですが、逆

はないです。なので、状況が良いときに借りまくってください。

起業や独立をしても「最初のうちは軌道に乗らないもの」そうは分かっていても、上手く行かない間はモチベーショ
ンが下がる一方だと思いますが、メンタル面も含め当時の心境を正直に教えて下さい。

最初はモチベーション下がりまくりです。なので、予定を入れまくるとか飛び込み営業しまくるとか、自分で忙しくする必
要があります。あとは元気な人に会うとか。自分で最初のマインドをコントロールするのは難しいです。誰かにやってもらうか、
そういう環境にすること。それがポイントです。
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今回は、文章に関する本をご紹介し
ます。ややテクニカルな本ですが、ジョ
セフ・シュガーマンの「全米No.1のセー
ルスライターが教える10 倍売る人の
文章術」（2006 年）。この本は⾏政
書士の金森重樹さんが訳しています。

翻訳書を読むとき、注意したい
こと

翻訳書を読むときに注意してただ
きたいことがあります。まず、全文が
翻訳されているわけではないというこ
と。特に英文は日本語に比べて非常
にシンプルな作りになっているので、
ペーパーバックを1 冊まるごと翻訳し
ようと思うと、300 ページ、400 ペー
ジというボリュームになってしまいま
す。そのため、実は全体の数割くらい
しか和訳されていないものも珍しくあ
りません。

また、例えば日本では 2018 年に
発⾏されている新しい本だったとして
も、原書は10 年以上前に発⾏されて
いることも普通にあります。日本での
発売時期だけで情報の新しさを判断
してしまわないよう、注意してくださ
い。

士業にとって、文章力は大きな
武器だ

LP（ランディングページ）を作って
集客したいと考えているのなら、文章
力は非常に大事です。文章力を上げ
るためのノウハウを知りたいのであれ
ば、日本語の書き方の基本や表現の
方法について書かれた本が役に立つ
でしょう。ただ、セールスレターが書
けるようになりたいのなら、こういっ
た本はあまり役立ちません。

さらに、実はセールスレターに関す
る本には良書と呼べる本がほとんどあ
りません。特に日本の著者が書いた
本は、その傾向が顕著です。それは
なぜかというと、セールスレターの本
質がわかっていない人が書いているか
らです。文章はパズルのように、切り
貼りできるものではありません。それ
に、「どんな文章を書こうか」という
視点が既に間違っています。

セールスレターを書くときに最も
重要な視点とは

セールスレターを書くときに本当に
大切なのは「どんな文章を書こうか」
を考えることではなくて、「書き手であ
る自分と顧客の関係性の中で何を言
えば伝わるのか」を考えることです。
例えば、私のことを知っている人に対
して、新刊を販売するためのセールス
レターを書くのなら、「横須賀輝尚の
最新作ができました」だけでも通じる
わけです。ですが、私のことを全く知
らない人に対しては、この書き方は通
用しません。「ニュース性を出す」とい
うテクニックがありますが、対象が違

うと言い方も変わります。私のことを
全く知らない人に「横須賀輝尚」と言っ
ても伝わりません。

対象が変われば、売り方も変えな
ければなりません。例えば「横須賀輝
尚」という名前を前面に出すのではな
く、「士業界のベストセラー作家の最
新作」とするとか。そうすると、受け
止め方が変わってきます。このように、
セールスレターを書くときには「その
レターを読んでいる相手がいる」とい
うことを考えなければなりません。な
のに、多くのセールスレターの本は、
相手について考える視点が抜けていま
す。

人は「コンセプト」に惹かれて
購買を決める

セールスレターに関するほとんどの
本では、トップコピーに何を書くべき
か、どういう表現をしたら売れやすい
のか、といったことばかりにページが
割かれています。しかし「全米 No.1
のセールスライターが教える10 倍売
る人の文章術」というこの本だけは、
コンセプトについて触れています。例
えば、本書の中に「ソ連への挑戦」と
いうレターについて書かれた箇所があ
ります。海外では、ボードゲームとい
えばチェスが一般的でした。そこで、
ある企業がチェスのコンピューターを
作ります。当時は、ソ連とアメリカが
チェスにおいてトップを争っていて、
ソ連が世界一になっていました。そこ
で、このチェスのコンピューターを「ソ
連への挑戦」というコピーをつけて売
り出します。
「チェスのコンピューターができまし

ジョセフ・シュガーマン 著
金森 重樹　翻訳

全米 NO.1のセールス・ライターが教える
10 倍売る人の文章術 (PHP 研究所 )



8-14　LEGALBACKS ニュースレター Dono

経営書ベストセレクション

た」ではなくて、「このコンピューター
を使ってソ連に挑戦してみませんか」
これがコンセプトだったわけです。こ
ういうことは、他の本ではあまり解説
されていません。私もたくさんの LP
を作ってきましたが、このコンセプト
が生まれれば、書くのがかなり楽にな
ります。

人は機能的な側面だけで購買する
かを判断せず、情緒や未来という要
素で判断するものなので、コンセプト
は伝わりやすいのだと思います。例え
ば人が新聞を読むのも、新聞が読み
たいからというよりも「賢い人になり
たい」とか「出世したい」という動機
が源泉だったりします。だから「エグ
ゼクティブの 96%はウオールストリー
トジャーナルを愛用しています」とい
うコピーが刺さったりするんです。

受験生も同じで、「大学入試におけ
る現代文の出題数 No.1は朝日新聞
です」と言われると、受かりそうだか
ら購読しようと考えます。それがコン
セプト作りです。そこが理解できてい
れば、情報を切り貼りしたような、全
く魅力のない LP を作ったりはできな
くなります。

文章を書くことが苦手になる 2
つの要因

文章を書くことに苦手意識を持つ人
の多くが「文章を書くのが遅い」「書
き出すまでに時間がかかる」という悩
みを抱えています。「文章を書くのが
遅い」「書き出すまでに時間がかかる」
という理由としてはいろいろなことが
考えられますが、ひとつは「文章を書
く手順を知らない」ことが考えられま
す。文章を書く手順としては、まず「何
のために書くのか」を決めることから
始まります。そして、次に「何を書く
のか」。この 2 つについてストックを
数多く用意してから、「どの順番で書
くのか」を決めていきます。まずは、
何のために書くのか、何を書くのかと
いう要素をたくさん準備することがポ
イントです。

例えば、読んだ本のレビューを書こ
うというとき、「レビューを書く」とい
うそのものが目的になると、なかなか
書き始められないものです。しかし「事
務所のスタッフに向けて伝えよう」「新
しい視点を見つけてもらいたい」だか
らレビューを書くというように、誰に
向けて書くのか、何を書くのかを具体

的に決めてしまえば、本を選ぶところ
からも変わってきます。

もうひとつ、なかなか書き進められ
ない理由のひとつにフレーズや語彙力
の問題があります。人は自分の中にあ
るものしか書けません。自分の中にフ
レーズや語彙を増やすためには、や
はり普段から、できるだけ多くの本を
読んでおくことが大事です。さらには、
類語辞典や表現辞典などの辞典を用
意しておくといいでしょう。私も表現
に困ったときには、こういった辞典を
活用しています。

今回は、ジョセフ・シュガーマンの「全
米 No.1のセールスライターが教える
10 倍売る人の文章術」をご紹介しま
した。コピーライティングやセールス
レターについて書かれた本の中では良
書の部類に入ります。この本では、セー
ルスレターを書くにあたって重要な視
点がいくつも書かれているからです。
本書の第一部を読むだけでも、文書
に関する考え方はかなり変わってくる
はずです。LP の集客がうまくいかな
い、文章力を上げたい、という方は、
ぜひ読んでみてください。
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【あなたの広告は大丈夫？？最低限確認したいリンク先ページの 3 つのステップ　STEP 1】

良質な LP を作るための考え方が面白いかつ、わかりやすく書いてある記事です。

【リスティング運用ではインプレッションシェア　損失率 ( 予算 ) を 0% にすべき理由】

この記事に書いてあるように広告スケジュールを見直すことで、予算がフルに有効活用できる状況を作り上げることが
できます。

【【Yahoo! プロモーション広告】審査非承認理由が「広告の主体者の明示」で審査落ちした際の確認事項】

Yahoo! は特にこういった審査が厳しいイメージです。特に士業は LP へ所属会の表示も必要です。

【レスポンシブ検索広告（RSA）とは？入稿仕様と活用するための 4 つのポイント】

個人的にですが、レスポンシブ検索広告は現状「どの組み合わせでコンバージョンしたか」が見えないところがちょっ
と痛いかなと思ってます。

【【事例紹介】成約につながる CVクエリ、意識していますか？】

マッチタイプを絞り込み部分一致に設定する手法は私もよくやります。コンバージョンするクエリの方向性は常に意識
したいですね。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。

【外国人の結核検査を義務化へ　6 カ国対象　長期滞在予定者、入国前に】

外国人関連の手続きは、今後も増えそうです。社労士も注目。

【医師残業 2000 時間上限、法的にも矛盾 全国医師ユニオン】

海外の医者は結長期休暇多いそうです。変えるには構造から変えないとならないでしょうね。

【国交省、担い手確保に向け建設業法改正へ】

こういう情報は、クライアントに提供しましょう。

【社外取締役を義務化　会社法改正要綱案　報酬開示も拡充】

上場企業に関わるものが多いのが会社法ですが、高難度業務としてはおさえておきたい。

【改正裁判員法の見直し議論へ　法務省、検討会設置】

これに関連して、休業についてきちんと整備されている会社ってどのくらいあるのでしょうか。

【最低賃金を全国一律に　自民有志が議連発足へ】

企業の負担は増えるばかりですが、どこかで優遇もほしいもの。でないと本当に強い会社しか残らなくなります。

【海賊版サイト遮断、法制化断念　政府、広告出稿抑制など別の対策まとめる】

漫画村で話題になりましたね。著作権ない国もあるわけで、本格的に「コンテンツ」については考える時期が来てい
るのかも。

【教員の働き方　業務の削減に実効性を】

部活をなくせという声もありますけどね。教師になりたい人はいるわけで、ワークシェアしても良い話なのかも。
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No.593
【ライバルをどう考えるか】

同じ地域にすごく優秀な先生がい
て、その先生が自分と同じジャンルの
業務を扱っていると、「自分がここで
勝つのは無理なんじゃないか」と不安
になります。実際に、過去そのような
質問をたくさん受けてきました。

ですが、正直にいうと実はあまり関
係ありません。

売上は自分の努力次第でしかな
い

ライバルというのは、すでに飽和し
ているシェアを奪い合う相手という意
味合いがありますが、これは基本的
に何十億とか何百億という規模を売り
上げている大企業の話です。年商が
1,000 万円とか 2,000 万円くらいで
は、マーケットにすらまだ入れていま

せん。ですから、隣の事務所が 1 億
稼いだとしても、影響を受けることは
ほとんどありません。要するに、売上
は自分の努力にほぼ 100％左右
されるということ。このように、実
は同じ地域にライバルがいようがいま
いが、売上にはあまり関係ないんです。

それに、売上を伸ばしている事務
所がすごく優れているかというと、実
はそうでもありません。外から見ると
派手に集客しているように見えても、
内実はサービスが悪くて解約率が高
かったりもします。売上を伸ばしてい
る事務所や大手であってもサービス
レベルが低いというのは良くある話で
す。相手のサービスレベルが高くない
のなら、こっちは個人できちんと仕事
をすれば、全然活路は見いだせます。

市場が大手事務所などに独占され
ているように見えても、実はそんなこ
とは起きていないんです。人口があ
るところで普通にビジネスをするのな
ら、ライバルの存在はほとんど気にし

なくて構いません。そんなことを気に
するよりも自分の力を磨き、営業努力
を重ねていけばいいだけです。

ライバルを気にしなければなら
ないとき

というわけで、ライバルは基本気に
しなくていいんですが、やはり気にし
なければいけないときもあります。そ
れがリスティング広告を出す場合で
す。このときには、ライバルの存在は
非常に重要になってきます。なぜかと
いうと、顧客が検索エンジン上で直接
比較をするからです。リスティング広
告ほどダイレクトに比較されるも
のはありません。

リスティング広告に出稿すると、同
じくリスティング広告上に出ている人
たちがライバルになります。売上が高
くて人柄も尊敬できる先生が運営して
いる事務所が近くにあったとしても、

メルマガバックナンバー

【賃金、デジタル払い解禁検討　キャッシュレス推進、労働者の保護課題】

またこういう場面で使えるアプリ、システムなど出そうです。IT 企業は狙っているんでしょうね。

【特別養子、対象を１５歳未満に　法制審が改正要綱案】

民法改正は、すべての士業がおさえておきたい。PCP からも情報提供予定。

【カジノ広告　訪日客限定　政府のＩＲ法施行令案判明　３月に閣議決定へ】

前からシンガポールでこの手の話を聞いてましたが、シンガポールのカジノは本当によくできた仕組みです。　

【違法ダウンロード、漫画・小説も刑事罰　文化審最終報告案】

コンテンツはフリーの時代が来ます。そのときにどうするか、考えておかなければなりません。　

【ゴルフ税廃止法案、議連が了承　今国会提出目指す】

知らないところで減税…？国からというのが気になります。

【最低賃金の全国一律化へ議連発足】

これはもう経営課題ですね。経営者ってどんどん追い詰められている気がしますが。。

【土地の相続登記を義務化　所有者不明問題で法改正へ】

案外放置も多いもの。登記忘れ専門のサイトとかあっても面白いかも。
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その事務所がホームページを持ってい
なければ、リスティング広告上ではラ
イバルにはなりません。

リスティング広告上で強力なライ
バルがいた場合

逆に言えば、リスティング広告を出
すときには、自分の LPと広告文とキー
ワードを見るだけではなくて、他の事
務所がどんなキーワードを使ってどん
な LP を出しているかなども調べなけ
ればなりません。そこで非常に強烈な
ライバルがいると、やはりかなり苦し
い。例えば建設業許可だったら、こ
れまでに何千件も受任していてしかも
値段も安く、法人で人数もいる事務所
がいれば、それは強烈なライバルです。
もちろん勝ち目がないわけではありま
せんが、こういった事務所には広告費
にかけられる資金が潤沢にあったりも
しますから、よく戦略を練る必要があ
ります。

もしリスティング広告上でそういう
ライバルがいた場合は、そのライバル
が苦手としていそうなところ、弱そう
なところを狙って戦略を考えていく必
要があります。このときの戦略という
のは、リスティング広告、LP上の戦
略です。例えばライバルが法人なら、
こちらは「個人で直接対応します」と
打ち出すとか。そのようにして、ライ
バルとは見え方を変えていくこと
が必要です。

真っ向から戦わずに「別物」と
思わせる

リスティング広告の考え方として
は、全体の中から選ばれる存在に
なることを目指す必要があります。
わかりやすくいうと、「ここだけは異種
だ」と思わせ、良い意味で孤立する
ということです。リスティング広告上
にいる強力なライバルに勝とうとする
のではなく、別物だと思わせられれば
こっちのものです。

例えば建設業許可でリスティング広
告を出したときに、ライバルには法人
も個人もあって、報酬額が高いところ

もあれば安いところもあったとします。
既に全方位でライバルがひしめいてい
て勝てそうにもないときには、「許認
可トラブル解決センター」などを立ち
上げてみるのも1つです。ここで「申
請センター」などにしてしまうとレッ
ドオーシャンから抜けられないので、
トラブルを解決するという、全く違う
ものとして見せていくというわけです。

人口が少ない地域での開業もラ
イバルが多い

もうひとつ、ライバルを考えなけれ
ばならないケースが、人口が少ない
地域で開業するケースです。人口が 5
万人以下とか極端に少ない地域の場
合は、既にライバルが市場をほぼ独
占していることもあるので、そこは注
意が必要です。一番簡単な対策方法
は引っ越すこと。やはり、このくらい
の地域で出し抜こうとしても、マーケッ
トそのものが狭すぎるので無理があ
るんです。

基本的には、ライバルの存在は気
にする必要はありません。しかし人口
が極端に少ない地域で開業するとき
や、リスティング広告を出稿するとき
には、ライバルの存在を無視すること
はできません。それでも負けない戦略
を冷静に立てていくことが重要になっ
てきます。

　No.594
【いろんなものが止まってし
まい、停滞してしまったとき】

停滞の最大の原因はいくつかありま
すが、「なんだかやる気が出ない」と
か「この仕事に意味があるのかな」と
いったマインドの落ち込みが原因にな
ることがあります。このほかにも、ラ
イバルがいるとかランニングコストが
高いといった理由で停滞してしまうこ
とがあります。

売上が伸びないことは一番の停
滞要因になる

そして実は、「売上が伸びないこと」

が一番の停滞原因だったりします。士
業の方はこだわりが強い人が多いの
で、自分の理想を追求しがちです。そ
れはそれで構いませんが、お金にな
る事業とやりたい事業は、やはり
分けて考えるべきです。

今回もソニーの例を出しますが、ソ
ニーは過去に電気ざぶとんなどの粗
悪品も扱っていました。これはニクロ
ム線が熱くなって毛布や布団まで焼け
てしまうもので、この電気ざぶとんに
ついては東京通信工業株式会社（ソ
ニーの前身）という名前ですら売りた
くなくて、「銀座ネッスル商会」という
名前を使って売っていたそうです。こ
ういった製品の販売も、日銭を稼ぐた
めには必要でした。ソニーは当時ベン
チャーだったこともあって、日銭を稼
ぐ事業とチャレンジする事業を分けて
いたようです。

最初のうちはお金になる事業を
選ぶ

士業においても、最初のうちは「や
りたい」「やりたくない」で選ぶの
ではなくて、できること、かつお
金になる事業を選ぶべきです。そし
てそれが一番簡単に実現できるのが、
リスティング広告を活用することです。
⾏政書士なら建設業とか産廃、NPO
や離婚などが業務として取りやすいの
で、とりあえずホームページを作って
広告を出してしまう。

そして、ちゃんと安定してお金が
入ってくる仕組みを作ってから理
想を追えばいいんです。売上が上
がっていかないとやる気も出ません
し、いろいろなことが停滞してしまい
ます。逆に、売り上げが伸びていると
きは悩みも小さくなる。ですから、や
はりどこかで頑張って売上を伸ばすこ
とを念頭においてみてください。

できれば、自分のメンタルに左右さ
れずに売上が上がっていく仕組みが作
れるといいでしょう。ちなみに単価が
小さいものをたくさん売るのは本当に
大変なので、単価は高いものにしたほ
うがいいです。資格起業家メソッドで
は、短期間で売上を上げるためには
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セミナーを開催するのが早いとお伝え
していました。ただ、ゼロからセミナー
を始めるのは、やはりそれなりにハー
ドルが高いもの。セミナーが難しいの
なら、普通に業務のホームページを
作ってリスティング広告を出すほうが
早いと思います。

リスティング広告を出すためには文
章が必要ですが、この「書く」という
ことに関しては、ほとんどの方がもの
すごく苦労しています。書ける人はい
いですが、書けない人は何とかして文
章を作る方法を探さなければなりませ
ん。自分で書くのが難しいときには、
天才塾の「LP 丸投げサービス」を活
用していただいてもいいと思います。

　No.595【売上を伸ばす】

売上を伸ばすことももちろん大事で
すが、重要なのはやはり利益を伸ば
すことです。1 億円を売り上げたとし
ても、経費が 1 億 2,000 万かかって
しまったら単なる 2,000 万の赤字で
しかありません。

利益を出すにはコストダウンが
一番簡単

開業したてなら、事務所を借りるこ
とが必要なのかどうかとか、そもそ
ものところから考えるといいでしょう。
本当に意味がある投資はすべきです
が、見栄を張るための投資は不要で
す。それから、コストダウンは習慣
化しないとどんどん贅沢になって
いきます。コピーの例でいえば、最
初はモノクロで試し刷りをしていたの
に、いつのまにかカラーコピーが普通
になっていったりします。移動も最初
は電車を使っていたのに、いつの間に
かタクシーが普通になってしまったり。
これが 10 年、20 年積み重なると、
ものすごい額になります。ですから、
ランニングコストに関しては早い段階
で抑えていくことが重要です。

家賃も、最近は家賃見直し代⾏会
社というものがあって、依頼すれば代
わりに家賃を交渉してくれます。電気

も自由化したので今よりも安くできる
でしょう。書類を送るときにはヤマト
や佐川といった宅配業者や郵便局を
使いますが、交渉次第で郵送料を値
下げしてくれたりもします。大きい事
務所ほど結果が出やすいので、備品
なども含めて、コストの見直しは一度
どこかでしておきたいところです。

コストダウンしてはいけないとこ
ろもある

ただ、仕事の効率や実力を上げる
ものや勉強に関することなど、自分の
成長につながる投資は削ってはだ
めです。コストダウンだといってセミ
ナーも受けない、書籍も読まないと
いうのは間違った節約方法だといえま
す。さらに個人的には、古くて動作が
重たいパソコンは買い換えるべきだと
考えています。どうしても「まだ使え
るからもうちょっと使い続けよう」と
思いがちですが、パソコンのスピード
が遅いと仕事の効率に大きく影響して
きますから。性能のよいパソコンを使
うのは、仕事をする上での責務といっ
てもいいかもしれません。

コストをかけて得られるメリット
についても考える

コストを削減するとき、福利厚生と
して事務所で用意しているコーヒーや
お茶の購入を止めることを考えるかも
しれません。これについては、その
福利厚生が何を産んでいるかを考え
た上で判断すべきです。

弊社でも、社員が自由に飲めるよ
うに会社でコーヒーを購入していま
す。確かにその分経費はかかりますが、
コーヒーが自由に飲めることによって、
快適な職場環境や社員同士の会話な
どのメリットが多く生まれています。
コーヒーがあることによって社員同士
の関係性ができる。これは組織論的
にも非常にいいことで、弊社にとって
は非常に大事なことです。そこを考え
れば、コーヒー代くらい安いものだと
思っています。

利益を上げるためには、まずはコス

トダウンをすることが近道です。そし
てコストダウンをするときには、闇雲
に削るのではなく、必要のないコスト
を見極めることが重要です。ぜひこの
機会に事務所のコストを見直してみて
ください。

　No.596【売上をさらに伸
ばし、停滞感をなくすために
何をするべきか】

士業の場合は個人事務所が多いの
で、どうしても全部を自分ですること
が多いと思います。ですが、売上をさ
らに伸ばす、停滞感をなくすというと
きには、いろいろな人の力を借りるこ
とも大事です。

仕事と作業を分ける

天才塾の過去のカリキュラムでは、
「仕事と作業」という話をよくしていま
した。仕事は自分にしかできないこと、
作業は誰でもできること。例えば、領
収書の発⾏や入金確認は、自分でな
くてもできる作業といえます。仕事は、
厳密には「自分が責任を持ってや
らなければいけないこと」という
意味合いです。例えば Web サイト
の制作や事務所案内の作成、封筒作
りなんかは、自分が責任を持ってする
べきことです。そう考えると、仕事と
いうのは「自分にしかできない仕
事」と「自分の責任においてやり
遂げなければいけない仕事」に分
かれるといえます。

何を外注するのかを考える

できるものは自分でやればいいです
が、自分ではできないものについては、
自分が責任をもってなすべきことの中
で外注できるものが何かを考える必
要が出てきます。封筒、事務所案内、
名刺など、その多くはデザインに関
するものでしょう。知り合いのデザイ
ナーに依頼する方もいますが、ここは
天才塾にご依頼いただくのが最善だ
と思います。一般的な制作会社と比
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較しても料金は抑えめですし、納期も
早い。私以外にも、デザイナーの増
井も制作物について士業の目線から
添削ができますし、リスティング広告
で大きく結果を出している高金もいま
す。ぜひ利用してみてください。

文章が書けずに停滞している
ケースは多い

多くの方の相談を受けていると、文
章に時間がかかってしまっていろんな
ことが停滞してしまうことが多いよう
です。文章に関しても、弊社では「ラ
ンディングページの丸投げサービス」
というサービスを⾏っています。激安
価格ではありませんが、かけていただ
いたコスト分の成果はご期待いただけ
ると思います。外注することも大事で
すが、文章については、やはり最終
的には自分で書けるようになってほし
いところです。文章は、書けると本当
に集客が楽になります。

今ご紹介した LP 丸投げサービスで
は原稿もこちらで書いていますし、ヒ
アリングも1 時間、2 時間という長い
時間をかけて⾏っていますが、やっぱ
り弊社で 100 点の LP が書けたとし
ても、120 点の LP はどうしても本人
にしか書けないんです。ですから、や
はり最終的には本人が書いた方がい
いと思っています。

ただ、自分で書けるようになるまで
には膨大な時間がかかるのも事実で
す。3 ヶ月や半年かかっても結局
LP ができないくらいなら、お金
を払ってでもしっかり LP を作っ
て、広告も出せた方がいいでしょう。
リスティング広告の運用代⾏も外注し
ていいところです。

デザイン、文章、広告さえでき
れば、売上が上がる速度が増
す

結論として、すぐに売上を上げよう
と思ったときには、デザイン、文
章、広告の 3 つを外注するといい
です。これを外注できれば、売上を上
げるのは相当早くなります。

逆にいえば、これを外注しないの
なら、ある程度のレベルまでは自分
で学ばなければなりません。ですが、
文章は量を書かないと上手くなりませ
んし、リスティング広告は自分で設定
を学ばなければならないので、やはり
途方もない時間がかかります。自分で
すれば確かにお金はかかりませんが、
その分おびただしい時間を使うことに
なります。そこをどう考えるかが重要
なポイントです。

ちなみに私はすごくせっかちで、早
く取りかかりたいし、早く結果を出し
たいタイプです。自分でコツコツやっ
ていきたいという方も多いですが、私
の場合は誰がやるのかはあまり気にし
ていません。社員みんなで取り組ん
だ方が早ければそうします。私が全部
やりたいとは思っていません。手段と
目的を履き違えず、きちんと他の
人の手を借りる。これは非常に大事
です。ただ、⾏政書士の業務を中で
回せるようになっていくとなると、そ
れは組織論の話になってきます。ここ
については、また別にニュースレター
で取り上げていこうと考えています。

デザイン、文章、広告のうち、
どれを最初に外注すべきか

現実的にはデザインが最初でしょ
う。名刺やホームページなど、一番わ

かりやすく困るところがデザインです。
Illustrator や Photoshop を自分で
勉強するのはハードルが高いので、こ
こはさっさと外注してしまった方が近
道といえます。広告と文章について
は、現実的には広告が先だと思いま
す。なぜかというと、文章の力は個人
差が激しいからです。

リスティング広告の能力に関して
は、そう大差はありません。ほとんど
の人が管理画面を煩わしく感じたり、
設定をもどかしく感じたりするもので、
この辺りはみんな同じです。難易度が
一律だという点では、広告のほうが
先に外注すべきところです。文章は人
によってレベルが大きく異なるところ
ですが、難しいのが、文章の外注が
できるところがまずないということで
しょう。特に LP をかける人は非常に
限られています。

クラウドワークスやランサーズでラ
イターを探すことはできますが、彼ら
の多くは記事を書くライターです。ま
た、LP が書けるライターは費用も高
く、1本 50 万、100 万が相場でしょ
う。そういう意味でも弊社の LP 丸投
げサービスは良心的な価格になってい
ると思いますので、気になる方はお問
い合わせください。
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「勉強する」ということ

Google 広告の認定資格試験に
合格

個人的なご報告ですが、1月末に
Google 広　告の認定資格試験に合格
しました。Google 広告の認定資格と
いうのは、「Google 広告に関する基礎
知識や応用力、実務能力に優れた個人
を Google が公式に認定する」という
ものです。100 点満点中で 80 点が合
格最低ラインです。Google が用意し
ている勉強用のポータルサイトもある
ので、一般的には、そこでまず勉強し
て試験に臨む形になっています。です
が、実は私は一切そのサイトも使わず、
試験対策もせずに一発合格しました。

勉強したのではなく、仕事とし
て実際に行動した

私は普段からリスティング広告の勉
強をしていません。している意識があ
りません。それは、自分にとって広告
運用が仕事の一部になっているからだ
と思います。Google のポータルサイト
に書かれていることを、一問一答式に
覚えるというやり方もあります。ですが、
実際に試験を受けて思ったのが、これ
を「勉強」するのは非常に辛いだろうな、
ということでした。しかも、勉強して

覚えたことが実務に活かされるかとい
うとそうとは限りません。実務に活き
るかどうかは業界によっても違います
し、ケースによっても違います。

試験の内容が実務に活かされないの
は、士業の資格勉強と共通していると
ころでしょう。業務に必要な知識と試
験に必要な知識は別だと思います。

私がこの試験に合格できたのは、実
際に⾏動したからです。広告アカウン
トを作って実際に広告運用をしてきた
からこそ、細かな知識もついていき、
わからないことが出てくる。そして自分
で調べて身についていきました。それ
も、勉強しようと思って調べているの
ではなくて、自分にとって必要なことだ
から調べているだけのことです。

これからリスティング広告を始めた
い士業の方にぜひ知っておいていただ
きたいのは、実際に広告アカウントを
持って動かしている状態でなければ、
Googleヘルプを見たり色々な本を買っ
て読んだりしても、半分くらいしか意
味がないということです。
「まずは勉強してからリスティング広

告を始めよう」と思う方が大半だと思
いますが、それよりもまずアカウント
を作ってみて、何でもいいので実際に
広告文を作って、テスト出稿してみてく
ださい。広告費は出さなくてもテスト
はできます。まずはキャンペーンを作
るなど、実際に⾏動してみること。そ

してその世界に入ってみることが、知
識が身につく第一歩です。

実際に⾏動しない限り、「この場合は
どうしたらいいんだろう」といって延々
勉強する羽目になってしまいますが、
それは時間の無駄です。自分に必要な
情報や本当に求めている情報は、実際
にアカウントを動かしてみないとわかり
ません。

自分の仕事にしてしまってから
知識をつけていくのが早道

これは Google 認定試験の資格の話
ですが、士業の方の業務にも共通する
ことがあると思います。例えば、受け
たことがない分野の仕事でも、とりあ
えず受けてしまう。受けてから、対応
の仕方や法律を調べる。そうすれば、
それは勉強ではなくて仕事になります。
勉強をしようと思って知識をつけるの
ではなく、最初に自分の仕事にしてし
まって、それから知識を付けるという
発想が、最も知識の定着が早いし、身
になりやすいと思います。

どうやって学べばいいのかという質
問をいただくこともありますが、私の答
えは「学ぶ前に世界に飛び込んでしま
うこと」です。知識を身につけるため
には、これが最も早いと思います。何
かを学ぼうと思ったとき、ぜひ参考に
してください。
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Tech ＆ Operation

多くの士業が意識していない「SNS の媒体特性」

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

Facebook や Twitter、YouTube
や Instagram など、インターネット
上にはいろいろな媒体があります。で
すが、どの媒体に何を書くか、どん
な広告が有効かという戦略がしっかり
決まっている人はそう多くはありませ
ん。どの媒体をどんなふうに使い分け
るか、迷っている方が多いのではない
でしょうか。

どの媒体にどんな特徴があるか、
アクティブユーザーの属性はどうなっ
ているのか、というような媒体特性
について知っておかなければ、情報
を出してもほとんど読まれず、広告の
成果も上がらないという「書き損、出
し損」が起きかねません。例えば、
YouTube でセミナー動画をアップし
ているのにほとんど効果がないとし
たら、それは YouTube の媒体特性
をうまく押さえ切れていないことが要
因の1つです。今回は、Facebook、
Twitter、YouTube、それから
Instagram やメルマガの媒体特性に
ついて、士業としてどう活用すればよ
いかも含めてご紹介します。

Facebook の媒体特性

まずは Facebook です。Face
book は基本的に実名で登録するた
め、誰が発信しているのかがクリアに
見える上、Twitter のように大きく炎
上するリスクも多くありません。「信頼
できるツール」というイメージを持た
れている方も多いでしょう。

Facebook 広告の特徴

Facebook はビジネス上で付き合
いがある人と繋がるツールにもなって
いるので、プライベートで Facebook
を見ていても、自然とビジネスモード
になりやすいという特徴があります。
こういったところから、Facebook で
は知的な商材や情報商材が売れやす
くなっています。「この商品がほしい」
というニーズよりも、「この記事を
もっと読みたい」「もっとこの情報
を詳しく知りたい」というニーズ
が多いため、「知りたい」というニー

ズにマッチする広告を出すことが
1つの戦略です。実際に弊社では、
補助金情報を探している層へ向け、「補
助金の最新情報を提供する」といっ
た内容の広告を出し、多数の方々にご
請求いただきました。

また、「知りたい」というニーズが
強いことから、リンクを踏んだらすぐ
に LP に飛ぶスタイルの広告ではな
く、しっかり書かれた記事の中で LP
に誘導するリンクがあるという「記事
LP」が Facebook では好まれていま
す。Facebook に限らず、SNS では
あからさまな広告が嫌われる傾向に
ありますが、記事 LP はコンテンツが
しっかりしているため、その意味でも
Facebook に適した広告スタイルと
なっています。

Facebook のアクティブユー
ザーは 30 代以上で、若年層は
少ない

Facebook のアクティブユーザーは
30 代〜 40 代といわれていて、20
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代以下の若年層のユーザーは少ない
ようです。若年層が少ない理由として
は、親世代が Facebook を活用して
いるため、監視されている気分になっ
てしまうからという点が挙げられます。
自分の親だけでなく、知り合いの親に
Facebook 上で遭遇する可能性もあ
ることから、なかなか日常的に活用し
よう、という動きにはなりにくいよう
です。こういった理由から、今後も若
年層が Facebook に流れていくとい
うのはあまり考えにくそうです。

ただ、若年層は、Facebook を活
用はしていなくてもアカウントは持っ
ており、好きなアーティストのライブ
配信を見るなどの利用はしています。
これは LEGAL BACKS でお伝え
している「個性を出そう」という戦
略に繋がるところがあり、個性を
出せば媒体を飛び越えてユーザー
が注目してくれるといういい例で
す。個性を出さずに注目されたい
のなら、提供する情報の質を上げ
ていかなければなりません。

士業が Facebook を活用する
なら

「アナログなネットワークをインター
ネットの世界に持ってこられる」とい
う意味合いも強い Facebook。ビジ
ネスシーンで Facebook は名刺 代

わりに使われていて、「Facebook の
アカウントを持っていますか」「後ほ
ど友達申請しても良いですか」とい
う会話もよく交わされています。実
際に会った人と繋がる場として活用
できるので、LEGAL BACKS でも、
Facebookは投稿しなくていいのでア
カウントは持っておくといいとお伝え
しています。

もうひとつ、メッセンジャー機
能がかなり活用できるというのも
Facebook の 特 徴 です。久しぶ
りにコンタクトを取りたい人がいると
き、最も使いやすいのが Facebook
のメッセンジャーではないでしょうか。
Chatwork だと、アカウントを作っ
た後に繋がる必要があります。メール
はやや重いので気が引けますし、電
話は番号自体を知らないこともありま
す。ですが、Facebook のメッセン
ジャーはそういった気負いがなく、気
軽にコンタクトを取ることができま
す。1度繋がった人と再度繋がれる
ツールとして、Facebook はか
なり使い勝手の良いツールと言え
るでしょう。

余談ですが、アメリカなどでは、
Facebookは実際に会った人としか友
達にならないという認識が強く、日本
よりもパブリックな認識が広がってい
ます。一方日本では、mixi など実際
に会ったことがない人とも気軽に繋が

れるツールが普及していることもあっ
て、会ったことがない人と Facebook
で繋がる人も少なくありません。

Twitter の媒体特性

2006 年に生まれ、2008 年に日
本でも利用が開始された Twitter で
すが、特徴としては、匿名性が高いこ
と、そのために炎上リスクが高いとこ
ろが挙げられるでしょう。そういった
意味では、Facebook よりも使い方
には注意する必要があります。

Twitter が始まる頃から士業
としてビジネスをされている方
からすれば、Twitter はある種

「ブームが終わったツール」だっ
たのではないでしょうか。しかし、
Twitter は今、一周回って新しい
ブームが来ているといってもいい
と思います。特に若年層の間では、
Twitter はかなり活用されています。
今やメディアへの影響力が最も高い
SNS ともいえ、Twitter のリツイート
数や「いいね」の数が Yahoo! ニュー
スになったりもしています。

Twitter を利用している人の多くが
匿名アカウントを持っており、実名で
登録している人は、Facebook 上の
顧客と繋がるためとか同業者と繋が
るためという、ビジネス目的で利用し
ているユーザーです。匿名アカウント
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ユーザーの活用方法としては情報収
集が多く、特に IT 系やリスティング
広告、ネットマーケティング系でよく
見られるのが、匿名アカウントで相互
に繋がり、情報交換をしているシーン
です。そのほか、Twitter の活用方法
としては、企業アカウントをフォロー
してお得な情報を手に入れるなど、自
分にとって有益な情報を手に入れるた
めに活用するケースや、応援したい人
や有名人をフォローするというケース
もあります。

Twitter は検索ツールとしても
使われている

10 代 くら い の 若 い 人 た ち は、
Google などの検索ツールにあまり重
きを置いていません。Google などで
検索して出てきた情報には広告も混
じっているし、SEO 対策がなされて
いたりアフィリサイトが出てきたりで、
信憑性がないと感じられているからで
す。ここで登場するのが Twitter
です。例えば「スタバの新作の評
判を知りたい」と思ったときには、
Twitter でエゴサーチをすれば、
スタバの新作についてつぶやいて
いるツイートを見つけることができ
ます。そこで個人の意見をたくさん調
べることで、実際の評判を知るという
わけです。

た だ、SNS 検 索 を して 得 ら れ
る情報にはやはり限りがあります。
Twitter はレビューや感想などの軽め
の情報を得るには適したツールと言え
ますが、抽象的ですが、重たい情報
は SNS では調べられません。検索エ
ンジンでしか調べられない情報は
確実にあるので、検索エンジンが
なくなることはないと言えるでしょ
う。

士業が Twitter で仕事を獲る
のは難しい

Twitter は基本的にエンターテイメ
ント性が高く、プライベートで使われ
ることが多いという特性を持っていま
す。そのため、士業が Twitter を

活用して実務を取れるかというと、
その使い方は難しいといわざるを
得ません。数多くつぶやいても仕
事には繋がらないというのが私の
認識です。

それに匿名の人であっても炎上する
リスクはありますので、活用するのな
ら炎上を避けながらツイートをしなけ
ればなりません。ですが、普通のこ
とばかりツイートしていてもなかなか
フォロワー数は増えないでしょうし、
影響力も上がらないでしょう。こう
いったことから、士業としてはあまり
力を入れて活用しなくてもよいのかな
と思っています。営業ツールとして
Twitter を戦力に数えるのではな
く、営業はアナログやリスティン
グ広告など、他に力を入れた方が
いいでしょう。

もし士業として活用するのなら、数
百アカウントのフォロワー数は確保し
ておきたいところです。相当数ツイー
トしているのに、フォロワー数が 1桁、
2 桁というのでは、ブランドにも疑問
が残ってしまいます。フォロワー数を
増やすのは実は簡単で、プロフィール
のところに「フォローバックします」と
一言書いておいて、フォローしていけ
ばいいだけです。もしTwitter を活用
していこうと思うのであれば、参考に
してみてください。

Twitter 広告で注意したいこと

Twitter でも広告を出すことができ
ます。多いのはアプリ系や転職系の
広告ですが、Twitter の怖いところは
広告にもリプライができるところです。
例えば「月収 35 万、残業なし、土日
休み。こんな好条件の案件がたくさ
んあるサイトはこちらです」というよう
な広告ツイートに「そんな案件はひと
つもない」というリプライがついてい
たとしたら、そのリプライの方が信憑
性が高いと思われやすい一面があり
ます。企業が公式に伝えていること
よりも、匿名個人のリプライの方
が信憑性が高いという現象が起き
ているのが Twitter です。

YouTube の媒体特性

次に YouTube です。単に情報提供
のために数多くの動画を投稿しても、
仕事が取れるかというとそういうこと
はありません。士業が YouTube を
活用するのなら、YouTube コン
サルタントの菅谷信一さんのノウ
ハウを活用することをお勧めしま
す。菅⾕信一さんのノウハウを簡単に
説明すると、キーワードをタイトルに
入れ、大量に YouTube 動画を投稿し
ていく、という戦略です。SEO 対策
としてこういった戦略をとるのもあり
でしょう。

YouTube の特性として、基本的に
は何かを学ぶために見るものではな
いので、セミナー動画をアップしてそ
れを見た人を自分のホームページに流
そうと思っても、なかなか難しいとこ
ろがあります。ちなみに私は、入社前
にパワーコンテンツジャパン株式会社
の YouTube 動画を検索して閲覧して
いましたが、そういった使い方をする
人はかなり少数です。

動画をホームページに埋め込む
という使い方が最適

士業 が YouTube を活用する
のなら、お客様へ向けた挨拶など
の動画などを撮影し、その動画を
ホームページに埋め込むという使
い方が最適です。もしくは、社員が
対談をしている動画などを作成して
社内の雰囲気を伝え、採用のために
ホームページに載せておくという使い
方もできます。ほかに、事務所とし
て YouTube チャンネルなどのメ
ディアを持つのは、事務所の信頼
性も上がるので良いと思います。た
だ、こちらもやはりYouTube で検索
して見つけてもらうことは期待せず、
ホームページに載せるという使い方が
いいでしょう。

「士業 ×YouTuber」は難易度
が高い

YouTuber を目指すという手もあ
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高金大輝
パワーコンテンツジャパン株式会社
マーケティング・コンサルタント 

1993 年 4 月 22 日岩手県生まれ。1996 年に家族
とともに渡米。幼少期をアメリカ合衆国インディア
ナ州で過ごした後、帰国。帰国後は、生まれ故郷
である岩手県から北海道函館市へ移住。青春時代
を北海道にて過ごす。18 歳で上京。神奈川大学に
進学。ミュージシャンとしてプロを目指す傍ら、起

業家としての道を志し、大学を中退。独立商材のひとつであった国家資格を模
索中に横須賀輝尚にたどり着き、パワーコンテンツジャパン株式会社に合流、入
社。入社後はコンサルタントとして横須賀輝尚の直接指導を受けながら、天才
塾「GeniusSearch」の立ち上げに参画。1200 件以上のコンテンツを構築する。
現在は、マーケティング・コンサルタントとしてセミナー、ネット広告研究を⾏い
ながら、同社のインターネット・マーケティング責任者を担当する。2018 年 4 月
に同社主催の「士業のための最新インターネット・マーケティング完全マスター講
座」では講師を務め、80 名以上を集客した。

りますが、YouTuber を目指すのな
らそれ相応の覚悟が求められます。
YouTuber は「楽して稼げる」という
イメージもありますが、全くそんなこ
とはありません。企画から運営、撮
影、編集まで全てを自分でこなさなけ
ればならず、真剣に取り組まなければ
YouTuberとして結果を出し続けるこ
とは不可能です。YouTuber は、立
派なクリエイターであり、1つの職業
といっていいと思います。

今 で は 芸 能 事 務 所 の よ う に、
YouTuber の事務所も存在していま
す。少し昔の、個人が好きなことを投
稿して広告費を稼ぐという時代ではも
うなくて、組織立ってビジネス展開を
しているのが YouTuber の世界です。
そう考えると、士業として YouTuber
を目指すというのも難しいところがあ
るでしょう。やはり落ち着きどころと
しては、自分のホームページに載せる
動画を撮影して、それをサイトに貼り
付けるというところになりそうです。

Instagram（インスタグラム）
の媒体特性

Instagram は、 画 像 がメインの
SNS です。アクティブユーザーは若
年層といわれていて、商品を購入する
ために Instagram を活用しています。
具体的には、アパレルやコスメなどの
ブランドが Instagram のアカウント
を持ち、投稿している画像から直接
その商品を購買できるというシステム
になっていて、画像を見たユーザーが
購買目的で Instagram を利用してい
るのです。

EC 系サイトのような服やコス
メなどの「 商品」がモノとして
存 在するビジネスにおいては、
Instagram はビジネスの 場 に
なっています。また、芸能人に商品
を紹介してもらい、そこから購買に
つなげるというインフルエンサーマー
ケティングの中心になっているのも
Instagram です。EC 系サイトを運営
している事業主やタレント業などは、
Instagramを活用するメリットは大き
いでしょう。

士業は広告媒体ではなくツール
として活用しよう

士 業 と し て は Twitter や
Facebook な ど と 同 じ く、
Instagram はツールとして活用
するもので、広告媒体として活用
することは難しいのが現状です。
ユーザーの年齢層も士業がターゲット
とする年齢層とは離れているので、そ
の点でもビジネスに活用するのは難し
いかもしれません。

ただ、Instagram は Facebook と
連携しているため、Facebook のユー
ザーが Instagram に流れているとい
う可能性があることや、他社の事例で
すが占いなどの商材が Instagram で
実際に売れていることもあって、サー
ビスが売れない、ということはありま
せん。

メール・メールマガジンの媒体
特性

最後にメールです。これまで色々な
SNS媒体についてご紹介してきました
が、これらの SNS が普及する前から
存在しているのがメールです。これだ
け SNS が活用されているのに未だ生
き残っているのは、やはりそれだけの

理由があります。まずは、他の SNS
と違ってメールは100％ビジネスシー
ンで使われるツールであるということ
です。1対 1の関係性を築くことが
できるため、SNS で敬遠されが
ちな真剣なこともメールなら書け
ますし、商品も売れます。大企業が
メールを止めることはないでしょうか
ら、これからもビジネスツールとして
メールは生き残っていくでしょう。

さらに、SNS はユーザーに来ても
らわないと情報を見てもらえません
が、メールならこちらの都合で送るこ
とができます。このような理由から、
メールはビジネスツールとして圧
倒的に強い媒体といえます。

今回のコラムでは、インターネット
ツールの媒体特性についてお話ししま
した。SNS の媒体特性を把握してお
かないと、的外れな営業をしてしまい、
時間も労力も無駄にしかねません。効
率よく媒体をかつようするためにも、
それぞれの媒体特性を知ってから、
戦略や使い方を考えていく必要があり
ます。「どの SNS に何を書いたらいい
のか」などでお悩みの方は、ぜひ参
考にしてみてください。
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パワーコンテンツジャパン株式会社
組織の失敗事例

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

このニュースレターでは、これまで
組織論についてお話してきました。私
が⾏政書士として開業してから15 年
以上。組織を作るにあたって、さまざ
まな紆余曲折や試⾏錯誤を重ね、い
ろいろな失敗を経験してきました。経
験は全て今に繋がっていることを考え
ると「失敗」と断言することもできな
いとは思いますが、今回は会員の皆
様にとって何らかの参考になればと思
い、これまでの失敗についてお話しし
ようと思います。

振り返ってみると、組織という
側面において多かった失敗は「コ
ミュニケーション」に関する失敗
だったように思います。これは当た
り前と言えば当たり前で、組織を作る
以上、そこには経営者である私と社
員がいるわけです。経営者と社員との
間のコミュニケーションの問題もあれ
ば、社員同士のコミュニケーションの
問題もある。そう考えると、コミュニ
ケーションの失敗は組織にとっては本

質的なものともいえるでしょう。
「どんな会話をすれば良いのか」と

いうような初歩的なコミュニケーショ
ンの失敗から始まった私の組織作り
ですが、今は「社員に自発的に動いて
もらうために」という、いわば高度な
コミュニケーションにも手が届くよう
になっています。

組織を作りたいと思ったきっか
け

本題に入る前に、私が組織を作る
きっかけになった出来事についてお話
ししましょう。⾏政書士として開業し
た頃は、もちろん社員もおらず、1人
で全ての仕事をこなしていました。組
織化のきっかけになった大きな出来事
は 2005 年に起きました。ライブド
アからの講演依頼と、本の出版です。

2005 年のライブドアといえば、飛
ぶ鳥を落とす勢いで急成長を遂げて
いた頃です。ニッポン放送を買収する

というニュースが大きく世間を騒がせ
たことを記憶している方も多いでしょ
う。当時、ライブドアは六本木ヒルズ
にオフィスを構え、東証マザーズに上
場していました。そんな企業から、私
にセミナーの講演依頼が舞い込みま
す。その頃の私は、ライブドアブログ
を毎日更新し、知名度もそれなりには
あったものの、それでも一介の⾏政
書士であることに変わりはありません
でした。私にとってこの講演依頼は、
信じられないくらいのビッグチャンス
だったわけです。

今なら、こんな大きな出来事があ
れば真っ先に社員に知らせ、喜びを
共有するでしょう。ですが、当時の私
は 1 人。ブログで繋がっている人か
らは「おめでとう！」「すごいですね！」
といったコメントを数多くいただきま
したが、この興奮や喜びをリアルの場
で共有できる人はいませんでした。そ
してもうひとつのエピソードが「小さ
な会社の逆転戦略 最強ブログ営業



9-8　LEGALBACKS ニュースレター Dono

小さな会社の理想的組織論"Adjust"

術」という本の企画で初めて本を出版
したことです。

1 冊の本を作るためには、多くの人
の力が必要です。著者と一緒に本の方
向性を決め、内容をブラッシュアップ
する編集者。原稿に赤入れをする校
正や、紙面や表紙を作るデザイナー。
原稿が完成したら、印刷会社で印刷
をして書店に並ぶことになりますが、
この本を売るときには出版社の営業マ
ンも関わります。日頃⾏政書士として
1人で仕事が完結していた私にとって、
この共同作業はとても新鮮で楽しい
ものでした。

結果的に出版は成功し、この「ブロ
グ営業術」は 2 万部を売り上げるこ
とができました。出版に関わってくれ
た人と一緒に飲むお酒は美味しくて、

「よかった」と口々に言い合ったとき、
初めて「仕事ってこんなに楽しいもの
なんだ」と思った記憶があります。こ
の 2 つの出来事によって、私は「1人
で仕事をするよりも、仲間と一緒に仕
事をしたい」と思うようになりました。

初めての採用

2005 年の暮れに、ブログを見た
ある女子大生から「一緒に仕事をさせ
てください」と連絡が入ります。彼女
は⾏政書士の資格を取っていて、自分
も⾏政書士として働きたいという意思
を持っての⾏動でした。この申出を受
けて、翌年の 4 月から初めて人を雇う
ことを決めます。ですが、やはり最初
からうまくいくわけがありません。

このときの失敗は、「教えない」
「話さない」というコミュニケー
ション不足。採用自体が初めてだっ
たこともあり、採用後のことが何も見
えていませんでした。来てもらうのは
いいけれど、任せられる仕事がない。
本人も⾏政書士の仕事は未経験なの
で、まずは基本的な仕事の進め方を
教えなければいけない。ですが、当
時の私は月に 1 冊本を書いていたの
で、教える時間が取れません。

最初はとりあえず一通りのことを教
えて「できたらチェックするから、ま
ずはやってみて」といって進めていま

したが、途中から「わからないことは
役所に聞いて」と役所に丸投げするよ
うになってしまいました。これは合理
的判断といえばそうで、最終的にその
書類にゴーサインを出すかどうかは役
所が決めることです。なので、私に聞
くよりも役所に聞いた方が確実だとい
う趣旨でしたが、今思えばかなり突き
放した対応だったと思います。

さらには、それまで誰かと一緒に長
時間仕事をした経験がなかったので、
仕事中にどんな会話をすればいいか
がわからない。事務的なやり取りはし
ますが、それ以外の雑談をどれくらい
していいものなのか、個人的なことを
どれくらい聞いていいものなのかが全
く分りません。結果、仕事は教えない、
会話もしないという、かなり冷たい上
司になっていました。半年くらいして
彼女は退職しましたが、一緒に働きた
いと言ってくれた人が「この会社では
働けない」といって去って⾏くことが
どれだけ辛いことか、そのときに初め
て思い知りました。

次の採用では、社内環境の大
事さに気がついた

その後も私1人では仕事がまわらな
い忙しさだったため、社員を新たに雇
用します。採用した社員は女性 2 人
でしたが、そのうちの1人が辞めると
きに「社内で女子トークができて楽し
かった」と話しているのを聞いて、社
内環境を整えることも大事だと気づき
ます。今でこそ弊社のオフィスでは、
イベントごとに飾り付けをしたり、社
員が好きなものを会社に持ってきたり
しています。ですが、当時は全く違い
ました。オフィスは「仕事さえできれ
ばいい場」だと考えていましたし、最
初の採用でコミュニケーションに課題
を感じてはいたものの、やはり答えは
まだ見つからないまま。ですが、この
社員の言葉によって、それまで自分に
なかった視点が生まれます。

目的に向かって猪突猛進する人
もいれば、会社で過ごす時間を大
事にする人もいる。仕事を通じて
ライフスタイルを楽しみたい人も

いることを知りました。そこから、
合理性だけを追求するのではな
く、オフィスの環境を整えるとい
う視点が加わることになりました。

小さな組織に、役職は要らない

その後も社員を採用し、少しずつ
安定した組織に向けて会社も成長して
いきます。採用を重ねるごとに、社内
でのコミュニケーションは少しずつ取
れるようになっていきました。その中
でまた1つ失敗だったのが、社員
に役職をつけたことです。士業事
務所もそうですが、小規模の組織
には基本的に役職は必要ありませ
ん。社員に役職をつけると、社員間で
上下関係ができてしまいます。後から
入社してくる社員は役職者を No.2 だ
と思うものですが、役職者が経営者
から降りてきた仕事をするだけ、他の
社員に対して指示をするだけだと、他
の社員から「あの人は何をしているの
か」とか「仕事をしない」といった不
満が出てしまいかねません。

さらに、当時のパワーコンテンツ
ジャパン株式会社では、対外的にわ
かりやすいように「コーチング事業部」

「コンテンツ事業部」など、いろいろ
な部署を作っていました。そこに社員
を1人1人配置していましたが、それ
によりさらに上下関係が複雑に。「こ
の部のトップは私だ」という、縄張り
意識のようなものが芽生えてしまいま
す。

1 度こういった部署や役職を作って
しまうと、それをなくすのは本当に大
変です。例えば、出資して役員にな
るというのなら、責任も増えるため他
の社員からの不満は出にくいでしょう。
しかし、責任は増えないのに権力
だけを与えてしまうのは得策とは
言えません。

最終的にどうしたかというと、ある
時期にマーケティング事業部以外の
部署を全てなくし、全社員をマーケ
ティング事業部に集約させることにし
ました。そのときに役職もなくし、全
員がフラットに並ぶ形に変えました
が、最初に社員に役職をつけてからこ
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こにいたるまで、数年の歳月と多大な
労力をかけることになりました。

社員に合わせすぎると甘えが出
る

社員への信頼は昔も今も変わりませ
んが、最初の頃は信頼をはき違えてし
まい、社員に合わせすぎて、いろい
ろなことがなあなあになってしまって
いました。これも1つの失敗といえま
す。私が出張の時に困らないよう、会
社のカギを全社員に渡したところ、勝
手に出社する人が出てきてしまったこ
ともありました。「今日は仕事をしたい
ので」といって休日出勤し、「仕事をし
たのでその分給料をください」と要求
してくる。そうさせないようにカギを
回収できれば良いですが、その社員
だけカギを渡さないわけにもいきませ
ん。当時は土日もセミナーなどで仕事
が入ることもあったため、社員の遅刻
や早退に関しても、今より管理が甘く
なっていました。

なあなあになってしまった原因
のひとつが「嫌われたくない」と
いう私の思いです。同じ時間を共有
して働いていると、本当の家族よりも
社員の方が一緒にいる時間が長くなっ
てくる。そうすると、やはりできるだ
け仲良くしたいと思ってしまう。そうし
て社員に迎合し、色々なことをなあな
あで許してしまっていました。

仲が良いのはいいことですが、
どこかでドライに線引きをしてお
かなければ、最終的に辛くなるの
は経営者です。家族や友人とは違っ
てお互いのメリットがあるから一緒に
いるのが会社であり、社員です。社員
に嫌われたくないがために、言いたい
ことも言えなくなるのは良いことでは
ありません。LEGALBACKS でご
相談を受けていると、対人関係の
ストレスから「自分の事務所に行
きたくない」といって悩んでいる人
も結構いらっしゃいます。人によっ
て適切な距離は違いますが、まず
は所長が自分にとって適切な距離
を保つことが必要です。

形 だ け で 導入して失 敗した
「Good&New」

いろいろなところで話しているの
でご存じの方もいるかと思いますが、

「Good&New」というワークを取り
入れたことも失敗でした。毎週月曜日
の午前中に全社員で集まって、「今週
起きたよかったこと」をそれぞれが報
告するというものです。社員はコメン
トを言い合い、最後は拍手で終わる
というのが、Good&New の大まか
な流れです。このワークをすることで
社員の仲が良好になると聞いたので、
やってみようと思って始めました。

ですが、これが大失敗。なぜか
というと、当時の社員のキャラに
合わないワークを入れてしまった
からです。月曜日には全員が集まる
ものの、何を話していいか分からな
い。とうとう、社員からは「これ、意
味あるんですか」という声が出たりも
しました。とはいえ、続ければ何か
変わるのではないかという期待もあっ
て、しばらくは月曜日の午前中を全
てGood&New のために使っていまし
た。それでもやはり耐えられず、発案
者なのに月曜日に出張を入れるように
なってしまいました。完全に「もう止
める」とは言い出せず、自然消滅を待っ
てしまったことも失敗だったように思
います。

社内のコミュニケーションは、
デスクトップパネルの高さ1 つ
で変わる

弊社は代々木から四⾕にオフィスを
移転しましたが、四⾕に来てから変え
たことがあります。それが、社員のデ
スクトップパネルの高さです。これも、
コミュニケーションのある失敗から学
んだことでした。今のデスクトップパ
ネルの高さは、少し顔を上げると他の
社員の顔が見える高さにしてあります。
座っていると他の社員は目に入ら
ないので、集中して仕事ができる。
でもコミュニケーションも円滑に
取ることができる。そんな高さに

しています。ちなみに、私のデスクに
はパネル自体がありません。社員が
なにか聞きたいときに抵抗なく話しか
けられるよう、いつでも目線がちゃん
と合うようにという意図があります。

代々木にいるときは、その倍くらい
の高さのパネルを使っていました。し
かし立ち上がらないと他の社員と顔を
合わせられないので、集中して仕事は
できても、コミュニケーションを取る
のが億劫になります。話しかけた方も

「仕事の邪魔をした」という意識になっ
てしまうので、結果的に喋る回数が
減ってしまいました。

パネルの高さを変えるときも、社員
からは反対意見が出ました。このよう
に、1度決めたことを変更するのはか
なり大変です。根回しをして丁寧に進
めていかなければ、思わぬところで反
対意見や抵抗が出てきます。いろいろ
な方針転換や社員の意見を聞く中で、
その辺りのことが徐々に理解できるよ
うになっていきました。

直感で採用しない

弊社では、最近まで面接は私が中
心に⾏っていました。面接、採用につ
いてもいろいろな失敗を経てきました
が、反省点として挙げられるのが、履
歴書をあまり重視せずに、ある種の
直感を信じて進めてきた部分があるこ
と。直感は大きく当たることもあれば、
外れることもあるので、やはり基準が
必要です。

今は社員が中心となって採用業
務を進めていますが、採用にあたっ
て「こんな人と一緒に働きたい」「こ
んな人を求めている」という求め
る人材像を社員全員で共有したこ
とで、以前よりも会社に合った人
が来てくれるようになりました。

採用に関しては、今も昔もポテン
シャルを重視しています。知識はあと
で身につけられるので、採用する時点
でそこまで高い知識は求めていませ
ん。ただ、ポテンシャルだけで人を採
用するのではなく、最低限のラインは
引いた方がよいと思っています。

ちなみに、学歴はポテンシャルとは
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関係ないと考えています。確かに高卒
よりも短大、短大より大学卒の方が
世の中のことを知っているのは事実で
すし、漢字が書けるとか、計算がで
きるといった一般常識、社会常識も
学歴に比例するところは大きいでしょ
う。ですが、「大卒だから優秀」「高卒
だから劣っている」ということは絶対
にありません。

採用するときには、「大卒の方が高
卒よりも指導が楽かな」くらいの感覚
で学歴を捉えおくと良いと思います。
あとは、事務所として求めるスキルに
合致しているかどうかの問題になるで
しょう。

アルバイトの先に正社員がある
わけではない

採用を始めた頃は、契約社員や正
社員ではなくアルバイトを採用してい
ました。ただ、アルバイトから正社
員になって頑張りたいという層は、
実はそんなにいません。そこに気
づかなかったのも、1つの失敗だっ
たかもしれません。

当時は、アルバイトが出世した形
が正社員で、アルバイトで働く人は出
世を望んでいるものだと思っていまし
た。だからアルバイトで採用しても契
約社員で採用しても、仕事に対する
モチベーションはさほど変わらないだ
ろうと考えていましたがそうではなく、

応募してくる人の層が全く違います。
中には正社員を目指している人もいま
すが、やはり基本はバイト感覚なので、
本格的に会社の戦力になる人を雇いた
いなら、少なくとも契約社員からにす
るべきです。

アルバイトやパートで人を雇えばコ
ストは抑えられます。ですが、そこか
ら育てて戦力にしようと思っても非常
に難しい。応募する側に立ってイメー
ジしてみるとわかりますが、アルバイ
トで働きたいと思うとき、「店長になり
たいから」とか「正社員になりたいか
ら」という動機よりも、制服がかっこ
いいからとか、このお店に憧れている
といったライトな動機の方が多いもの
です。また、アルバイトで採用すると
フルタイムで雇うことは難しいもので
す。私も週 3 で来てくれるアルバイト
社員を数人雇って事務所を回したりし
ていましたが、毎日来ないのでなかな
か育たないし、仕事も覚えられません。
受付や簡単な作業を手伝ってもらうく
らいなら問題はないでしょう。しかし、
本気で組織を作りたいなら、やは
りフルタイムで採用をかけるべき
です。

私もそうでしたが、士業事務所の多
くは、週 2 日からとか週 3 日からで
社員を入れておき、業績が上がったら
フルタイムにして、戦力になれば正社
員化するという絵を描きます。ただ、
全員がフルタイムで働きたいわけでは

ありません。もしそういった構想があ
るのなら、面接時に話して合意を取っ
ておくべきです。

社内で人を育てるコミュニケー
ション① 1 on 1ミーティングで
適性を見る

弊社では、才能が開花する社員が
出てくるようになっています。皆さん
の記憶にも新しいと思いますが、高金
大輝は 2018 年に大きく成長を遂げ
た社員の1人です。元々、彼は弊社の
ホームページを見て「働きたい」と問
い合わせをしてくれた社員です。
「他のどこでもなくこの事務所で

働きたい」と思ってくれている人
を受け入れ、才能を引き出して育
て、戦力にする。それは多くの士
業事務所が理想とするところなの
ではないでしょうか。弊社では、高
金だけではなくデザイナーの増井瞳
など、入社してから社内で才能を大き
く伸ばしてきた社員が多くいます。な
ぜそれが可能なのでしょうか。本
人のポテンシャルやモチベーショ
ンが大きいのは事実ですが、会社
のコミュニケーションのあり方も1
つの要因だと考えています。

高金の場合は、適性の分野がど
こなのか、しばらく様子を見ていま
した。ちょうど増井がセミナーの講
師を務めて結果を出したことが影響
し、「自分も結果を出したい」と思
うようになったタイミングがありまし
た。彼はまだ若いし、IT ツールに抵
抗もない。そこで会社としては、ネッ
ト広告を手がけてもらえると良いな
という思惑はあったものの、上から
の命令でそれを伝えても自主的に
伸びることは難しいと考えていました。
これは私の持論ですが、自分から「や
りたい」と思わなければ、大きな成
長はないと思っています。

私は任せたい業務があるときに
は、命令はせずに「こういうやり
方がいいんじゃないかと思うけど、
あなたはどう思う？」と問いかけ、
最終的には本人の判断に委ねるこ
とにしています。このときは、高金本
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人にネット広告への関心はあったもの
の、まだ若く経験が浅いため、「僕な
んかが教える立場に立ってもいいんで
しょうか」という不安の声が聞こえま
した。そこで「教えてもいいのか」と
いう不安に対して私は「ネットは若い
人の方が説得力があるから大丈夫だ
し、何かあったら私も教えることがで
きる」と話して不安を払拭しました。
こういったシーンで上司のトークが
上手ければ、本人のやる気を高め
ることができるので、ぜひ身につ
けていただきたいと思います。

社内で人を育てるコミュニケー
ション②ベイビーステップで成
功体験を積ませる

それでも、まだ⾏動していないので
「できるかどうかわからない」という
不安は残ります。そこで重要なのが、
階段を設定して小さなことから始
めること。ここは、本人ではなく
会社側がレールを引いてあげる必
要があります。そのときも「とりあえ
ずできるところからやってみよう」と
いう話になったとき、勉強はしてみた
いという返事が返ってきました。そこ
で「費用は会社で出すので、セミナー
に参加して勉強するところから始めて
みたら？」といってスタートしました。

ここから、実際に仕事との適性を
見ていきます。高金はネット広告に適
性があり、本人も学ぶ意欲が高まって
いました。そこで次に⾏ったのが、自
社の広告を運用させること。自社の広
告ならミスをしてもリスクも少ないで
すし、本人も大きな挫折を味わうこと
はありません。それがうまくいったら、
次にセミナーを企画し、コンテンツを
まとめてアウトプットする機会を作り
ました。次に内々で無料モニタを募っ
て少額で有料化。このように、徐々
に「本格的にお金を取る」という
ゴールまでのステップを作ってい
きました。こうすると、小さな成
功が重なっていきます。会社側で
ステップを上手く作ってあげられ
ると、社員は成長を楽しめます。

社内で人を育てるコミュニケー
ション③報告するだけではなく
体験させる

弊社では、新規事業を始めること
も多々あります。LEGALMAGIC を
始めたときのことを少しお話ししま
しょう。着想は 2017 年 3 月あたり。
企画書を作って準備をし、実際の運
用を担当してもらうスタッフも木我理
恵に決まりました。ただ、新規事業
に関わってほしいといわれても、具体
的にどんな動きをすれば良いのかは、
なかなかわからないものです。それ
に、LEGALMAGIC 自体もまだ生ま
れたてで形にはなっていない頃だった
ので、私は木我と一緒に⾏動して準
備を進めていきました。

新規事業を立ち上げて担当者に
運用を任せたいと考えたときは、
所長に付き添わせて一緒に行動す
れば、どのように企画が形になっ
ていくのか職員も実感できます。
単に所長だけが動いて「今日はこ
ういうことをした」「こうすること
に決まった」という報告をするだ
けでは、担当者もどうすれば良い
か分かりませんし、自分ごととし

ては考えられません。余計にコスト
がかかったとしても、特に事業の立ち
上げの時期は、一緒に⾏動して起き
ていることを見せることが重要です。

少し余談ですが、所長がセミナーに
参加して感化されて事務所に帰ってき
ても、職員とは温度差が生まれるだ
けです。だから、所長がいくら熱く語っ
ても、共感せずにぽかんとされてしま
う。職員を感化させたいのなら、一
緒に⾏動するのが一番です。

今、パワーコンテンツジャパン株式
会社では、社員1人1人が会社に貢
献したいという意識を持ち、自走し始
めています。社員に迎合していた時期
からここまでもっていくには何年もか
かりました。いろいろな試⾏錯誤や失
敗を振り返って今言えるのは、まずは
経営者が会社の定義をしっかり決め
ることが重要だということです。これ
から事務所を組織化していこうと考え
ている人や、組織のあり方に悩んでい
る人は、ぜひ参考にしてみてください。

横須賀輝尚（よこすかてるひさ）
パワーコンテンツジャパン株式会社　代表取締役。
特定⾏政書士。WORKtheMAGICON ⾏政書士法
人 代表社員。

専修大学法学部卒。大学在学中に⾏政書士資格に
合格。2003 年、23 歳で⾏政書士事務所を開設し、
独立。 2005 年、労働集約型の士業の仕事 ( 法定
業務 ) からの脱却を目指し、セミナー業務やコンサ

ルティング業務で収益を上げながら、結果として士業の仕事を獲得していく逆転
の発想によるビジネスモデル「資格起業家」を考案、年収 1000 万円超を実現す
る。2007 年に士業向けの経営スクール『経営天才塾』をスタートさせ、創設以来、
全国延べ1700 人以上が参加。士業向けのスクールとしては事実上日本一となり、
2017 年には10 周年を迎えた。これまで会員士業からの相談メールには、2 万
件以上の回答してきた実績がある。現在、菰田弁護士とともに高難度業務研究会
on 弁護士顧問契約「LEGALMAGIC」を主宰する。著書に『資格起業家になる ! 
成功する「超高収益ビジネスモデル」のつくり方』( 日本実業出版社 )、『お母さん、
明日からぼくの会社はなくなります』( 角川フォレスタ ) など、多数。
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天才塾解決事例集

ライバル事務所との差別化をどうはかればいいのか？
2018 年でいえば、高難度業務を身につけることがひとつの方法。具体的な同業他社がある場合、典型的なのが価格で勝

負することだが、経営的には避けたい。ベストなのは、自分なりの強みを持つこと。例えばレストランなら、その店でしか食べ
られないものがあるなど。それがない場合、SWOT 分析的な発想を使える。つまり、他社の強みと弱み・自社の強みと弱みを
ピックアップし、他社の弱いところで自社の強みで勝負できることはないかを探すというやりかた。例えば、ビジネス街なのに
他店は料理が出てくるのが遅いとするなら、自店は「待たせずにサーブできる」というのが強みになる。これが基本的な考え
方。しかし横須賀はこの考え方には沿っていない。競争すると勝ち負けの世界に入ってしまい、長く続けるほど疲弊する。小さ
い会社は戦わない方向に持っていったほうが良いと考えているからである。戦いに⾏ったら負ける可能性がある。以前実施して
いたセミナーでも「負けないルール」について話したが、参入障壁を作って他が入りにくくする・毎月収益が入ってくる強固なビ
ジネスモデルを持つ・絶対に誰も真似できないブランドを作る・競争がないエリアで勝負するということが重要になる。マーケッ
トを作り出すということ。「戦わない」「負けない」ことが大切。

自分より年配の人やキャリアが上の人に対してどうしたら堂 と々できるか？
なぜ堂 と々できないかというと、自分の勝手なフィルターで話している、相手の肩書きやビジュアルの情報などの背景と話

をしているから。背景と会話をしているだけで、人と会話をできていないということ。横須賀も 20 代の初めの頃は、セミナー
の参加者に年配の人などがいると気後れしていた。だが名刺交換をしてみると、これから開業する人だったりもした。こうして
場数を踏むことによって、気後れすることはなくなっていった。また、自分の実力がまだ追いついていない場合は、自分の経験
に基づくこと（＝結果が出ていること）だけを話す。ちなみに、自分よりもハイキャリアの人や年配の人に短い時間の中で覚え
てもらうには、変化球を投げるか自分のフックを作っておくしかない。

異業種交流会の集客はどのようにすればいいか？
他の異業種交流会やセミナーでチラシを配るほか、これまで名刺交換した人に一斉配信でメールを配信して告知した。送

り先が５００名ほどになると、毎回１０〜２０名くらいは確実に集まるようになる。直接伝える、というのがメールでもアナログ
でも重要である。そのほか、参加者には継続して案内を送ること。できればニュースレター等、会の情報を伝えると再参加し
やすい。実際に飲み会だけで紹介を増やしている例もある。 

※地方都市で地域に根ざした交流会であれば、新聞・ラジオ等に持ち込めば記事にしてもらえる可能性がある。

地域限定で仕事をする場合の注意点は？
取り扱い業務は絞っていくのがランチェスター戦略の基本。しかし、地方都市で業務を絞りすぎると仕事そのものが減少し

てしまうので、ニッチな業務を扱う場合には、ある程度商圏は広く考えないと、ビジネスは成立しない。

無料で提供するものと有料で提供するものの違いは ?
提供するコンテンツは、「読者が次のアクションを起こしうる」くらいの量と質の情報を提供することが大切。無料のものだ

からといって手を抜かず、他の士業とは違うという所を見せる必要がある。無料のもの、有料のものの違い自体はほとんど無
いだろう。

横須賀社長が考える「士業業界の不況」とは、どういった場合に起こりうると思いますか？
士業が何も考えずに諦めたときじゃないでしょうか。。法改正とかそういう影響を含めなければ、景気の影響を受けるよう

なレベルの事業じゃないはずです。⾏動あるのみ。

初めてのセミナーで準備したことは何ですか？
レジュメ、レジュメへのメモ書き。板書用の資料。録音用テープレコーダーなど。アンケート取ることは忘れました。笑本

当に真っ白になっちゃいましたね、最初の15 分は特に。。

講師を依頼されたとき、何を基準に受けるかどうかを決めますか？
講演の意義。なんで横須賀なのか。主催者の情熱。何人集まるのか。講師料は最後です。⾏政書士会の講演とかは喜んで

やります。

開業時の不安がなくなりません。どうしたら不安はなくなるのでしょうか？
不安は自体は無くなりません。私も今でもあります。将来どうなるんだろうーとか。段階に応じて違った悩みとかが出てくる

ので、不安は消えないんです。でも、そういう不安は解消しないと次にいけないのです。そして、不安を消すには、経験・実
績を積んでいくしかないです。ちょっとずつでも実務をやる、名刺を配るとか、ただ家にいるだけじゃ絶対に不安は無くならな
いです。⾏動してみましょう。

ジョイントビジネスのポイントは何か？
紹介をするのであれば、紹介料の取り決めを⾏う。お金がなあなあになると、あっさり破綻する。そのほか、タスク管理

をきちっとしないと、ただ集まるだけになってしまう。リーダーシップを取る人間が必要。アライアンスとして一緒にビジネスを
組む場合は、主導権をとることと、できる限り短期間のプロジェクトの積み重ねであることがポイント。自分が主導権を取らな
い限りアライアンスビジネスはうまくいかない。また、アライアンスを長く組んでいくと、それぞれの会社の状況が変わってくる。
5 年後自分にとっては素晴らしい事業でも、相手にとっては不要になっている可能性もある。
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経営書ベストセレクション

今回の選書は、稲盛和夫さんの「ア
メーバ経営」（日経ビジネス人文庫）
です。この本は漫画も出ているので、
忙しくて時間がない人や経営について
ある程度理解できている人は、漫画
でも十分だと思います。

「アメーバ経営」とは

アメーバ経営について簡単に説明し
ましょう。アメーバ経営とは、部門ご
との収支を完全公開することで社員1
人1人が利益を意識し、全員が組織
の目的に沿って経営者的に動けるよう
になる、という経営管理手法です。

アメーバ経営の優れているところ
は、社員1人ひとりが利益に関して貢
献しようと考えられるところです。改
めて読み返してみましたが、やっぱり
よくできています。

ちなみに、パワーコンテンツジャパ
ン株式会社はアメーバ経営を半分導入
しているようなイメージです。財務諸
表は全部公開していませんが、社員は
自分が携わっている事業がどのくらい
の売上なのかということは把握して仕
事をしています。

ただ、だったら士業事務所で部門ご
とに収支を公開したら職員がみんな

利益のために頑張るのか？というと、
そんなに単純な話でもありません。部
門収支を公開するだけでは意味がな
いんです。

どの要素が欠けてもうまく行か
ない

稲盛和夫さんの著書で有名なものに
「京セラフィロソフィ」という本があり
ます。ここでも書かれていることです
が、大事なのはやはり理念です。事務
所が実現したい理念があって、さらに
組織の目的が明確になっていること。
そして、その上で社員1人ひとりが受
け持つ部門の収支が公開されている
こと。そうすることで、「利益に貢献す
るとちゃんと自分にも返ってきますよ」
ということが伝わるんです。
「アメーバ経営」にも書かれていま

すが、単に部門収支が公開されてい
るだけでも不十分ですし、組織の目
的があるだけでも不十分。どれが欠
けてもうまく⾏きません。組織の目的
が明確で、仕事の範囲もコンセプトが
決まっているから把握できる。そうす
ると、社員にも頑張り方が見えてきま
す。その時に初めて収支が公開されて
いる意味が出てきます。ここで収支が
公開されていないと、頑張ったことが
いったい何になるのかが分からないん
です。

頑張ったことがどこに繋がるのかを
社員が把握できないと、「掃除を頑張
ります」とか、少しずれた頑張り方を
してしまう人が出てきてしまいます。
そういったことは間違ってはいません
いし、円滑なコミュニケーションのた
めには必要なものでもありますが、利

益に直接貢献していない頑張りなの
で、違和感が残ってしまう。アメーバ
経営にある考えを浸透させていくと、
こういったずれた頑張りの発想になる
人がいなくなります。

それから多いのが、売上目標に向
かって社員の士気を高めたいけどうま
く⾏かないというケースです。アメー
バ経営的な仕組みがない士業事務所
だと、売り上げを公開して「今月は
300 万⾏くぞ」と所長が言っても、ス
タッフのほとんどが関心を持たないは
ずです。それは、自分と無関係だから。

所長は売上が上がれば所得が上が
るから良いかもしれません。ですが職
員である自分たちには反映されないと
なれば、「頑張ってください」としか思
いませんよね。売上が上がることが給
料に反映されれば、職員も嬉しいと思
うものです。ただ、営業職であればノ
ルマの達成率が数字で見えるのでやり
がいも生まれやすいですが、事務職な
どの場合はさらに難しいところがあり
ます。

そこで重要なのは、やはり稲盛和夫
さんのフィロソフィにあるような「理
念」や、「事務所が社会に与えている
意義や価値」について、職員にしっか
りと理解してもらうことです。売上が
上がることが給料に反映され、さらに
自分の仕事が売上に関与しているとい
うことが分かれば、事務所の売上は
自分ごとになりますし、経費を使うと
きにも「節約しよう」という意識が生
まれるものです。

今回は、稲盛和夫さんの「アメーバ
経営」をご紹介しました。興味がある
方は、「京セラフィロソフィ」も合わせ
て読んでみてください。

稲盛和夫　著

アメーバ経営 ( 日経ビジネス人文庫 )
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Genius One ダイジェスト

【〈初心者向け〉GDN・YDN の掲載面の違いや特徴とは？】

同じディスプレイでもGDN、YDNには決定的な違いがあります。配信量はGDN、配信面の質はYDNに軍配が上がっ
ているイメージです。

【あなたの広告は大丈夫？？最低限確認したいリンク先ページの 3 つのステップ　STEP 3】

意外と LP の「問い合わせボタン」の形態って気にされてない気がします。

【除外キーワード登録を簡単に – Google 広告編 –】

除外キーワードは効率重視がいいと個人的に思っています。すべて完全一致での除外ではキリがないですね。

【〈ニュース〉Google が電話専用広告のテキストを拡張するなどのアップデートを発表】

電話専用広告のアップデートです。「労務相談」や「離婚相談」は電話専用広告でもある程度結果がでるんじゃない
かと個人的に考えています。

【YouTube 広告はどこまでターゲティングできるか徹底解説】

現在私もYoutube 広告少し触ってますが、感覚はディスプレイ広告と似ている気がします。

【【リスティング広告運用者向け】ドメイン変更のサイトリニューアルって何をしたらいいの？】

ドメイン変更の際の手順です。リマケリストの設定などは必須ですね。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。

【農地付き空き家　取得面積に特例市町村が　「下限」設定へ】

農業再生はずっとテーマとして挙がってますが、一部しか取り上げられないため、こうなるんでしょうね。

【国立大学法人法改正案を閣議決定　「1 法人複数大学」可能に 】

面白い試みだと思いますけど、定員割れしたいま、大学自体が増えてどうなるの…？とは思います。

【離婚夫婦の子、引き渡し緩和＝民事執行法改正案を閣議決定】

共同親権も現実的になって⾏くのでしょうか？

【ゴルフ税廃止法案、議連が了承　今国会提出目指す】

知らないところで減税…？国からというのが気になります。

【外国人労働者増加に向け、医療保険の対象を国内居住者に限定へ】

外国人には厳しいですが、本来はこうなんでしょうね。
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Genius One ダイジェスト

【高等教育無償化法案を閣議決定＝授業料減免や奨学金拡充】

大阪とかは全部ではないようですが、すでに無償化していますね。

【政府が幼保無償化法案を閣議決定　１０月実施へ早期成立目指す】

少子化に歯止めをかけるには、ひとつは価値観の転換。もうひとつはお金が必要です。

【児童福祉司の任用　厳格化…法改正へ「相談業務の経験」】

絶対数が少ない現状で、どこまで改善できるか。そこがポイントです。

【NHK のネット同時配信解禁　放送法改正案閣議決定】

これはスマホでの受信料徴収の第一歩ですね。。。

【「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました】

注目は損害賠償のところ。ライセンス料相当額とあるので、場合によっては高額化するでしょう。

【意匠法改正案を閣議決定　建築物の壁に投影した画像も保護】

意匠はそこまで一般的には注目されていないですが、権利を守る方向で進んでますね。

【政府、郊外の空き家解消へ法改正】

たぶん空き家の問題は、法律では解決しないと思う。

【首相「体罰禁止を法定化」　虐待防止法改正 】

児童虐待防止はもちろん賛成なのですが、こんなのも法制度化しなきゃいけない時代なんですね。。

【相続登記義務化を提言】

これが決まったら、即地域指定郵便で DM ですね。まあまあ当たると思います。

【労働条件、母国語で説明を　外国人雇用指針を改定】

日本は昔から外に合わせますね。海外は雇用者が合わせにいくのに。

【携帯値下げへ改正法案決定　端末・通信料の分離プラン義務化】

ほかの通信会社も頑張っていると思うんですけど、営業が規制されている気がします。

【障害者 “ 水増し” 雇用受け、法改正案提示】

人数義務というよりは、門戸を開いて雇用義務をつくり、その最大人数を決めるってのはダメなんですかね。
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メルマガバックナンバー

No.597 【チャンスを
どうやって掴み取るか】

チャンスには大きく2 つあって、法
改正や新法施⾏という時期が確定し
たチャンスもあれば、世の中の空気の
変化によって生まれるチャンスもあり
ます。世の中の空気を読んでチャンス
を掴むのは大変なので、士業として
は、法改正や新法施行などの確定
したチャンスを狙ったほうが確実
に勝てます。

法律のできる瞬間が国会の閣議決
定なので、そこを追っていくといいで
しょう。具体的にチャンスをどう形に
するかについては「マイナンバーで稼
ぐ技術（飛鳥新社）」に詳しく書いて
いますので、ぜひ参考にしてみてくだ
さい。

内容について少し紹介すると、例
えば法改正があったら説明会やセミ
ナーを開く、教材を作る、新しい法
改正を入り口にして顧問を取るといっ
た方法が考えられます。ただ、意識し
ていなければ、チャンスにはなかなか
気づくことができません。チャンスが
すぐ横を通り過ぎていることもあるの

で、「どこかにチャンスはないか？」と
いつも探す姿勢でいることが大切で
す。

チャンスのタイミング

チャンスはタイミングも重要だとい
われますが、確かに、早すぎてもダメ
です。ですが、準備には早く取りかかっ
ていた方が、うまくいく確率は上がり
ます。特に法改正などの確定チャンス
の場合はそうでしょう。

私の場合は、新会社法の施⾏とい
うビジネスチャンスに乗れたことが 1
つの成功でした。2006 年に商法が
会社法に変わり、2006 年の 5 月 1
日施⾏に会社法が施⾏されましたが、
4 月 25 日に株式会社の本を出してい
ます。もちろん、準備は半年以上前
から⾏っていました。

チャンスかもしれないと思うことを
見つけたら、「ケガをしなければやっ
てみよう」という意識を持つことが大
事です。ケガさえしなければ、失敗し
てもいいんです。失敗することも予
定に入れこんで、多めにチャレン
ジする。それが、チャンスを掴む1つ

のポイントと言えるでしょう。

チャンスは自分で作る

世の中の情報を集めてチャンスを掴
むための戦略を立てることも大事です
が、自分で「これはチャンスかもしれ
ない」と認識することも重要です。そ
れが、自分でチャンスを作り出すこと
に繋がります。

私も、名刺交換や相談を持ちかけ
られたら「これはチャンスなのかもし
れない」と仮定しながら対応してきま
した。実際に起きている事実は 1つ
ですが、その事実を多面的に見ること
はできます。例えば、リストラをピン
チと見ることもできれば、独立するチャ
ンスと見ることもできるように。

ベストな時期なんてない

LEGALBACKS の会員さんからよ
く寄せられるご相談の1つに、「ベス
トな時期が来たら独立しようと思いま
す」とか「落ち着いたら新しいビジネ
スを始めたいと思います」というご相
談があります。

ただ、やはりベストな時期なんて来
ません。特に今は時代の流れが早く
なっていて、わずか数年後であっても、
世の中がどう変わっているかは読めな
い時代です。職員を 5 人から 30 人に
したいとか、売上を10 倍にしたいと
いうようなことは、すぐに現実化する
ことは難しいかもしれません。ですが、
長期的な目標でも、今すぐ取りかから
なければやはり現実化は延びていきま
す。そう考えると、やはり自分でチャ
ンスのタイミングを決めなければ
なりません。

このメルマガを読んでくださってい
る方の中には、広告を出したい、ホー
ムページを作りたいというように、い
ろいろな構想を立てている方も多いと
思います。それらに関するマーケティ
ングやビジネスノウハウはたくさんあ

メルマガバックナンバー
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りますし、探せばすぐにそれらの情報
にアクセスできます。ですが、「いつ
始めるのがベストなのか」ということ
は、誰も教えてはくれません。アドバ
イスはできても、決めることは本人以
外できないんです。

何かを始めたいときは、時期を
待つのではなく、まず期限を決め
て実際に行動してみることをお勧
めします。例えば、セミナーなら会
場を押さえてしまう。そうすることで、
今動かざるを得なくなります。今日は、
チャンスの掴み方についてご紹介しま
した。チャンスは降ってくるもので
はなく、自分で作るもの。この意識
を何よりも大事にしてください。

No.598
【ビジネスとスランプ】

ビジネスにスランプはない

独立開業間もない人が「スランプで
うまく⾏かない」と悩んでいることが
ありますが、それはただ実力が足り
ていないだけで、スランプではないこ
とがほとんどです。厳しい言い方です
が、スランプという言葉は一流の人
が使う言葉であって、実力が伴わ
ない人が使う言葉ではありません。
実は私もそう思ってから「スランプ」と
いう言葉を使うことを止めました。ビ
ジネスにおいて、スランプは単なる自
分のモチベーションの問題であること
が多いのではないでしょうか。0, 何秒
を争うようなスポーツの世界では、ス
ランプは当然あるでしょう。どれだけ
努力を積み重ねてきても、本番の一
瞬で全てが決する世界ですから、些
細なことが勝敗に影響します。ですが、
ビジネスは基本的に失敗が許され
る世界です。例えば、ずっと当たって
いたＤＭが当たらなくなった、企画が
当たらなくなった。こういったことは
スランプと言えるかもしれませんが、
失敗しながら精度を上げていけばい
いので、スランプという概念はあまり
当てはまらないように感じます。

例えば開業したてでうまく⾏かない
とき。「うまくいってないならもっと頑
張るべきだ」と思いたくもなりますが、
人はうまくいっていないときには、あ
まり頑張れません。特に駆け出しの時
期に、やる気を高めて走り続けること
は難しいものがあります。

ビジネスの世界は、すごろくでいう
「上がり」のような明確なゴールがあ
るわけでもないので、ペースも掴みづ
らいし、頑張りどころの見極めも難し
いものです。これは、ゴール設定がな
い長距離マラソンで完走できないの
と同じです。特に、自営業である士業
は1人でいる時間も多いので、考えす
ぎた結果、最終的にモチベーション
が下がってしまいやすいのです。

うまく行かない時期に、どうモ
チベーションを維持するか

1 人で考え込んで、最終的にポジ
ティブな結果にたどり着ける人はほと
んどいません。うまくいかないと考え
る方が現実的だからです。そこで、モ
チベーションを上げる方法として提案
しているのが、①運動する②美味しい
ものを食べる③元気な人に会う　と
いう 3 つです。

体を動かすと、人は活動的になりま
す。やる気が出ないときは、掃除やウ
オーキングを取り入れてみるといいで
す。それから、とにかく忙しくすること。
暇な時間はマイナス思考しか生ま
ないので、とにかく意図的に仕事
を入れることも有効です。

灯台代わりにコンサルタントを
つけるのも有効

開業した年になかなか結果が出な
い、うまく⾏かないというのはある意
味当たり前のことですが、「このまま
やり続けてうまくいくんだろうか」「結
果に繋がる⾏動を取れているんだろう
か」という迷いが、さらにモチベーショ
ンを下げます。このとき、自分がして
いる⾏動について「それで大丈夫です
よ」「少しずれていますよ」と判断して
くれる人がいるかで、状況はかなり変

わってきます。LEGALBACKS に入
会されているなら、迷ったら私や高金
に相談してください。方向性が合って
いることだけでもわかると、準備期間
の努力に自信が持てます。

多くの人が、このプロセスで自信が
持てなくて途中で挫折します。必死で
頑張っているのに、他の人が「この方
法はダメだ」と言っていたのを聞いた
だけで「止めた方が良いのかな」とぶ
れてしまう。こういうことは良くあるこ
とです。

中堅はアイデンティティーの問
題で士気が下がる

士業の場合は、開業して 3 年から
5 年くらいで調子が下がることも良く
あることです。ちょうど仕事に慣れて
きて、単調なところに飽きが出てくる
時期だからです。
「自分の事務所がなくても世の中は

成立する」ということに気づいてしま
うと、途端にモチベーションは下がり
ます。仕事に意義を感じられるよう
にするためには、最終的に自分は
何がしたいかを決めることが大事
です。そこが決まらないと、目標設定
もできません。

今日は、ビジネスにおけるスランプ
は多くの場合錯覚であるという話でし
た。スランプと感じている多くのこ
とは、単なるモチベーションの低
下です。具体的な方法でモチベーショ
ンを上げながら、本当に自分が実現
したいことを決める。スランプは、そ
の先にあるものだと思いますので、ぜ
ひその辺りを考えてみてください。

No.599【「働く」ということ】

「働く」ことの意味を見失うとき

学生の頃は、働くことそのものが新
鮮です。自分の適性にかかわらず仕
事を選んでもキャリアに影響しません
し、働いてみたい業界やお店で働け
ることが単純に楽しかったりもします。
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アルバイトなどを転々としながら、進
みたい業界や仕事が見つかっていくの
が一般的です。

その時期を過ぎ、社会人として本格
的に働き始めると、働くことの意味を
見失ってしまうことがあります。どう
いうときに意味を見失いやすいかとい
うと、自分のしていることが無価値、
無意味に感じてしまうときです。「自
分がこの仕事をしなくても、世界は回
る」「誰も困らない」と思い始めてし
まうと、仕事が単なる労働になってし
まいます。

仕事に何を見いだすか

イソップ童話の、3 人のレンガ職人
の話をご存じの方もいるでしょう。こ
の「仕事」の意味を分かりやすく例え
た話です。ある日、一生懸命レンガを
積み重ねているレンガ職人の前に、1
人の旅人が通りかかります。旅人はそ
れぞれの職人に、「あなたは何をして
いるのですか」と尋ねていきました。

1人目の職人は「毎日毎日、こうし
てレンガを積み上げているだけだ」と
辛そうに答えます。2 人目は、「大き
な壁を作っています。家族のために仕
事をしています」と答えました。そし
て 3 人目は「歴史に残る偉大な大聖
堂を作っています」と答えたのでした。
同じ「レンガを積み上げる」という仕
事も、そこにどんな意味を与えるかに
よって、こんなにも変わります。

この 3 人のうち、誰が一番幸福か
はわかりません。ただ、1つだけ言え
るのは、「仕事に意義を見出してい
る人は強い」ということです。仕事
そのものの良い悪いではなく、自分に
とってその仕事がどれだけの価値があ
るのか、そこに気づいている人はぶれ
ません。士業の仕事も、代⾏業として
見ればそれまでですが、それ以上の
意味を見いだせる人もいます。士業の
仕事に価値や意味を見いだせないな
ら、コンサルタントなどの他の仕事を
するとか、高難度業務に振れるという
選択肢もあるでしょう。自分にとって、
どんなときに幸福感や充実感を得
られるかを知っておくことは大事

です。

多くの人は、感謝されることに
幸福を感じる

どういう時にやりがいを感じたり、
仕事で幸せや充実感を感じたりする
のか。多くの人が「お客さんから感謝
されたとき」ではないでしょうか。特
に日本人は、他者との関係性で幸福
感を感じやすい性質を持っています。

もしそうであれば、「自分の仕事や
労働を通じてどれだけお客様に貢献
できるか」にフォーカスすることで、
顧客満足度だけでなく、自分の満足
度も高まるはずです。ですが、多くの
場合「この仕事は面倒だ」とか「報酬
に労働が見合わない」など、自分に
都合が良いことばかり考えてしまって、
なかなか顧客主体で考えられないの
が現実です。しかし、実はそこがビジ
ネスが上手くいかない要因になってい
たりもするのです。

良いことをしたら良いことが返っ
てくる

ビジネスやお金を稼ぐことの本質
は、「相手のことを考えて貢献する」
ことです。お金を稼ぐことは簡単で、
誰かに貢献すればいいんです。逆
に言えば、貢献しない限りは、対
価としてのお金は返ってきません。
あまりに顧客側に立ちすぎるのもよく
ありませんが、しっかり貢献できてい
るなら、対価として報酬が返ってくる
のは当然のことです。士業の仕事を通
じて、何を成し遂げたいのか。それは
個人によって違います。ですが、幸福
の定義を決めておかないと、何かあっ
たときに気持ちが切れてしまいかねま
せん。ここは1 度しっかり考えてみて
おいてください。

私が今でも印象に残っているエピ
ソードをご紹介しましょう。市川善彦
さんという方にお会いしたときのこと
です。市川さんは、日本ガードサービ
ス株式会社という会社の代表取締役
をされている方です。私がお会いした
のは、私が開業してまだ 1年足らずの

頃。翌日に初めてのセミナーを控えて
いる時でした。このときは初めてのセ
ミナーを控え、ものすごく緊張してい
ました。開業したてだったということ
もあり、市川さんにいろいろなことを
相談した記憶があります。私の悩みや
不安に対して、市川さんがくださった
答えはすごくシンプルなものでした。
「たったひとつのことをすればい

い。それは、『会った人全部にい
いことをする』こと。そうするとい
いことが返ってくる。それだけ」

確かに、良いことをしたら良いこと
が返ってきます。ビジネスであるかど
うかは関係なくて、これは人間関係に
おいて当たり前の力学といえます。で
すが、ビジネスの場になると忘れてし
まう。私もそうでした。
「チラシを見てくれたら買ってくれる」

「売上はトーク力次第で変わる」と思っ
てしまいがちですが、その前に、人間
と人間なんです。まず人と人とが仲良
くなって、そこからビジネスに発展し
ていく。ビジネスにフォーカスしすぎ
ると、こんな当たり前のことを忘れて
しまいます。だから名刺交換でも、い
きなり自分の仕事や売りを話し始めて
しまいます。

ですが、相手にしてみれば「いきな
り売り込んできた」という印象にしか
なりません。仲良くなろうなんてとて
も思えないでしょう。そうすると、人
間関係を作るのも難しくなります。

普通に会話をして、何か役立て
ることを探す。リターンを求めな
い。基本に立ち返ってみることが
大事です。このとき「士業として役に
立たなければ」と力んでしまいがちで
すが、人として役に立てればいいんで
す。好きだと言っていたお菓子があっ
たから贈るでもいいでしょうし、法改
正があったら連絡してあげるでもいい
でしょう。見返りを期待せず、親切
を忘れない姿勢が人間関係を良好
にします。

LEGALBACKS で推奨している「御
礼はがき」もそうで、はがきを送った
からリターンが来るわけではありませ
ん。確かに御礼はがきはマーケティン
グの一環としてご紹介していますが、
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本質は「会ったことの御礼を伝える」
ためのツールです。御礼にはがきをも
らったら嬉しいし、他の人はなかなか
しない。だからアドバンテージになる
という話でしかありません。そこに過
剰な期待を求めてしまうから、30 枚、
50 枚出しただけで「効果がない」と
いって止めてしまいます。

ちなみに、私は 7,000 枚以上御礼
はがきを出しました。7,000 枚を超
えてからは数えていません。途中から
コンサルタントになったことで、戦略
上あえてこちらからは出さないことに
しましたが、それまでは「仕事に繋が
りそうか」というような分け隔てなく、
お会いした人に全て御礼はがきを出し
ていました。御礼はがきの目的が仕事
を獲るためだったとしたら、おそらく
7,000 枚も続いていないと思います。

今回は、「働く」ことの意味と、ビ
ジネスの本質についての話をしまし
た。少し自分の仕事の意義を見失っ
ているのなら、「何が自分にとって幸
福感を生むのか」をぜひ考えてみてく
ださい。

No.600
【うまく行っているときに気を
つけておきたいこと】

マーケティングでは、自分をい
かに客観的に見られるかが重要だ
と言われます。そういった意味でも、
コンサルタントをつけることで自分の
レベルや人となりがわかるので、有益
です。特にビジネスが成功してうまく
⾏き始めると、客観的に自分を見ら
れることは本当に重要な資質になって
きます。

成功すると、外見と現状に乖離
が生まれる

私の話ですが、独立して 2 年目で
本を出しました。このときまだ 25 歳
です。⾏政書士としても 2 年のキャリ
アでしたが、本は 2 万部を超えるヒッ
ト作になりました。当時はベストセ
ラーを出した著者に対する周りの評価

はすごく高くて、本を出したあと、「横
須賀さんって凄いですね」という賞賛
の声を多くいただくことになりました。

周りの評価が高まるほど、実際の
状況とは乖離が生まれます。収益の
面でいえば、出版したからといって売
上が倍になることもなく、むしろ原稿
を書くために⾏政書士の仕事をセーブ
していたので、売上自体は下がったく
らいです。

ですが、外から見ると「ものすごく
稼いでいる」「何でもできる」ふうに
見えたようです。実際に出版後、私の
下には「メルマガの書き方を教えてほ
しい」「新しい人を採用するのでアドバ
イスがほしい」など、あらゆる相談ご
とが集まりました。ですが、当時は今
ほど知識もありませんし、文章がうま
いわけでもありません。もちろん人を
採用したこともないので、アドバイス
もできない。こういった不均衡に悩ま
された時期がありました。

スペックを数値化することで、
自分を客観視していた

一方で、書籍の企画を作ることに関
しては、自分でも実力があると感じて
いました。出版社に出した企画案が
通る確率も高く、構成案を修正された
こともほとんどないからです。周りか

らは大成功したと思われていながら、
自分自身では課題も多いと感じていた
時期。このときに私がしていたのが、
現時点の自分のスペックを簡単に
数値化するということです。

例えば、満点を100 点として、企
画力は 80 点くらいかな、組織に関し
ては経験もないし 0 点かな、営業や
経理はどうだろう。そうやって要素を
数値化したことで、どのスペックが高
く、どのスペックが低いのか、どこに
課題があるのか、どこを伸ばしていけ
ば良いのかが可視化できました。こ
れは一例ですが、本の出版をその先
につなげられないとしたら、ビジネス
モデル構造についてのスキルが足りて
いません。「出版」をマーケティング
的に考えるなら、読者を自分のホーム
ページなどに誘導し、バックエンドの
商品にたどり着く仕掛けを作らなけれ
ばなりません。ですが、ビジネスモデ
ル構造に関するスキルが足りないと、
ただ「本が出ました」で終わってしま
います。

自分を客観的に見てスペックを
数値化することで、周りからの評
価に踊らされたり、成功して調子
に乗ってしまったりすることがなく
なります。今うまく⾏き始めている人
は、ぜひ参考にしてください。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム
2 月から横須賀がブログとTwitter

を本格的に再開しました。今回のコラ
ムでは、そのことについてお伝えしま
す。

ブログを note に移行しました

これまで横須 賀は、WordPress
で作ったホームページでブログを更新
していました。今は note でブログを
更新しています。更新も不定期でした
が今は毎日ブログを書いていて、毎日
最低でも1記事、多い時には 2 記事、
3 記事更新しています。

note というのは、作家やライター
などがよく使っているブログ型の SNS
です。note では、気になるアカウン
トをフォローをして、記事の更新を
追うことができます。このフォローが
できるというのが note の良いところ
で、さらにいいなと思う記事にはハー
トマークの「スキ」をつけることもでき
ます。そんな今風の要素が入ったブロ
グ媒体が note です。

弊社はこれまで、SNS 戦略を大き
く展開してはいませんでしたが、やは
り SNS の拡散力もあなどれないと
いう考えに⾏き着きました。今後は
SNS 戦略も力を入れていくつもりで
す。私もTwitter 広告などをどんどん
試していきたいと思っていますので、

もし士業の SNS 活用について何か気
づきがあれば、皆さんにシェアします
のでご期待ください。

Twitter を再開しました

ブログだけでなく、Twitter も再開
しました。これまで横須賀は Twitter
をあまり使っておらず、主にブログ
記事のシェアやセミナーなどの告知
をするという使い方をしていました。
ですが、2 月中旬辺りから本格的に
Twitter の運用を始めています。

実は、これは横須賀個人が決めた
ことではなく、社内でのミーティング
で決まったことなんです。情報を外に
発信していく段階に来ているのでは
ないかという話が社内で出るようにな
り、横須賀がブログと Twitter を始
めたという経緯があります。

今、横須賀は Twitter で、士業の
業界ってこうだよね、こうあるべきだ
よねという理念的な話やマインドにつ
いても発信していくようになりました。
というわけで、横須賀の最新のマイン
ドや思考を追うのなら、Twitterをフォ
ローしていただくのが第一近道です。 

ちなみに Twitter を再開してからこ
のコラムを書いている時点まではまだ
1ヶ月も経っていませんが、Twitter 
のフォロー数は 200 人くらい増えまし

た。いいねやリツイートも増えていて、
かなり注目されてきているし、盛り上
がってきていると感じます。

横須賀が 1人だけが外に向けた情
報発信をしているのではなく、社内全
体でも SNS を盛り上げています。社
員の木我理恵もTwitter 始めました
ので、こちらも、ぜひフォローしてみ
てください。

 ブログや Twitter は、直接会社の
利益に繋がることではありません。で
すが、情報提供をしていくことによっ
て今後弊社のビジネスを応援してくれ
る方が増えてほしいというところで、
必要不可欠な戦略だと考えています。

横須賀は本気でブログと Twitter
に取り組んでいますが、原動力は皆さ
んに情報提供したいという思いです。
ぜひ、アカウントをフォローしてみて
ください。情報も毎日更新されていま
すので、きっとお楽しみいただけると
思います。

横須賀のアカウントはこちらです

Twitter
@pcjyokosuka

note（ブログ）
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LEGALBACKS( 旧天才塾 ) 会員限定の本ニュースレター「DONO」（ドーノ）はイタリア語で「天賦の才」または「天分」と
いう意味です。入会した人が、天才的な起業家になってほしい。そういう願いを込めて創立した天才塾が発刊するニュースレター
は、常に優れた情報を提供し、よりあなたの天賦の才を活かしてほしいと考えてつくられています。「DONO」は、手軽に持ち
運べる最新の知の集合体。移動中に、商談前に気軽に読むのも良し。じっくり腰を据えて学ぶにも耐えられる情報媒体。ぜひ、
あなたの事務所経営に活用してください。

本誌掲載の記事について無断複写・複製・転載を禁じます
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広告の真価を知るための効果測定

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

今回のコラムでは、士業の世界にお
ける広告の効果測定についてお話しし
ます。広告において重要なのが、出稿
した後の効果測定です。しかし、士業
は長い期間広告や営業とは無縁だっ
たため、広告を出して効果測定すると
いう一連の流れに疎い方も大勢いらっ
しゃいます。後から詳しく解説します
が、今はリスティング広告が士業の
ネット広告の主流です。しかしリスティ
ング広告においても、効果測定を重
視している人は少ないというのが私の
印象です。

ネット広告の移り変わり

そもそも、ネット広告はどのように
移り変わってきたのでしょうか。効果
測定の本題に入る前に、まずはネット
広告の変遷についてざっくりと説明し
ます。2003 年あたりから、インター
ネットが広く普及。広告も、新聞や
チラシなどの紙だけではなくインター
ネットにも広がりました。この頃のネッ
ト広告の主流が SEO です。

SEO の知識がある方ならおわかり
になるかと思いますが、SEO 対策と
いうのは、とにかくメタタグや本文な
どに検索キーワードを盛り込み、被リ
ンクを多く貼ることでサイトの評価が
上がり、上位に表示されるというテク
ニカルなものでした。

しかし、テクニックで上位表示
させるサイトが増えたことで検索
結果の質が落ち、Google はコン
テンツをより重視し始めます。これ
が 2009 年あたりの動きです。ちな
みに LEGALBACKS では、2008 年
あたりから士業のネット営業について、
SEO ではなくリスティング広告でいこ
うと勧めてきました。

Wikipedia の登場によるネット
ユーザーの二分化

同じ頃、Wikipedia の登場によって、
ネットユーザーの目的が「情報を調べ
る」と「商品を購買する」に大きく二
分します。情報が載ったコンテンツ
を多く作ることで検索上位に上が

るというのが SEO ですが、情報
を盛り込んだサイトで上位表示に
成功しても、「商品を購買する」層
にはヒットしなくなっていきまし
た。商品を買いたい人にとっては、詳
しい情報が大量に載っているサイトよ
りも、商品を販売していることがわか
りやすいサイトの方が好まれるように
なったのです。

そもそもネットの世界では、オーガ
ニック検索でヒットしたサイトの方が
広告を出しているサイトよりも信頼性
が高いというイメージが持たれていま
した。しかし、ネットユーザーの目的
の二分化によって、広告そのものが
ユーザーに受け入れられるようになっ
ていきます。

リスティング広告に参入する士業
が増え、クリック単価も上昇

やがて SEO が全盛になると、SEO
対策を主な事業とする企業が乱立し
ます。こうして専門業者が SEO に力
を入れ始めたことでさらに SEO 競争
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は過熱し、もはや個人レベルではサイ
トを上位表示させることができないレ
ベルになってきました。それに伴って
リスティング広告にも多くの士業が参
入するようになり広告費も高騰してい
きます。最初は雑な出稿でも成約が
取れていたのが、しっかり対策を練っ
ていかなければ広告の効果を上げる
ことが難しくなってきたのです。

広告費の上昇により、効果測定
の重要性が増している

リスティング広告の効果を上げるた
め、複合キーワードにしてクリック単
価を下げるという対策を取る人も増え
ました。しかし重要なのは、効果測
定をしっかり行って広告の質を上
げ、より多くの成約につなげるこ
とです。広告を出してまだ効果がでて
いないというとき、心理的に目を背け
たくなる気持ちは理解できます。イン
プレッションもなく、クリックもされ
ないとなると、リスティング広告その
ものを否定したくもなるでしょう。し
かし、実は最も効果測定がしやす
いのがリスティング広告です。効
果を測定して改善していくことで
成果も出やすいため、効果測定を
しないのは損としか言いようがあ
りません。

士業がリスティング広告を最大限活
用して広告効果を高めるために、どの

ような効果測定をすれば良いのかを、
次に解説します。

まずはコンバージョン測定が大
前提

これまでリスティング広告を出した
ことがないという方や、リスティング
広告は出したことがあるけれど効果測
定には無関心だったという方は、まず
はコンバージョンに着目してください。
コンバージョンは効果測定の大前
提です。コンバージョンとは成約とい
う意味なので、案件を受注することを
コンバージョンだと誤解している方も
いらっしゃるかもしれません。しかし、
リスティング広告で使われるコンバー
ジョンは意味合いが違います。リス
ティング広告でコンバージョンが取れ
るというのは、メールフォームや電話
で問い合わせが送信されたことを指
すのです。成約が取れるという意味合
いではなく、成約の前段階のことなの
で注意してください。

リスティング広告を自分で運用され
ている方の中には、リスティング広告
の管理画面は見ていても、効果測定
は実際の電話の件数や来客数で判断
している人が大勢います。ですが、効
果測定をアナログでするのは二度手
間ですし、そもそもリスティング広告
を活用していながら効果測定をしない
のならば、リスティング広告を出す価

値が半減してしまいます。
前にもお伝えしたとおり、リス

ティング広告は極めて効果が出や
すい広告媒体です。しかし、効率
的に広告を改善していくためには
効果測定が不可欠なのです。効果
測定のためにまずすべきことは、
コンバージョンタグをサイトに埋
め込むことです。html の知識が必
要になることもあってこの作業が面倒
と感じる方も多く、そのことが効果測
定がうまくなされないことに繋がって
いると感じています。ですが、コンバー
ジョンタグの埋め込みは大前提の作
業です。コンバージョンタグを埋め込
むことで、コンバージョン数を測定す
ることができます。

効果測定で見るべきデータとは

効果測定をするときに管理画
面で比較的優先してチェックする
データは、広告が画面に表示され
た回数（インプレッション）ではな
く、クリック率です。クリック率と
は、広告の表示回数のうち、どれ
くらいの割合でクリックされたの
かというパーセンテージが重要で
す。クリック数やインプレッション数
の目安に関しては、よく「広告の表
示回数はどれくらいあればよいか」
と質問されることがありますが、表
示回数の目安は重要ではありません。
ただ、クリック数の目安としては月に
300 件のクリックがあることで、デー
タの精度が高まるといわれていますの
で、まずは月に 300 件のクリック数
を目標にしましょう。

基本的な発想として重要なことは、
コンバージョンが何件取れるかという
ことです。業種や仕事の内容によって
は、10 万回インプレッションがあって
やっと1 件依頼が来るようなものもあ
れば、インプレッションが 1,000 件
で 1 件の依頼に繋がるものもありま
す。一概に「インプレッション数がこ
れだけあればいい」とお伝えできるも
のではないのです。重要なのは、い
くらの広告費をかけていくらの仕
事を受注できたのかです。インプ
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レッション数やクリック数の目安
にこだわりすぎないことが肝心で
す。

コンバージョン数は正確ではな
い

広告の効果測定をするときに絶対に
外せないコンバージョンですが、コン
バージョン数と実際の成果数には若
干の誤差が出ることがあります。コン
バージョン数は完全に正確なものでは
ありません。コンバージョン測定は、
サイトにアクセスしたユーザー情報を
読み取り、このユーザーがいつどの広
告をクリックしたか、サイトにいつア
クセスしたかという追跡を⾏う仕組み
です。このとき、ユーザーが自分の情
報が埋め込まれた Cookie を削除し
たりすると、追跡し続けることができ
なくなるため、コンバージョン測定が
できません。

サイトに電話番号を表示し、そ
れを見たユーザーがスマホ上で電
話番号をタップすると電話がかけ
られるサイトが増えていますが、
最も誤差が生じやすいのがこの電
話でのお問い合わせです。ユーザー
が電話番号をタップした時点で測定さ
れるため、タップはしたものの、実際
には電話をしないミスタップも測定数
に入ってしまうからです。電話に関し
ては、実際に電話がかかってきた数
で効果測定するしかありません。

電話の効果測定は外部ツール
が必須

コンバー ジョン 測 定 に お いて、
Googleの場合は転送番号を割り当て
ることもできます。ユーザーがスマホ
から士業事務所の電話番号をタップし
たとき、Google が割り当てた転送番
号を挟み架電される仕組みです。転
送番号を間に挟むことによって、「この
番号にかかってきた電話は広告の効
果である」と判断する仕組みになって
います。この機能は無料で使えて便
利ではありますが、転送番号が頻
繁に変わるという大きな落とし穴

があるので注意です。例えば、ユー
ザーが電話番号をタップして電話をか
けてきたあと、スマホの発信履歴か
ら再度電話をかけようとすると、転送
番号が変わってしまっていたら、事務
所に電話がかかってきません。

しかもこの転送番号はユーザー
の番号にも割り当てられるので、
士業側が着信履歴をたどってユー
ザーにかけ直すこともできないの
です。折り返し電話をしたいときは、
その場でユーザーの電話番号を聞い
ておかなければなりません。実は使い
勝手が悪い一面があるため、電話の
効果測定に関してはGoogleではなく、
外部の有料ツールを使う方が便利
です。外部ツールであれば転送番号
が固定になるため折り返しもできます
し、ユーザーが発信履歴をたどって電
話をかけることもできます。さらに、
電話だけでなくLP や名刺など、媒体
によって転送番号を変えることができ
るため、より精度の高い効果測定が
可能になります。

士業の場合、電話での問い合
わせは 7 割近くにも上ります。特
に B to C ではその傾向が強いた
め、電話の効果測定はある程度精
度を上げておかなければならない
ところです。士業という特性を考
えたとき、外部の有料ツールは正
確な効果測定のために必須である
といってもいいでしょう。リスティ
ング広告運用が安定してきた段階
で、有料ツールの導入を検討して
みてください。

アナリティクスとサーチコンソー
ル。重要なのは？

リスティング広告運用をするとき
に、アナリティクスの連携は必須だと
言われています。私個人も重要だと感
じています。ただ、個人でゼロから運
用を始める上で 1から勉強して導入す
るとなると優先度は低くなるのではな
いかと感じます。アナリティクスを使
うことで、広告だけでなくオーガニッ
ク検索でサイトに来たユーザーも含め
たコンバージョンを測定することがで

きます。しかし、LEGALBACKS
では基本的に、1カラム型の下に
スクロールしていくタイプの LP を
推奨しています。複数のページに
サイトが分かれていないので、ペー
ジごとの解析が必要ありません。

しかも、LP の場合はオーガニッ
ク検索からの流入はほとんどあり
ませんから、アナリティクスで流
入元を確認する必要性も低いとい
えます。当然、アナリティクスの知識
は膨大なので、知識を身につけるだ
けでもかなりの労力を割かなければ
なりません。そもそもアナリティクス
は、サイト内でしっかりした記事を数
多く作り、どのようなキーワードでサ
イトにアクセスしているのかを測定す
るためのツールです。コンテンツマー
ケティングを展開するのであればアナ
リティクスは必須のツールといえます
が、知識ゼロから1枚ものの LP でリ
スティング広告を⾏う場合には、優先
して知識をつけていく分野ではないと
感じます。（もちろんアナリティクス連
携で LP 改善等のヒント自体は得られ
ます。）

サーチコンソールとヒートマップ
ツールは必須といってもいい

むしろ士業が導入した方がよいのが
「サーチコンソール」です。サーチコ
ンソールとは、どのような検索ワード
でそのページにアクセスしてきたかを
測定するツールです。広告管理画面で
も検索ワードを調べることはできます
が、広告管理画面で見られるのはユー
ザーが広告をクリックしたときの検索
語句のみです。一方で、サーチコンソー
ルを使うとオーガニック検索からの検
索ワードも調べられるため、自分のサ
イトにどのようなキーワードで人が訪
れているのかを全体的に把握すること
ができます。そうすると、次に新し
い LP を作る時に、どのようなキー
ワードにするかのヒントを得るこ
とができるのです。

サーチコンソールは無料で使えるの
で、運用して損はないツールです。特
に事務所サイトの自然検索語句を調



10-6　LEGALBACKS ニュースレター Dono

Tech ＆ Operation

べ、それを広告用 LP のキーワードに
採用する、といった流れは有効な場
合があります。さらに効果測定で役立
つツールが「ヒートマップツール」です。
ヒートマップツールについては、サー
モグラフィーをイメージしていただく
とわかりやすいかもしれません。サー
モグラフィーは、温度が高いところは
赤、低いところは青で表示されるため、
ぱっと見てどの部分の温度が高いかが
すぐに分かります。ヒートマップツー
ルもこれと同じで、LP を見たユー
ザーがどの部分に一番目を止めた
か、どの部分が最もクリックされ
ているかが可視化できる機能で
す。

例えば、全体的に見られていないコ
ンテンツでも価格表だけはよく見られ
ていたとしたら、サイトを改善すると
きの改善点がわかります。「お客様の
声」ページでは 1 番目の事例が最も
よく読まれていたとしたら、一番強く
訴求できる事例をトップに持ってくれ
ばよいわけです。そういった背景も
あり、サーチコンソールやヒート
マップツールは管理画面外から改
善のための情報を得ることができ
るツールと言えます。

広告効果を高めた後、成約率を
高めるために

ここまで、リスティング広告におけ
る効果測定についてご紹介してきまし

た。これらの効果測定をうまく活用
することで、リスティング広告をより
効果的に運用できるようになるでしょ
う。しかし、注意していただきたいの
は、ツールは成約率を高めてくれるも
のではないということです。リスティ
ング広告は成約を増やすための
ものではなく、商談の機会を増や
すためのものなのです。増えた機
会を実際に受注につなげるために
は、別のアプローチをしなければ
なりません。ここからは、成約率を
高めるための提案に移ります。

自動返信メールで第一印象をよ
くする

問い合わせフォームから問い合わ
せてきたユーザーに対して、自動返信
メールを設定している方も多いかと思
います。この自動返信メールにも少し
工夫を加えることで、印象をよくして
成約率の向上につなげることができま
す。例えば、自動返信メールの定型
文をアレンジして丁寧さを出すのも良
いでしょう。一例を記載します。
「数ある税理士事務所の中から、弊

所にご連絡いただき、ありがとうござ
います。現在、●●（ユーザー名）様
のために■■の資料を準備しておりま
す。お急ぎの場合は、（事務所名）ま
で遠慮なくご連絡ください。もし緊急
の場合には、弊所代表●●（代表者名）
にお電話ください。（電話番号を記載）

●●（ユーザー名）様にお会いでき
ることを楽しみにしています」

このような丁寧な文面にしておくと、
問い合わせたユーザーに好印象を与
えられるのではないでしょうか。他に
も、役立つ情報を書いておくのもよい
方法です。例えば、確定申告の LP で
あれば、国税庁が出している確定申
告の手引きの URL を書いておく、ガ
イドラインのリンクを載せておくとい
うことも1つの方法です。ぜひ工夫し
てみてください。

成約率の低さは電話の応対品
質が影響している

電話でのお問い合わせに対しては、
電話応対に問題があると問い合わせ
から成約につなげることは難しくなり
ます。過去に横須賀が⾏政書士業務
に携わっていた頃も、電話応対が一
番よかったからといって受注に繋がっ
たケースは多かったようです。問い合
わせてきたお客様は、他の事務所
にも問い合わせて最終的に依頼す
る事務所を決めるため、電話応対
の品質が悪いと、他の事務所に流
れていってしまいます。

リスティング広告のマインドセッ
ト

実際にサイトを通じて問い合わせが
きたとき、とにかく成約したいという
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高金大輝
パワーコンテンツジャパン株式会社
マーケティング・コンサルタント 

1993 年 4 月 22 日岩手県生まれ。1996 年に家族
とともに渡米。幼少期をアメリカ合衆国インディア
ナ州で過ごした後、帰国。帰国後は、生まれ故郷
である岩手県から北海道函館市へ移住。青春時代
を北海道にて過ごす。18 歳で上京。神奈川大学に
進学。ミュージシャンとしてプロを目指す傍ら、起

業家としての道を志し、大学を中退。独立商材のひとつであった国家資格を模
索中に横須賀輝尚にたどり着き、パワーコンテンツジャパン株式会社に合流、入
社。入社後はコンサルタントとして横須賀輝尚の直接指導を受けながら、天才
塾「GeniusSearch」の立ち上げに参画。1200 件以上のコンテンツを構築する。
現在は、マーケティング・コンサルタントとしてセミナー、ネット広告研究を⾏い
ながら、同社のインターネット・マーケティング責任者を担当する。2018 年 4 月
に同社主催の「士業のための最新インターネット・マーケティング完全マスター講
座」では講師を務め、80 名以上を集客した。

気持ちが前に出てしまうこともあるか
もしれません。しかし基本的に人は
強く営業されるのを嫌うので、「リ
スティング広告で成果を上げたい」
という気持ちは脇に置いておき、

「問い合わせてくれた方の役に立っ
てあげよう」というマインドセット
をすることが大事です。

リスティング広告のゴールは、問い
合わせてくれた方とアポイントを取っ
て実際に会うことですが、あまりにア
ポイントを取ろうとする姿勢も引かれ
てしまいます。マインドセットとしては、

「相手の役に立つ」「ざっくり回答して
アポイントにつなげる」ことが重要な
ポイントです。実際に会って詳しく話
を聞かなければ回答できないものも
たくさんありますが、まずは問い合わ
せに対してざっくりと「大丈夫ですよ」

「問題ありません」などの回答をして
あげることが大切です。そこから、「実
際に話を伺わないと判断が難しいの
で、よければお会いしてお話させてく
ださい」とアポイントにつなげていき
ましょう。

広告費はライフタイムバリューで
考える

リスティング広告の広告費を決める
とき、外してはならない視点が「ライ
フタイムバリュー」という視点です。
ライフタイムバリューという言葉はあ
まり聞き慣れないかもしれません。ラ
イフタイムバリューを日本語に置き換
えると「顧客生涯価値」という言葉に
なります。生涯では長すぎるため、一
般的には1年とされていて、「1人の顧
客が 1年間に使う金額」がライフタイ
ムバリューです。

例えば、税理士が 5,000 円の相
談料を設定し、相談会に誘導するた
めの LP を作成したとします。このと
き、5,000 円の相談を申し込んだ人
が毎月 3 万円の顧問契約を申し込ん
でくれたとしたら、この人のライフタ
イムバリューは 365,000 円です。そ
う考えると広告から1 件成約した場
合、LP の成果は 5,000 円ではな
く、365,000 円と考えられるわ

けです。税理士や社労士などの顧問
契約が取れる士業は、このようにライ
フタイムバリューが高くなるので、あ
る程度の広告費をかけられることにな
ります。では、スポット業務が多い⾏
政書士や司法書士ではどう考えれば
よいのでしょうか。

スポット業 務 が 多い 士 業 は
TRANSWITCH™ で 高 額 を
狙う

スポット業務が多い士業につい
ては、LEGALMAGIC で提唱し
て い る TRANSWITCH™ の 視
点が不可欠です。1つのスポット業務
で繋がった顧客からさらなるニーズを
引き出し、高単価業務につなげていく
必要があります。TRANSWITCH™
は士業の正攻法といっても良いでしょ
う。今やリスティング広告の広告費も
年々上がっていますから、高単価業務
にシフトしていくしか道はありません。

TRANSWITCH™ を 活 用し、
高単価業務にシフトするためには、
法律に関する実務能力に加えてヒ
アリング能力なども総合的に高め
ていかなければならないというの
は、横須賀が常にお伝えしている
ところです。士業の業務は常にニーズ
があるものではないので、「決まった

枠の中でいかに高単価していくか」と
いう視点は常に持っておく必要があり
ます。

今回は、リスティング広告の効果測
定について解説しました。多くの方は
広告の出稿までで満足してしまって、
その後の効果測定をしっかりと⾏えて
いないと感じます。効果測定をして
改善点を探り、広告の精度を上げ
ていく。そうすることで、リスティ
ング広告の効果はさらに高まって
いきますので、効果測定はしっか
りと取り組んでいただきたいと思
います。そして重要なポイントは、リ
スティング広告は商談の機会を増や
すためのものだというところです。リ
スティング広告の精度が高まっても、
実際の依頼数が増えるかどうかは別
問題です。TRANSWITCH™ などを
活用していただきながら、リスティン
グ広告と合わせて商談の成約率を高
める取り組みも⾏っていただきたいと
思います。
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未来企業を「モデリング」する

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

今月のコラムでは、未来工業株式会
社をモデルケースに組織論を展開して
いきたいと思います。未来工業株式
会社という会社は有名な会社なので、
ご存じの方も多いでしょう。岐阜県に
本社がある会社で、創業は昭和 40
年。電気設備資材、給排水設備、ガ
ス設備資材の製造販売を主な事業と
して展開していて、現在は東証・名証
１部に上場しています。

未来工業は従業員満足度が非常に
高く、離職率が極めて低いことで有名
です。この組織を創りあげたのが山
田昭男さん。元取締役社長の方です。
山田さんは既にこの世を去られていま
すが、テレビにもよく出演されていま
したし、ビジネス系のセミナーや CD
などの教材のほか、山田さんが書か
れた書籍も数多く出版されています。
おそらく目にしたことがある人も多い
のではないでしょうか。未来工業株
式会社は、組織運営で成功している
数少ない企業の1つです。

組織運営のモデルケースとして
の未来工業株式会社

今回、未来工業をモデルケースとし
て取り上げるのは、私が実際に未来
工業に⾏ったことがあるというのも1
つの理由です。工場を見学したり、役
員の話が聞けたりするツアーに参加し
ました。パワーコンテンツジャパン株
式会社では 2015 年くらいから社内の
組織運営に取り組むようになりました
が、そのときに参考にした会社のひと
つが未来工業です。何かを学ぶとき
には、実際に自分の目で見て体験す
ることが一番です。おそらく組織運
営が苦手な所長にとっては、うま
くいっている組織では何が起きて
いるのか、自分の事務所との違い
がどこにあるのかが分からないは
ずです。組織運営に関する本を読
んで知識を入れるだけではなくて、
興味がある会社に実際に足を運ん
でみる。そして雰囲気を掴んだり、

可能なら経営者や社員に直接話を
聞いてみたりした方が、得られる
ものが大きいはずです。

未来工業株式会社では、社員
の声が制度を作っている

未来工業の大きな特徴が「ホウレン
ソウ禁止」です。それから労働条件
でいえば、労働時間が 7 時間 15 分
と短めの時間になっているのも特徴と
いえます。採用は基本的に正社員の
みで、初任給の額も高い。勤務時間
は短く、給料が高いというわけです。
こういった制度は、もちろん当時
の社長だった山田昭男さんの指示
や発想もあると思います。ですが、
私は社員からの発信という側面も
あると考えています。例えば 7 時間
15 分という勤務時間になったのも、
会社側が一方的に決めたのではなくて

「労働時間を短くしてくれたらもっと働
きますよ」という社員側の声が大きく
影響しているはずです。
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未来工業には社内報がありますが、
社内報もおそらく社員の声が反映され
たものになっているはずです。全国各
地に工場や営業所が点在しています
が、こういった全国規模の会社にな
ると、同じ会社に属しているのに一生
会わない人が出てきます。そこで社員
の中から「他の地域で働いている仲間
のことも知りたい」という声が上がり、
社内報の内容が決まっていったのでは
ないでしょうか。社内報には人事異動
や昇格、新入社員の自己紹介などが
掲載されていますが、これは「知りた
い」という社内の声があったから生ま
れたものだと思います。

一人ひとりが「常に考える」

未来工業の理念は、一人ひとりが「常
に考える」ことです。この理念も有名
ですが、さらに有名なのが、アイデア
を出すと1 件につき 500 円もらえる
制度です。工場の色々なところに提案
箱が設置されていて、どんな内容で
あっても提案するだけで 500 円がも
らえる仕組みになっています。提案が
採用されれば最高で 3 万円の報奨金
が出ます。中には年間で 10 万円以上
もらっている人もいるそうです。

今は分かりませんが、私が社内見
学に⾏ったときはこの 500 円は現金
で支給されていました。現金支給にし
たのにも理由があって、昔は特に夫が
お小遣い制という家庭は多くありまし
た。お小遣い制だとなかなか遊びに
も⾏けないので、結婚している男性が
少しでも手元にお金を持てるようにと
いう会社側の思いもあったようです。
口座振込にしてしまうと、結局奥さん
の管理下に置かれてしまいます。だか
ら現金支給だったわけですが、未来
工業の特徴を紐解いていくと、全てに
理由があることが分かります。

思考の量が勝敗を分けている

「常に考える」は、未来工業株式会
社の働き方の根底にあるコンセプト
です。パワーコンテンツジャパン株式
会社でも「Think more」をコンセプ

トにしていますが、この「考える」と
いうことは本当に大事です。私はずっ
と、なぜ今の便利な時代に生まれた
会社が不便な時代に生まれた会社に
勝てないのか疑問でした。例えば、
SONY や Panasonic、本田技研など
の昔からの大会社は、創立から何十
年も経った今でもしっかり存続してい
ます。それより後に生まれた会社より
も、存在感も規模も大きい会社ばか
りです。そもそも、これらの会社が創
業した頃にはインターネットなんてあ
りません。離れた場所との情報交換
手段は電話や電報くらいで、知りたい
ことがあっても現地まで見に⾏くしか
方法はなかったわけです。

今の便利な時代なら、ネットで
検索すればある程度の情報は出て
きますし、ライバル会社の情報も
すぐに見ることができます。でも、
情報も技術もなかった時代にでき
た SONY や Panasonic といっ
た会社の方が未だに強いし魅力が
ある。これが本当に謎でした。特に
SONY なんて、戦後の何もないとき
に生まれた会社です。戦後の日本とい
えば、東京も大空襲で崩壊していまし
たし、広島、長崎は原爆で破壊され
ていました。他の地域も似たようなも
のです。食べ物もない、物資もない。
海外に⾏くのも制限されていて、簡単
に日本から出ることはできませんでし

た。SONY が初めて社員を海外に送
り出したときは、日本に残る社員が空
港まで出向いて万歳三唱をして見送っ
たそうです。そんな時代に SONY は
グローバル展開をしていたわけです。

なぜ今の便利な時代に生まれた会
社が勝てないのか。そこで思い当たっ
たのが思考量の差でした。例えばメル
マガを新しく出そうと思ったら、今だ
と当然、成功法やノウハウを調べます。
ところが、調べる手段がなければ考え
るしかありません。

この「考える」という手段が「検
索する」に変わってしまったこと
によって、自分の頭を使う回数が
激減しているのです。これが、今
の会社が SONY や Panasonic
に勝てない理由です。自分の頭で考
えないとコピーしかできなくなります。
だから魅力的な会社が出てこないとい
うわけです。人の能力にはそんなに
大きな差はないはずなので、きち
んと思考を鍛えていけば組織は良
くなるはず。そう思うからこそ、私
は「考える」ということをすごく大
事にしています。

制度は外から持ってきても意味
がない

山田昭男さんの本は数多く出ている
ので興味があればぜひ読んでみてい
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ただきたいのですが、1つだけ注意し
てほしいのが、制度だけ真似しても
意味がないということです。私が未
来工業に会社見学に⾏ったとき、同じ
ツアーの参加者の方は未来工業の社
員に「未来工業ではこの制度が成功し
たのか？」という質問をしていました。
確かに気になるところかもしれません
が、なぜ未来工業でその制度が成功
したのかは実は重要ではありません。

「社内でしっかり考えて取り入れた制
度だからうまくいった」というのが本
質だからです。

中から生まれる制度と違って、
何も考えずに外から制度を入れて
もうまくいきません。成功してい
る会社と同じ制度をとり入れたら
自分も成功するわけではないとい
うことです。例えば未来工業株式会
社は最初から正社員雇用を謳ってい
ますが、そこには「頑張ってね」とい
う経営者の思いがあります。そして社
員側も「ここまでしてくれるんだから
会社のために頑張らなきゃ」と自発的
に思えれば、そこによい関係性が生
まれます。ところが制度だけ切り取っ
て「最初から正社員として採用す
る」という条件を提示するだけだっ
たら、単に「この会社は条件が良
いな」と思われて終わりです。理

由の見えない厚遇に対しては、社
員は「ラッキー」と思うだけ。で
すが、そこに理由があれば受け止
め方が変わってきます。パワーコン
テンツジャパン株式会社の勤務時間
は 7.5 時間です。残業もほとんどない
ので、社員にとっては条件の良い会社
といえるでしょう。これは私が決めた
ことなので、社員からすれば押しつけ
になっているかもしれません。ですが、
今のところ問題なく機能しています。

なぜ社員から不満が出ないかとい
うと、7.5 時間である理由を社員に伝
えているからです。私は、労働時間を

「社員から借りている」と思っていま
す。24 時間から睡眠時間の 8 時間を
引くと残りは 16 時間。8 時間となる
とそのうちの半分を占めますが、起き
ている時間の半分は借りすぎだろう、
という考えもあって、勤務時間を 7.5
時間に定めているわけです。こうした
思いや理由を社員自身が知ることで、
社員の勤務時間への受け止め方は変
わってきます。

なぜ制度だけをまねてしまうの
か

なぜ制度をまねてしまうかという
と、制度が導入された背景や制度の

目的という本質的な情報があまり伝
わっていないからかもしれません。例
えば、コンサルタントのひとつの役割
は「難しいことを分かりやすく説明す
る」だと思っています。私もコンサル
タントですが、ダイレクトマーケティ
ングで売上が上がる仕組みを私が説
明すれば、誰でも簡単に理解できる
はずです。

ですが、経営者の多くはコンサルタ
ントではありません。経験則から導か
れる答えは持っていても、それをうま
く説明できないことも少なくないはず
です。これは、ものづくりの職人に「ど
うやってそれを作っているのか」
を尋ねても技術的な答えが返って
こないのと似ています。手の置き
方やものを作る順序などは職人の
中に経験値として蓄積されている
のに、それを言語化できない。だ
から学ぶ方が効率よく学べない。
おそらく、制度だけ切り取られて
しまうのも似た要素があると考え
ています。特に未来工業は、山田昭
男さんが亡くなったあと次の世代にバ
トンタッチしていますから、さらに仕
組みや背景の説明がぼやけてしまって
いるのかもしれません。

社員を縛るものではなく、会社
の価値基準としてのルールを作
る

自由な社風にしたい、風通しの良い
組織にしたいという思いを持つ所長も
多いでしょう。ただ、自由については
よく考えておく必要があります。「責任
を伴うから自由がまかり通る」という
側面は確かにあって、指示命令が全
くなくてもよいわけではないはずです。
風通しの良い自由な組織を許容す
るために、多くの所長がまず始め
てしまうのがルール作りです。

就業規則や社内規定を定めて社員
や職員を縛るという発想になりやす
いわけです。パワーコンテンツジャパ
ン株式会社の社員が増えた頃、私も
ルールを決めようとしました。ですが、
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ルールをいくつか書き始めていったと
きに、会社がどんどん息苦しくなる気
がしました。ルールが増えると息苦
しさが増します。でも未来工業で
は、ホウレンソウ禁止や 500 円
のアイデア制度が社員を縛り付け
ているようには感じません。おそ
らく未来工業の「ホウレンソウ禁
止」やアイデア制度は、ルールと
いうよりも会社の価値観、価値基
準となっているものだからです。

言い換えると、ルールによって「こ
の会社ではホウレンソウに頼らず自分
で考えられる働き方をしています」と
いうことが言いたい、そしてその価値
観にマッチした社員が集まるという構
造になっているのだと思います。

未来工業株式会社の活用のし
かた

未来工業株式会社に限らず、外
にあるものからヒントを得たとき
には、ヒントを職員と共有して、
事務所に合った制度を取り入れる
という活用の仕方がベストです。例
えば、未来工業は社員旅⾏をミステ
リーツアーにしていますが、そうする
ことで社員の結束が深まるという効
果があるようです。もしそこに魅力を
感じたのなら、同じ効果を得るために
は自分たちなら何をすればいいのかを
考えるわけです。「自分たちなら、ミ
ステリーツアーじゃなくて美味しいも
のを食べた方が結束が深まる」とい
う答えが出るかもしれません。例え
ば、未来工業のホウレンソウ禁止
の目的は「社員が自分で考えて結
果を出すため」ですが、雑談を奨
励している弊社には「ホウレンソウ
奨励にして考えながら結果を出す」
というほうがしっくりきます。

経営者の多くが、社員に複数の選
択肢を用意して選択を委ねることが苦
手です。例えば制服ひとつにしても、
制服があるなら全員着用を義務づけ
たくなるし、着ない人がいるなら制服
という制度そのものをやめたくなる。

そこには経営者の意向しかないわけで
すが、社員が自分で選んでいるという
意識は非常に大事です。

未来工業の話を中心にお話ししまし
た。本文でもお伝えしているとおり、
この会社が注目された要因には色々
なものがあります。組織運営のヒント
がたくさん詰まっているので、未来工
業株式会社の本を何冊か読んでみら
れてもいいと思います。ですが、制度

に着目しすぎず、自分の事務所にとっ
て良いかどうかを大事にすることがポ
イントです。所長も職員も、事務所の
全ての人が考えるということが組織を
よくしていきます。ぜひ組織運営のヒ
ントにしてください。

横須賀輝尚（よこすかてるひさ）
パワーコンテンツジャパン株式会社　代表取締役。
特定⾏政書士。WORKtheMAGICON ⾏政書士法
人 代表社員。

専修大学法学部卒。大学在学中に⾏政書士資格に
合格。2003 年、23 歳で⾏政書士事務所を開設し、
独立。 2005 年、労働集約型の士業の仕事 ( 法定
業務 ) からの脱却を目指し、セミナー業務やコンサ

ルティング業務で収益を上げながら、結果として士業の仕事を獲得していく逆転
の発想によるビジネスモデル「資格起業家」を考案、年収 1000 万円超を実現す
る。2007 年に士業向けの経営スクール『経営天才塾』をスタートさせ、創設以来、
全国延べ1700 人以上が参加。士業向けのスクールとしては事実上日本一となり、
2017 年には10 周年を迎えた。これまで会員士業からの相談メールには、2 万
件以上の回答してきた実績がある。現在、菰田弁護士とともに高難度業務研究会
on 弁護士顧問契約「LEGALMAGIC」を主宰する。著書に『資格起業家になる ! 
成功する「超高収益ビジネスモデル」のつくり方』( 日本実業出版社 )、『お母さん、
明日からぼくの会社はなくなります』( 角川フォレスタ ) など、多数。



天才塾解決事例集

10-12　LEGALBACKS ニュースレター Dono

天才塾解決事例集

「顧問はまだ要らない」と思い込んでいる会社に提案できることはないか？（社労士）
顧問が不要であれば、そのほかに困っていることを提案すればいい。すでに顧問がいる会社への提案であれば、顧問として

いる社労士の業務とバッティングしない業務を提案する。昔は「顧問を替える」という発想だったが、今は「共存」するという発
想にシフトしている。まずはヒアリングをして、それから提案するという高難度業務の世界。実力があることが大前提であるし、
そう見せることが重要となる。また、顧問は替わることもあるので、顧問がすでにいるから難しいという思い込みを外すことも必要。
ちなみにどういうときに顧問が替わるのかを経営者側から説明すると、まずは申告が遅れた、給与の支払いが遅滞したなどの事
故を起こしたとき、それから他の事務所と比較したときである。他の事務所とサービスはさほど変わらないが報酬を高めに設定
している場合、いつ切られてもおかしくないので注意しよう。また、値上げ交渉のタイミングも切られやすい。この他、人として
のコミュニケーションが合わない、会社の規模感が変わるときなども切られやすい。経営者がどの程度士業を替えるかというと、
そこまで頻度は高くない。一般的に士業の顧問がコロコロ変わるというのは、求める水準が高すぎるなど経営者に問題があるこ
とが多い。

コーチングやコンサルティングを始めようと思うのだが。
まずはビジネスモデルを考えること。コーチングやコンサルティングは時間の切り売りになるため。高難度業務的なコンサル

タントができるのであればそれでもよいが、不得意なのに始めようと思っていたり、少し勉強しただけの段階で始めようと思って
いたりするなら、時間の切り売りになるのでもったいない。ビジネスモデルと合わせて考えていく必要がある。

会った人にいきなり FAX レター・ニュースレターを送るのはどうか ?
FAX は相手方の紙やインクを使うことになるので、勝手に送ることはおすすめしない。メールマガジンも、できれば会ったと

きでも会った後のメールのやり取りでも良いので、「許可」を取りたい。しかし、早く結果が欲しいのであれば、とりあえずメルマ
ガを送って不要であれば解除してもらうという方法も有効ではある。その代わり、解除をしやすい工夫はしておいたほうが良い
だろう。

自宅兼事務所で仕事とプライベートを分けるには？
そもそもオフィスを出さない限り、仕事とプライベートを分けることはできないだろう。仕事とプライベートを分けることに

フォーカスするよりは100% 仕事に集中し、必要な資本を貯めて、早くオフィスを出す目標を持つことが重要。
人にアドバイスをする事は、その人の人生に「変化のキッカケ」を与える事に繋がりますが、横須賀さん自身がこ

れまで受けたアドバイスの中で参考になった助言はありますか？
開業当初、調布支部の M 先生に言われた「若いんだから⾏政書士業にこだわらなくていいんだよ」というものです。これで

セミナーも執筆も何でもやるようになりました。資格起業家の考えに至るのはこの 2 年後くらいですが、ある意味ではこれが原
点だったのかもしれませんね。

横須賀さんはいつも相談や質問をされる側だと思いますが、逆に横須賀さんが頼ったりすることはありますか？
スタッフには頼りっぱなしです。全部自分でできる必要なんてないですよ。誰かに頼りまくるのが社長です。自分のことはな

かなか客観的にみれないんでアドバイスはもらう方です。弱者調子に乗るな、です。
セミナー開催から顧問（税務／労務）が取りたいのだが。
昔はセミナーをする士業は少なかったため、セミナーをしているだけで仕事が来る場合もあったが、現在は、セミナーの開催

だけをしていても顧問は取ることはできない。顧問獲得までのスキームを決めるべきである。「セミナーを開催する」→「無料相
談に申し込んでもらう」→「アポイントを取って実際に会う」と段階を踏んでいく「提案型の営業」をしていくことが有効だろう。

高額セミナーを実施する際のポイントは何かあるか。
コンテンツの中身以外のクオリティも気をつけたいところ。運営側の「利便性」や「ホスピタリティ」が求められる。高いセミ

ナーほど、設備に関するクレームは多くなるので注意が必要である。例えば、会場は広く綺麗な場所を選ぶ、午前から午後にか
けての長時間のセミナーなら、お茶や昼食がでる、など。ただし、高品質なサービスでも、あくまで付属品、高品質なサービス
＝高額というわけではない。セミナー自体の中身を価格に見合うだけの内容にするのが最低限。ここでしか、この人にしか聞く
ことができない「希少性」もう二度と聞くことができない「限定性」など、コンテンツそのもののクオリティを上げることが重要。
そのほか、特典で教材やコンサルティング、面談などを取り入れていくと成約率は高まる。ただし、高額セミナーはそういった見
せ方も重要だが、顧客との信頼関係づくり（いわゆるリストの教育）も重要だということは忘れずにいたい。

メルマガを書き続けるモチベーションを教えてください
締め切りがあること。あとは売上につながるってことが明確に分かっていることでしょうか。
セミナーなど、業務以外のことに取り組む時間が取れないのだが。
業務とセミナーなどの仕事（以下「クリエイティブな仕事」という）を同列に考えるべき。優先順位が低いと思っているからや

らない。余った時間でやろうとするのではなく、クリエイティブな仕事をする時間を決めたら、手帳にその考える時間などをアポ
と同列に書き込もう。よほど大事な商談ではない限り、そのクリエイティブな仕事のアポを優先させる。また、クリエイティブな
仕事は、おおよそ「考える仕事」なので、タスクごとの仕事の終え方だと設定が難しい。そのため、タスクではなく時間でやるこ
と。例えば、レジュメをつくるなどをタスクとしてしまうと、終わらない場合がある。２時間なら２時間と、時間を決めて取り組み、
完了しなくても時間が来たら切り替える。どうしてもタスク⾏程でしたいなら、細分化すること。例えば「今日は 30 個アイデア
を出す」とし、次に「30 個を10 個に絞る」「10 個から 3 個に絞る」…次に「タイトルを10 個出す」というように刻んでいく。
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今回は、西野亮廣著「新世界」につ
いてご紹介します。士業として仕事をす
るということに対しては、この本はあま
り役に立たないかもしれません。ただ、
彼の世界観の作り方は非常に参考にな
るところで、オンラインサロンや私塾な
どを作りたいと考えている方は、この本
から学べることは多いと思います。「新
世界」はオンラインサロンの集客のた
めに書かれているような印象もあります
が、この本を手に、どうやって世界観
を彼が作ってきたのかについて分析を
進めます。彼は芸能人なので我々が真
似するのは難しいところもありますが、
参考になるところも多々あると思いま
す。

西野亮廣とは

西野亮廣さんという人は、お笑いコ
ンビ「キングコング」で売り出し、20
代という非常に早い段階で成功しまし
た。吉本の在学中にコンテストで賞を
取り、20 代でゴールデンタイムのレギュ
ラー番組を持った。まさに飛ぶ鳥を落
とす勢いといっていいでしょう。こうし
てキングコングとして世に出て売れた西
野さんですが、この頃からオンリーワン
で生き残っていく道を模索し始めたと後
で語っています。「新世界」の中では「は
ねるのトびらで売れたけれど、敷かれ
たレールの上を歩いているだけでは目標
としている先輩を追い抜くことができな
かった」と語っています。成功が、自
分の思い描いた成功とはほど遠かった。
テレビの仕事に依存し続けるのは辛い。

この経験から、本当に自分がしたいこ
とをするために、お笑い芸人とは違う
収入源を持とうと思い始めたそうです。

アンチという仮想敵の多さが成
功に比例した

彼がここまでブレイクする大きな要因
となったのは、アンチと呼ばれる仮想
敵の存在が大きいと私は考えています。
20 代の頃に「ひな壇に出ない」と宣言
したエピソードはとても有名ですが、お
笑いに対しても尖った発言を重ね、ア
ンチはどんどん増えていきました。人
気が落ち着いて「西野は終わった」と
言われることもあった中、絵本を作って
ヒット。これが有名な「えんとつ町のプ
ペル」で、発⾏部数は 30 万部を超え
ています。こうして結果を出し始めたこ
とによって、それまで西野さんを嫌って
いたアンチが手のひらを返し始めまし
た。敵が多かった分、当然味方も多く
なります。もしもキングコングが売れた
20 代の頃に絵本が売れていたら、おそ
らくこんな現象にはなっていないでしょ
う。アンチは実はすごく重要な登場人
物です。どんな作品や人物でもそうで
すが、人気があるものほど強烈なアン
チがいます。賛否両論が出ることでそ
の作品に深みが増し、「実際はどうなん
だろう」と興味を持つ人が出てくる。そ
して売れていきます。西野さんを分析し
ていると分かりますが、西野さんが身
を削っていろいろな企画を実⾏すると
き、アンチはすぐに反応します。渋⾕ハ
ロウィーン翌日にゴミ拾いを企画したと
ころ、アンチが先に全てのゴミを拾い
終えていたというエピソードもありまし
た。もちろん支持している人もいますか
ら、西野さんのすることは大きく話題に
なります。

自分の「見せ方」に一貫性がある

芸人と呼ばれる人が書いた本には
エッセイ的なものが多くて、自己啓発書、
ビジネス書を出す人はいません。もしビ
ジネス書や自己啓発書を出してそれが
ヒットしたとしても、芸人のプライドが

「ビジネス書で成功した」とは言わせな
いでしょう。ですが西野さんは「俺はビ
ジネス書で成功した」と明言しています。
個人的な感想ですが、全体的に彼を見
ていて思うことが、矛盾はあるものの筋
は通っていて、何より見せ方が上手いと
いうこと。オンラインサロンには既に会
員が 2 万人以上いるので、会費が月に
1,000 円だとしてもかなりの収益が上
がっているはずです。ですが、彼は一
貫して「お金に興味がない」「お金を持っ
ていない」というスタンスを貫いていま
す。30 歳になる前に家を購入している
し車も持っていたというエピソードから
考えて、お金に興味がないわけはない
と思いますが、服はユニクロ、貯金は
ない、サロンの売り上げを突っ込んで
美術館を建てる土地を買ったなどのエ
ピソードを上手く出すことで、「お金に
興味がなく、実際に持っていない」と
いうイメージを上手く出しています。こ
の見せ方の一貫性は非常に参考になる
と思います。

今回は西野亮廣さんの「新世界」を
ご紹介しました。西野さんの本には「魔
法のコンパス」「革命のファンファーレ 
現代のお金と広告」、堀江貴文さんと書
かれている「バカとつき合うな」などた
くさんの本がありますが、新しい本ほ
ど内容は当然ブラッシュアップされてい
るので、忙しい方は最新刊の「新世界」
だけでも十分でしょう。会員制ビジネ
スや、今流⾏りのオンラインサロン、私
塾など、人を集めて何かビジネスを展開
したいと思っている方は、彼の世界観
の作り方について知っていただけると学
びが深まると思います。

西野亮廣（著）／ KADOKAWA
新世界
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Genius One ダイジェスト

【Google 広告でもついに消費税の支払いが必要？理由は日本の法人に切り替え⁉】

アカウントを持ってる方にはメールが届いているかと思いますが、ついに Google 広告でも消費税がかかります。こ
の記事がわかりやすく説明してくれています。

【【ニュース】Google 広告にポリシーマネージャが登場】

Google の広告主のポリシー準拠を支援する機能がでました。Google（特に GDN）は不承認理由が不明確な場合
が多く手こずることがあったので今回のアップデートは運用者に嬉しいものになっています。

【【ニュース】Facebook 広告の「関連度スコア」が廃止、新たな 3 つの指標に置き換え】

最近いろんな媒体で広告効果を表す指標の見直しが頻繁に起こっています。Google でも「平均掲載順位」の指標が
なくなるようです。

【【永久保存版】リスティング広告の費用の決め方と効率的な配信のポイント】

士業はコンバージョン＝売上ではないので、損益分岐点が見えにくい特徴があります。問い合わせに対する実際の成
約率で予算を考えると目標コンバージョン数を出し、予算を決めるのがいいと個人的には思います。

【Facebook 広告にかかる費用について徹底解説】

Facebook に関わる費用についてのまとめです。課金方法、CPM・CPC の目安がわかります。

【スマホ全盛期の今重要なカラムの考え方を知らないと失敗しますよ？】

私は士業の皆様には基本的に1カラムの LP をおすすめしているのですが、商品点数が多い（情報が多い）業種はス
マホだろうが 2 カラムでメニューを表示するほうがいいでしょうね。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。

戸籍証明、本籍地以外でも＝法案を閣議決定】

相続業務には影響が出ますね。

【空き家減少へ規制緩和　政府、法案閣議決定】

空き家の問題が出てからもう５年以上経つと思いますが、まだまだですね。　

【社保加入を許可要件に　建設業法改正案を閣議決定】

本来当たり前のことなのですが、厳しくなりますね…　

【行政手続きネットで完結　政府、法案を閣議決定】

通知カード廃止。個人的にこれ、住基カードの二の舞になりそうな予感がします。
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Genius One ダイジェスト

【首相「体罰禁止を法定化」　虐待防止法改正 】

児童虐待防止はもちろん賛成なのですが、こんなのも法制度化しなきゃいけない時代なんですね。

【法曹養成新コース、最短 6 年で資格　法案を閣議決定 】

これが決まったら、即地域指定郵便で DM ですね。まあまあ当たると思います。

【新在留資格の政令を閣議決定＝登録支援機関の規則規定】

これは⾏政書士要チェックです。

【独禁法改正案を閣議決定、協力度合で課徴金の減免拡大】

中小企業ではあまり関係ないかもしれませんが、一応知っておきましょう。

【学童保育の職員配置緩和＝分権一括法案を閣議決定】

条例で進められるとなれば、早いでしょう。本当の地方自治ってこうですよね。

【特別養子、対象 15 歳未満に　政府、改正案を閣議決定】

相続を取り扱う人以外も、常識としておさえておきたいです。

【2019 年度予算が成立　消費税は予定通り引き上げへ】

まだ対策が不十分な人は、LAWYER'snote をご参照ください。

【カジノ解禁に伴う政令を閣議決定、中核施設の基準や要件は 4 月1日施行へ】

基本はシンガポール追随だと思いますが、楽しみです。

【ふるさと納税法改正】

バブルが終わるってことでしょうかね。これまでもちょっとやりすぎた感はありました。。　

【受動喫煙防止策を求人時に明示へ　厚労省が方針】

こんなことまでしなければならない時代になったんですね。。

【幼保無償化改正案、今国会成立へ　衆院内閣委で可決】

なんだかんだ、教育費無償で先駆けているのは、大阪ですね…！
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No.601【選択する】

士業を続けていると、一定の業
務を取り扱うかどうか、選択しな
ければならない時がきます。例え
ば税理士なら、定型業務の顧問業務
の他に相続税業務をするかしないか。
社労士であれば、助成金業務をする
のかしないか。こういった選択に迫ら
れるときが必ずきます。例えば、社
労士なら一般的な給料計算や労働保
険の脱退加入などの業務は絶対に身
につけておくべきスキルです。しかし、
助成金業務は絶対に必要なスキルと
は言い切れないため、自分で「助成
金業務を取り扱うかどうか」を決めな
ければなりません。POWER TIPS シ
リーズの「高難度助成金業務導入ハ
ンドブック」では「助成金は絶対に取
り扱った方が良い」という菰田弁護士
のメッセージがありますが、最終的に
選択するのはやはりあなた自身な
のです。これは社労士に限ったことで
はなく、どの士業でもありうる問いで
す。最初に取り扱わないと決めた業務
でも、途中から「やっぱりあの業務も
取り扱った方が良いのではないか」と
後悔が生まれてしまう人も多いと思い
ます。いまの取扱業務では足りない
のか、と自問自答してしまう人も多い
でしょう。そのため、多くの士業がこ
こで「過去にしてきたことを手放す」
という発想ができないのです。

過去にしてきたことを手放せな
い人が多い

ここでもひとつ例を挙げましょう。
例えば、⾏政書士として 1 年間、相
続業務を取り扱ってみたが、どうも
しっくりこない、本当は許認可や企業
系の仕事が向いているのであれば…。
そう思った経験は、あなたにも一度く
らいあるでしょう。しかしながら、そ
う思ったとしても、現実問題としては
収益の絡みもあるため、そう簡単に

相続業務を手離すことはできません。
加えて、これまで相続業務を必死に
やってきたわけですから、周囲の認知
も上がっていますし、紹介のお客様も
増えているはずです。つまり、この地
域で頼りになる先生という地位ができ
始めている状況ですから、そこから手
を引くということはなかなかできるこ
とではないでしょう。そこで、相続業
務の取り扱いに違和感を感じながらも

「相続の仕事も一応入ってくるからもっ
たいない」といって手放さずにズルズ
ルと相続業務をするような状態が何年
も続くこともあります。ですが、それ
は果たしていい状態なのでしょうか。

勇気を出して手放すと、意外に
大きな影響はない

少し私自身の話をしましょう。私
はこれまでに多くのものを手放して
きました。⾏政書士業務もそうです。
２００３年の開業当初は、許認可に民
事法務、相続遺言などあらゆる業務
を⾏っていましたが、開業して 1年く
らい経ったときにランチェスター経営
に出会います。「弱者は商品を1つに
絞るべきだ」という教えから「会社設
立一本で⾏こう」と決意し、他業務の
営業をすべてストップしました。業務
を絞ったため、一時的に売上は下がり
ました。開業して半年くらいで 3，40
万は毎月売上が上がるようになってい
たのが、一気に10 万円台に下がって
しまいました。これが 2004 年の 6
月のことです。

このときランチェスター戦略を疑い
たくなる気持ちもありましたが、信じ
てやってみようと同年 8 月までは会社
設立一本に絞って営業に取り組みまし
た。その結果、9 月にはなんと月商
100 万を超えることができたのです。
他の業務を手放すときは大きな恐
怖を感じましたが、勇気を持って
手放すことによって、より大きな
ものが手に入ったわけです。「もっ

たいない」という気持ちは理解できま
すが、手放してみると思ったほど悪い
影響は出ないものです。加えて、そう
いった経験が、経営者・起業家として
成長させるのだと思います。

自分なりの手放し方でいい

少し大げさな言い方になりますが、
新しい人生を歩みたいと考えたとき、
過去の思い出に引きずられてその一歩
が踏み出せないことがあります。例え
ば、友人と共同経営している会社を裏
切って、黙って別の会社を作って成功
したとしても、裏切ってしまった過去
を引っ張って幸せになれない人は多い
でしょう。もちろん裏切りは良くない
ことですが、「手放す」ことをうまく
自分の中で確立させることが大事
です。いわば「過去との決別」よいう
ことです。ただ、手放すといっても、
全てをゼロにしてしまう必要はあ
りません。例えば相続業務をやめて
経営系の業務をしたいとき、相続業
務を一度にすべて辞めるのではなくて

「まずは半年だけ」と決めてみるのも
いいでしょう。うまく⾏かなければ相
続業務に戻ればいいだけです。私の
場合は、初めて本を書くときに⾏政書
士業務を一旦脇に置きました。つまり、
一時的に受注を抑えたのです。もちろ
んそれは、本の仕事で絶対に失敗で
きないという思いがあったからで、無
期限で⾏政書士としての活動をやめる
予定はありませんでした。もっとも、
そのせいで原稿を書き終わるまでの
収入はほぼゼロになりましたが、⾏政
書士の仕事については「執筆が終わっ
てからまたすればいい」と考えていま
した。このように「辞める」にも様々
な止め方があるのです。

方向性をガラッと変えたら周りから
何か言われるのではと不安になる人も
いますが、何か批判や文句を言って
くるのはたいてい同業者です。同
業者はお客様ではないので気にす
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る必要はありません。それに相当有
名な人なら別でしょうが、業務を変え
たからといってお客様にはほとんど影
響はありません。私も総合的な⾏政
書士事務所から会社設立専門の事務
所になり、コンサルタントにもなりと
いろいろ変わってきていますが、正し
い選択をしてくれば、お客様はついて
きてくれるものです。 まとめると、最
初から本当にやりたいことが見つ
かるわけでもないので、まずはやっ
てみること。そしてダメなら手放す
という発想も、時には必要。こうし
たことを心に留めておいてください。

No.602【ソーシャルメディ
アの記事の書き方】

メルマガやブログなどでコツコツ記
事を書いている士業も多いと思いま
す。私も 2004 年にブログでブレイク
しましたが、文章の力を信じています
し、文章の影響力は絶対にあると思っ
ています。そこで今回のメールマガジ
ンでは、文章に少し光を当てて「ソー
シャルメディアの記事の書き方で注意
すべきこと」についてお伝えします。

外から見られているという意識
を持つ

基本的に、文章を書くときは「外
から見られている」という発想を
持たなければなりません。ブログを
日記のような感覚で書いている人もい
るかもしれませんが、ブログは外に向
けたオープンなものです。ですから、
仕事でミスをした話をブログに書いて
しまうと、読んだ人に「この事務所は
ミスる事務所なんだ」と思われてしま
います。ここは説明するまでもないと
ころでしょう。「見られている」という
感覚が身につくと、文書を書くときに
も注意するようになります。ですが、
ただ見られているという感覚だけでは
無難な記事しか書けません。そこで
やや上級編ですが、「自分の印象をど
う持たれたいのか」という視点か
ら文章を作るといいです。知的に見
られたいとか情に厚い士業と見られた

いのなら、そう見えるように書く。ち
なみに私がブログを始めたときは、「若
くてフットワークが軽い、とにかく一
生懸命仕事をしている人だと見られた
い」という思いがありました。実録系
のブログを書いていたのにはそんな理
由もあります。

本心で語る言葉しか人には響か
ない

見られているという感覚を持つこと
は非常に大事ですが、保守的になって
しまうと「この書き方では炎上するか
な」とか「この書き方は誰かを傷つけ
るかな」「これはクレームがきそうだ
な」というネガティブアプローチにな
りやすくなります。そうすると面白く
もなんともない文章ができあがってし
まって、読者に響きません。それを避
けるには、とにかく思い切って書く
ことです。これは人を惹きつける
文章の基本です。

例えば、Twitter でいいことを書い
たから「いいね」がたくさんつくと思っ
ていたところ、思ったほどつかなかっ
た。そうかと思えば、他愛もないツイー
トにたくさんいいねがついたりする。
なぜこういうことが起きるのかという
と、本心で語っている言葉しか人に響
かないからです。見られているという
感覚は非常に大事ですが、それよりも
大事なのが「本音で書いているかどう
か」です。もし何を書けばいいか迷っ
たら、基本は、自分が楽しいと思

うものを本音で書くのがベストで
す。SEO 対策やコンテンツマーケティ
ングになると士業の場合、どうしても
就業規則について延 と々書くとか、相
続の手順について延々書くといったテ
クニカルな記事を書きがちです。その
記事もいつか集客に繋がるかもしれ
ませんが、私は個人がコンテンツマー
ケティングに取り組むことに関しては
やや懐疑的です。多大な労力に対して
結果が伴わないのと、その情報発信
が果たして楽しいのだろうかという疑
問があるからです。正直な気持ちで伝
えるメッセージの方が、機械的に作ら
れた SEO 対策の記事よりもはるかに
魅力的なはずです。本音だから読者
に響く、響くからアクセスが集ま
るのです。

無名の人でも、情熱があれば大
きく飛躍する

そうはいっても、一個人がブログを
書いても当然バズらないし、有名にな
ることもない。そう思う人もいるでしょ
う。そもそもソーシャルメディアは、
有名な人がもっと有名になるツールで
す。著名人であれば一気にフォロワー
数も増えますが、一般人ではよほどの
ことがない限り、フォロワーの数が大
きく増えることはありません。ですが、
私も無名から始まっています。1日の
アクセスが 10 や 20 だったのが、書
き続けて最終的には1日のアクセスが
1,000 を超えました。今の自分の方

がそのときの自分よりも文章力や表現
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力、あらゆることが上ですが、本音で
メッセージを出すというひたむきさや
情熱、「俺はこれを言いたいんだ」と
いう思いは、もしかしたら当時の自分
の方が勝っているかもしれない、と思
うこともあります。だから無名からア
クセスを上げて全国 1位になれたのか
な、と今振り返ってみて思うわけです。

ブログは、その人を表します。例
えば更新時間が早朝なら「早起きで
爽やか」というイメージを持たれます
し、背景が真っ黒なブログだと怪しい
人に映るかもしれません。これまでに
もお伝えしてきましたが、ブログで人
となりが判断されることは実際にあり
ます。言葉使いや配色なども全部自
分を表現するので、そういったところ
も含めて、とにかく最初の頃は「ど
う見られたいか」がベースでいい
と思います。そこから、自分に正
直になって本音のメッセージを書
くようになっていく。そうすること
で、人の心に響く文章が書けるよ
うになっていきます。

LEGALBACKS 限定メール
マガジン No.603【決断力】

「大事の義は、人に談合せず、一心
に究めたるがよし」

これは、「重要なことは人に相談せ
ずに自分で決めろ」という意味の伊達
政宗の言葉です。伊達政宗は「生まれ
る時代が違ったなら天下を取っただろ
う」と言われるほど有能な戦国武将
だったそうですが、今回のメルマガで
は伊達政宗の言葉をヒントに「決断力」
について考えていきたいと思います。

情報が少ない方が決断しやす
い

戦国武将はいわゆるリーダーです
が、1 人で事務所を経営している人
も、組織でこそないもののリーダーで
あるといえます。リーダーが何かを決
めるとき、情報収集の手段は実世界
で属するコミュニティでした。しかし、
2000 年前後にインターネットが普及
し始め、情報収集の方法に検索エン

ジンが加わりました。2000 年以前が
「ネットがない時代」、2000 年以降が
「ネットがある時代」とわかりやすく
仮定すると、2000 年以前の方が決
断は容易かったと思います。理由は簡
単で、情報が少ないからです。情報
量の少ない状況では、思い切ってやる
しかありません。経営者にとって決
断力は非常に重要な能力の1つで
すが、情報量が少なかった時代の
方が、行動を起こしやすかったの
ではないでしょうか。今はその頃と
は違い、情報も多く、迷ったときに決
断するための材料も肥大化している時
代です。相談できる人も山ほどいます。
情報が多すぎることで決断力を鈍らせ
てしまっているのです。

多様な意見がすぐに出てくるこ
とで、判断力が鈍る

LEGALBACKS では、士業がネッ
トマーケティングに取り組むならリス
ティング広告が最強だとお伝えしてい
ます。しかし、士業のリスティング広
告ではまともな客が来ないという情報
も、ネットには流れています。矛盾し
た 2 つの意見を目にして混乱した人も
いるかもしれません。価値が相対化
されているので、1つの事象に対して、
反対意見、賛成意見とその他の意見
という 2 つ以上の視点が必ず出てき
ます。しかも、どれもそれらしく見え
るので、判断が非常に難しい。これが、
決断力を鈍らせる正体です。この時代
に、私たちが決断力を磨くためにはど

うすればよいのでしょうか。

何を選んでも反対意見はある。
自分が正しいと思うことを選ぶ

決断するときに大事なことは「嫌
われることを恐れずに、自分が正
しいと思った方を選択すること」
です。これまで書いてきたとおり、今
は、何かを選んだら自動的に反対意
見が出ます。昔は違いました。例え
ば会社を起こすとしたら資金を集める
動きは法律上も当たり前のことで、資
金も用意できないのに会社を作るな
んてとんでもないという風潮がありま
した。開業に資金がいるというのは、
いわゆる「正解」だったわけです。で
すが、今は資金も人も集めずに簡単
に開業できます。そうすると「ビジネ
スを始めるときに開業資金があった
方がいい」という人と「お金なんかな
くても始められる」という人が出てき
ます。結局はどちらを選んでも反対意
見が出るわけで、他の人に相談した
り外の情報に頼りすぎたりすると、
何も決められなくなります。特に今
は Skype も LINE もあるので、東京
にいながら北海道のコンサルタントに
相談したりもできますし、海外にいる
人にすら相談できるようにもなりまし
た。相談する相手が増えるのはい
いことのようにも思えますが、結
局返ってくるのはその人の意見で
しかありません。そもそも、自分が
やりたいことがあって「こうしよう」と
思う要素があるから迷うわけです。例
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えば助成金業務を始めようと思ったけ
れど、入金が遅いから大変だという意
見を聞いて辞めた。でも、他の社労
士が助成金で大きく伸びたと聞いたら

「やっぱりやっておけば良かった」と
思ってしまう。こんな人も多いですが、
そこには自分がありません。情報を集
めることも相談することも確かに
大事ですが、それは要素であって、
その中から選ぶためのものではな
いんです。何かを決断するとき、決
断力を育てるために重要なことは「自
分の決断を他者に任せすぎないこと」
です。ぜひ心がけてみてください。

No.604【競争心の効能】

何年前か前に「ジェンダーレス」とい
う言葉が出てきましたが、今は多様な
価値を認める時代になりました。高度
経済成長期からバブルを迎えた頃の、
景気が右肩上がりでずっと伸びていた
頃の価値観といえば「競争」でしたが、
最近は特に勝ち負けの概念がとても
少なくなっている気がします。今回は、
競争心の効能についてのお話です。

「競争」が善しとされた時代

景気が右肩上がりで伸びていた時
代には、例えば男性であれば年収が
いくらとか、持ち家があるか、どんな
車に乗っているのか、というようなこ
とを競っていました。「隣の家の○○
さんは今度車を買ったよ」とか「家を
建てたよ」というような話が日常会話

だった時代です。この頃は、多くの人
が競争心をもって「自分も頑張ろう」
と上を向いていました。頑張ってダメ
だったとしても、景気自体が上向き
だったのでそれなりの結果が出ていた
わけです。ところが今はそうはいきま
せん。景気は良くなっているとは言わ
れるものの、給料が上がったという話
はあまり聞きません。株価が上がった
というニュースは耳にしますが、一人
ひとりが豊かになったというような話
題もほとんど耳にしません。頑張って
ダメだったとしてもそれなりの結果が
出せる時代は終わりを告げました。

食べられるようになったら、自
分の生き方を考えられる

こういう世の中だと、「あなたはあ
なた、私は私」という価値観が非常
に強くなっていきます。価値の相対化
が起きているため、どのような選
択をしてもあまり責められること
もありません。そしてこれが「開業し
て売上が伸びないけど、一生懸命やっ
てるし、これでいいんだ」という妥協
に繋がっているように思います。努力
や過程を評価する価値観はもちろん
間違っていませんが、お金がないと人
は生きていけない。これは事実です。

私はずっと「その仕事で食べられる
ようになれば、あとは自分の生き方の
問題です。そこからは自分で判断して
ください」と伝えてきました。1 人で
80 歳まで事務所を経営するのも正解
だと思いますし、50 人、100 人規模

の事務所を目指すのも1つの選択で
す。大規模な事務所を目指す方が絶
対的に価値が高いわけでもない。そ
れは他人が決めることではなくて、本
人が決めることです。もう「開業して
しばらく経つのにまだこんな規模で
やってるの？」と思われるような時代
でもありません。多様な価値観が共
存している今、大事なのは「自分
がどうしたいか」だけなんです。

強さがない優しさは、単なるぬ
るま湯だ

ところで、私が開業した頃は、⾏政
書士はもっとギラギラしていました。
もちろん今でもそんな人はいますが、

「⾏政書士業界で絶対にトップに立つ」
というような野心を持った人は減り、
優しい人が増えたように思います。も
ちろんそれを否定することはしません
が、ぬるま湯に浸かってしまわない
よう、他人とはともかく自分自身
とは大いに闘うべきです。伸びてい
くためには、「このレベルでいいのか」
と常に自問自答する感覚は大事です。

私の場合は、自分より凄いと思う人
に対してはずっと悔しさを感じてきま
した。特に同年代や同い年で大きく
ビジネスを伸ばして成功している人を
見ると、「俺も負けられない」と強く
思います。それは開業してから今に至
るまで変わりません。競争心は持って
いた方がバネになりますし、ビジネス
を引退するとき「それで良かったの？」
とは思いたくありません。あなたもそ
うなら、自分の現時点のスケールを
無視してとにかく切磋琢磨し続け
るべきです。アスリートの世界では明
確にランキングがつくので、自分の実
力の見切りがつきやすいものですが、
士業をはじめとするビジネスの世界に
はそういった物差しがありません。で
すから、自分と闘い続けない限り、
経営まで弛んでしまいかねません。
精一杯やるのなら、何歳になって
から始めてもいいはずです。ぜひ、
競争心を忘れずに自分を磨いていって
ください。
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高金大輝コラム

マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

Monetize Workout 始まりま
した

Monetize Workout というサービ
スが新たに始まり、3 ヶ月が過ぎまし
た。ご利用いただいている方からは大
きな反響をいただいています。

Monetize Workout について

Monetize Workout では、お一人
お一人に合わせた内容の動画をお送
りしています。横須賀が経営状況を
個別に分析した動画をお送りし、私は
ネット広告に関するご相談や質問に答
える動画をお送りする形で、横須賀と
二人三脚で取り込んでいます。私の動
画では、実際にその方が日々使ってい
る広告管理画面を見ながら「このキー
ワードを追加した方がいいですよ」と
具体的なアドバイスをお伝えしたり、
それに関するレジュメをお渡ししたり
もしています。他にも、やるべきこと
を Chatwork でタスク化してそれを
消化していただきながら、申し込まれ
た方と一緒に目標に向かって走ってい
ます。

ネット広告は全面的にサポート
しています

独学でリスティング広告を学んで
いる方も多くいらっしゃいますが、
Monetize Workout でよくいただく
ご相談が、キーワードの見直しとター
ゲティングについてです。加えて私が
日々感じているのが「無駄な配信が多
いな」ということで、自分のお客様に
なりえない方に対してまで広告を表示
させてしまっているケースがとても多
い印象です。こういったところを受け
て、Monetize Workout の中では、
キーワードの見直しやターゲティング、
どういったキーワードを選択すれば自
分の想定しているユーザーに広告を届
けることができるのか、それから公告
のキーワードマッチタイプの調整など
も画面を共有しながら⾏っています。
キーワードマッチタイプについては、
少し難しいので詳細は省きます。もし
気になる方は調べてみてください。

それから、Monetize Workout で
はもっとクリック率が高まるような広
告文のアイデアをお伝えしたり、実際
の広告文を提案したりというサポート
もしています。私が提案した広告文を

そのままお使いいただくこともありま
すし、アイデアをヒントにして広告文
をブラッシュアップしていただくことも
あります。公告を作るという作業はど
うしても労力も時間もかかってしまう
ところですから、ここがスキップでき
ることで、より本業に集中していただ
けるのかなと思っています。以上、ラ
イザップではありませんが「結果にコ
ミットする」Monetize Workout の
ご紹介でした。

ゴールデンウィークのお知らせ

今年の GW は最大 10 連休という
ことですが、弊社も GW はお休みを
いただく予定です。連休中はご相談を
お受けすることが難しくなってしまい
ますが、もしも GW 中に新たな悩み
が生まれたり、ネット広告の動きで気
になることなどが出てきたりしたとき
には、連休が明けてからぜひご相談
ください。皆様も、よい連休をお過ご
しください。

Twitter
@pcjyokosuka

note（ブログ）
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LEGALBACKS( 旧天才塾 ) 会員限定の本ニュースレター「DONO」（ドーノ）はイタリア語で「天賦の才」または「天分」と
いう意味です。入会した人が、天才的な起業家になってほしい。そういう願いを込めて創立した天才塾が発刊するニュースレター
は、常に優れた情報を提供し、よりあなたの天賦の才を活かしてほしいと考えてつくられています。「DONO」は、手軽に持ち
運べる最新の知の集合体。移動中に、商談前に気軽に読むのも良し。じっくり腰を据えて学ぶにも耐えられる情報媒体。ぜひ、
あなたの事務所経営に活用してください。

本誌掲載の記事について無断複写・複製・転載を禁じます

May. 2019



TODAYS TOPICS

LEGALBACKS ニュースレター Dono　11-3

Tech ＆ Operation

ネット広告成功者に共通する「マインド」

士業のためのネット広告実践「Tech&Operation」高金大輝

広告マインド

リスティング広告に取り組みなが
ら、日々悩みや課題を抱えている方も
大勢いらっしゃると思います。今回は、
広告に取り組むときに重要な「広告マ
インド」についての解説です。

広告は 2 つに分類される

広告は大きく分類すると、イメージ
広告とレスポンス型広告に分けられま
す。まずは基本的な知識として、この
2 つの違いについて説明します。

イメージ広告とは

イメージ広告とは潜在意識にすり込
んで後々の購買につなげるという目的
の広告で、ネットを除いた公告媒体（タ
ウンページや看板など）はほとんどが
イメージ広告です。例えば、コカコー
ラの看板を見た瞬間にコーラが飲み
たくなってコンビニに駆け込む人はほ

とんどいないと思いますが、これはコ
カコーラの広告が直接的な購買理由
になっていないからです。そのため、
イメージ広告は正確な効果測定が
できません。もしタウンページや駅の
広告などを使って認知を広げようと考
えるならば、広告から直接購買につな
がるとは思わないことがポイントです。

レスポンス広告とは

イメージ広告とは逆に、直接購買を
促す目的で作られるのがレスポンス広
告です。実はレスポンス広告の歴史は
浅く、1980 年くらいまではほとんど
の広告がイメージ広告でした。

1990 年あたりから神田昌典さん
が「ダイレクトレスポンスマーケティン
グ」を日本に普及させています。ダイ
レクトレスポンスマーケティングの手
法としてよく見られたのが、新聞など
に「小冊子プレゼント」という広告を
載せ、その小冊子を手に入れた人に
さらに商材を販売するという 2 段階
の広告戦略です。

インターネットがない時代では紙媒
体が主流だったため、広告費や郵送
費を合わせると相当なコストがかかっ
ていました。ところがネットの登場
によって、効果測定は非常に簡単
になり、かかるコストも激減しま
した。これに伴って広告の概念も
変化していきます。

ネットの普及により、広告の概
念が変わった

士業の世界では、長い間「広告は
できるだけ使わない方がいい」という
考え方がありました。これは商業出版
の弊害とも言えるものかもしれません
が、どうしても「広告費もそれなりに
使って人脈や経験もあったので成功し
ました」という本より「人脈ゼロ、未
経験、広告費ゼロでも成功」という
本の方が売れることも影響していま
す。実際に、こういった「ゼロベース
から大きく成功する」という内容の本
は、今でも書店に並んでいます。こう
した価値観の刷り込みによって、「広
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告費を使うのは戦略としては劣ってい
るのではないか」「お金をかけずに成
功するのが本当の賢い戦略だ」とい
う認識が広まっていきました。

広告費は何のために使うのか

ただ、私が公告に携わりだした頃に
は既にインターネットが広く普及して
いたこともあり、私はそういった価値
観にはあまり影響されていません。そ
れに、今の時代にはむしろ「広告費は
かけて当たり前だ」という認識の方が
合致しています。極端な言い方をす
れば、「公告力＝広告予算」といっ
ていいくらいです。確かに広告のノウ
ハウには優劣があります。ですが、も
しも全く同質の広告があったときにど
ちらの方が成果が出るかというと、そ
れはやはり予算をかけた広告です。

それに加えて、現代はデータを集め
ることが非常に重要です。先ほど「ア
ナログは効果測定できない」と
書きましたが、ネット広告の強み
がこの効果測定です。そして、より
精度の高い効果測定をするためには
データの蓄積が不可欠です。データ
を集めるために広告費を使うとい
う発想ができなければ、ただただ
広告資金の残高が減っていくだけ
に思えてしまうでしょう。

広告費＝コストではない

重要なのは、「広告費はコストで
ある」という発想を捨てることです。
特に士業に多い発想として、どうして
も先に広告費を出したくない、広告費
を使ってまで売上を伸ばすことに抵抗
があるという人が多いようです。

仮に、広告費を全くかけずに売上
が 1,000 万になった場合と広告費を
10 億使って 11 億の売上が上がった
場合、どちらの方が良いですかと尋ね
てみると、ほとんどの人が 1,000 万
円の方を選びます。後者は 10 倍の
1 億円もの利益が出ているのに、
10 億円も使っているという「コス
ト」にフォーカスしてしまうのです。

もしこれが同じ1年での成果だとし

たら、1,000 万円を選んだ人は 1 億
円を稼ぐのに 10 年かかるわけです。
このあたりの意識を持っておかなけれ
ば、広告費を無駄に遣ってしまってい
るという発想に陥りやすくなってしま
います。ですが、何度も言うように広
告費はコストではないのです。

他にも広告費をコストだと考えてし
まう要因が、広告の成果が 1ヶ月ごと
に完結してしまうことです。効果測定
のレポートが 1ヶ月ごとに出るという
のも要因としてあるのかもしれません
が、半年、1年スパンで見るのではな
く「良かった月」「悪かった月」という
ように、月ごとに分断して判断がなさ
れています。にもかかわらず、広告を
出した瞬間に反応が取れないと不安
になる人は少なくありません。

売上は広告を出したから増える
のではない

語弊があるかもしれませんが、
広告を出せば売上が上がるわけで
はありません。ここも非常に重要な
視点です。売上が上がるのは、広告
費を使って集めたデータを解析するか
らです。データを解析していく中で
精度が高まり、その結果として反
応が良くなっていくのです。リスティ
ング広告について相談を受けている
と、運用から 2 週間も経ってないの
に「まだコンバージョンがつきません」
という相談が来たりします。短期間で
反応がこないのはある意味当然のこと

で、キーワード選定を含めた広告の方
向性が間違っているわけではありませ
ん。タイミングや地域的な要因など、
複合的な要因が潜んでいることが多
いのです。

にもかかわらず、コンバージョンが
ついてないという結果しか見られなけ
れば、「リスティング広告では成果が
上がらない」という短絡的な結論に
陥ってしまいます。

リスティング広告運用初月から
結果を求めない

リスティング広告においては、まず
はデータを集めることに注力する必要
があります。広告予算の残高が減っ
ていくのは確かに辛いかもしれま
せんが、耐える時期は絶対に必要
です。士業に限らず、どの業種であっ
ても絶対に我慢の時間があるはず
です。そもそも、広告を出して初月で
コンバージョンを取れる方が珍しいの
です。私が運用しているアカウントで
はほとんど初月でコンバージョンが取
れていますが、世間の認識としては、
ラッキーパンチでもない限りは1ヶ月
ではコンバージョンはほぼ取れません。

初月にするべきことは、まずデー
タを解析することです。どういった
属性のユーザーがアクセスしているの
か、どんなキーワードを設定している
か、顧客となり得ない見当違いの人に
対して広告が出ていないかなどを細か
く解析し、最適化した上で判断してい
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かなければなりません。
例えば、コンバージョンが今月 3 つ、

次の月が 2 つだったとしたら、1つの
差であっても成約率は 30％変わって
きます。このように、新規系のコン
バージョンは統計的に見ても全然
信頼できないものだと思ってくだ
さい。それに、もともと士業の業界は
そんなに大量にコンバージョンが取れ
る業界ではありません。ニーズ商売
でもありますから、コンバージョンの
上下はそこまで気にする必要はないの
です。それでもコンバージョンがほし
いと思うなら、広告費を上げていくし
か方法はありません。

インプレッションの損失率で可
能性を見る

広告予算を増やすか減らすかという
ことは、毎月つきまとう課題かもしれ
ません。そこで広告予算が効率よく消
化できているかを判断する要素が「イ
ンプレッションシェア損失率（予算）」
です。これは、本来広告表示機会が
与えられるはずだった枠に対してどれ
だけ逃しているかを数値にしたもので
す。例えば 1万回表示される枠があっ
たとしても、予算が低ければ全ての枠
で広告を表示することはできません。
リスティング広告においては、インプ
レッションシェア損失率を見ることで
どれだけ予算を損しているかを見るこ
とができます。

仮にインプレッションシェア損失率
（予算）が 30％だとしたら、予算が少
ないがために表示機会を 30％逃して
いるということがわかります。0％で
あれば広告予算をフルに使えているこ
とになります。もしもインプレッショ
ンシェア損失率が高いとなると、
自分が狙っている見込み客全員に
広告表示されているかどうかを考
えなければなりません。予算を下げ
るか上げるかという判断をするために
はインプレッションシェア損失率を分
析する必要がありますが、ここを見ず
に予算の増減を考えている人が非常に
多いと感じます。

再投資と予算を増やすという発
想は、絶対に必要

利益の使い方も重要です。広告費
を使って利益が出た、売上が上
がったというとき、短絡的にそこ
で終わってしまうのではなく、出
た利益を次の広告や次の事業に再
投資するという感覚を持つことも
重要です。ここで、ある弁護士を例
に挙げましょう。普通ならなかなかで
きないことですが、彼は最初に用意し
た事業資金 500 万のうち、約 300
万を1ヶ月分の広告費に充てました。
そしてそこで 1,000 万くらい売上を上
げました。士業の場合、自宅開業で
あれば経費がかからないので売上の
ほとんどが利益になります。彼も自宅

開業だったため、利益となった1,000
万のうち 500 万をまた広告費に使っ
て 3,000 万の売上を上げたのです。

そして次は 1,500 万を広告費に投
資するということを繰り返し、開業し
て半年から1年弱という短期間のうち
に、都内の一等地にあるビルに事務
所を出すまでに拡大しました。これは
極端な例ですが、上がった利益をど
う広告費に投資していこうかという視
点は全ての士業が持っておくと良い視
点だと思います。

予算＝広告力である

予算については基本的に下げる方
向で考えている人が多く、仮に予算 5
万円でインプレッションが取れてきた
ら、次は 3 万くらいに下げようとする
のですが、これは逆です。5 万でイ
ンプレッションが取れたなら、次
は 10 万をかけるというように、
広告費は増やしていくべきです。イ
ンプレッションのシェア率が 0％でこ
れ以上広告費を上げても意味がない
ということなら、別の広告に移りましょ
う。これは声を大にして言いたいと
ころですが、予算は絶対に上げる
ものと考えてください。一生涯、広
告費を月額 5 万円で運用するという
構想は、ほぼあり得えません。5 万円
を使って広告を最適化したら、最初 3
件だったコンバージョンが 5、6 件に
なる可能性はあるかもしれません。で
すが、コンバージョンが 100 件には
絶対になりません。リスティング広告
の最終的な目的は売上を上げることの
はずですが、毎月 5 万円の広告費で
はいつか頭打ちになってしまいます。

同じ地域でずっと出していればライ
バルも台頭してくるでしょう。何年もリ
スティング広告を出し続けて成果が上
がっていたのに、あるときさっぱり取
れなくなったという背景には、競合が
増えた、クリック単価自体が上がった
というような要因があります。「予算の
多さ＝広告力」だというのは、私も日々
実感しているところです。
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時間を取るかお金を取るか

広告費を出すとき、これでコンバー
ジョンが来なかったらどうしよう、と
常に不安を抱えて及び腰になっている
人が多いようです。ここでまず決めて
いただきたいことは、リスティング広
告について「時間を取るのか、お金を
取るのか」ということです。

LEGALBACKS では広告運用代⾏
サービスを月額 5 万円で提供していま
すが、広告運用をまるごと外注するこ
とによって日常的にリスティング広告
について考えなくてよくなります。し
かし、広告費をなるべく抑えたいと考
えるのであれば、自力でリスティング
広告を運用して成果を上げていかな
ければなりません。もちろんそういっ
た方に向けて LEGALBACKS でもサ
ポートは⾏っていますが、自力でやる
場合はキーワードの設定や広告文の
書き方、管理画面の使い方などで分
からないことがあったら「プロに相談
しながら進めていく」という時間が必
要になります。

まるごと外注してしまえば、そ
の手間は完全に取り除かれて業務
に集中できるようになるわけです。
私は、そこにこそ 5 万の価値が
あると考えています。そこを節約で
きるもしもマーケティングの担当者を

雇おうと思ったら、5 万では到底足り
ません。おそらく 2、30 万は毎月か
かってくるでしょう。マーケティングの
担当者を入れるというイメージを持つ
と、この 5 万円の見え方が変わってく
ると思います。

リスティング広告が得意でネットの
知識が深い方も士業の中にはいらっ
しゃいますが、多くの方が、残念なが
ら知識が豊富なのに経験がそれに追
いついていないか、経験が豊富なの
に我流でやり過ぎて知識が追いつい
てないかのどちらかです。これは仕方
のないところで、実務に重心を置いて
いる中でリスティング広告について完
璧にマスターするのは時間的にも不可
能と言わざるをえません。リスティン
グ広告や営業に取り組みたいと思って
も、多くの方が実務に追われて営業
に取り組めていないのが現状です。

そ れ を カ バ ー す る た め に
GeniusSearch で勉強しようと
思われるのも良いのですが、時間
がなくて営業に時間が割けていな
いのであれば、知識の吸収に時間
を作ろうとするよりも、外注して
しまった方が良いと私は考えてい
ます。外注できるところはした方が良
いのですが、その場合は広告費をど
うやって捻出すればよいかという問題
もあるでしょう。経費削減は経営者に
とっては重要な資質です。

一つ参 考にしていただきたいの
ですが、今渋⾕で税 理士として大
きく成功されている蔵田経営会計
事務所の藏田陽一先生が、過去に
LEGALBACKSのセミナーでこのよう
におっしゃっていました。「もしも今
から開業するなら何をしますか？」
という質問に対し、「僕だったら
1,000 万お金を借りてリスティン
グ広告をします」と答えられたの
です。これは、借金してまでリスティ
ング広告をしろ、ということを言いた
いのではありません。このマインドを
持てるかどうかが重要な分かれ道にな
るということなのです。これから事務
所の売り上げを伸ばしていきたいのな
ら、広告に割く予算をどう捻出するの
かを今一度考えていただきたいと思い
ます。

自力でリスティング広告を運用
するのなら、ガイドを手に入れ
よう

リスティング広告を活用するときに
は、完全に外注して本業に集中する
か、広告費をできるだけ抑えながら自
力で運用していくかの 2 択になります
が、中間で少し勉強しては試しながら、
完全にはカバーできずに苦労している
方も多いようです。しかし、個人的に
はどちらかに振り切れた方が返って効
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高金大輝
パワーコンテンツジャパン株式会社
マーケティング・コンサルタント 

1993 年 4 月 22 日岩手県生まれ。1996 年に家族
とともに渡米。幼少期をアメリカ合衆国インディア
ナ州で過ごした後、帰国。帰国後は、生まれ故郷
である岩手県から北海道函館市へ移住。青春時代
を北海道にて過ごす。18 歳で上京。神奈川大学に
進学。ミュージシャンとしてプロを目指す傍ら、起

業家としての道を志し、大学を中退。独立商材のひとつであった国家資格を模
索中に横須賀輝尚にたどり着き、パワーコンテンツジャパン株式会社に合流、入
社。入社後はコンサルタントとして横須賀輝尚の直接指導を受けながら、天才
塾「GeniusSearch」の立ち上げに参画。1200 件以上のコンテンツを構築する。
現在は、マーケティング・コンサルタントとしてセミナー、ネット広告研究を⾏い
ながら、同社のインターネット・マーケティング責任者を担当する。2018 年 4 月
に同社主催の「士業のための最新インターネット・マーケティング完全マスター講
座」では講師を務め、80 名以上を集客した。

率が良いと考えています。そして外注
の重要性は理解しているものの、
それでも広告費を抑えたいのであ
れば、手前味噌ではありますが「士
業のためのリスティング広告導入
ハンドブック」「士業のためのラン
ディングページ執筆マニュアル」
だけは最低でも手元に持っておい
てください。どちらも 2,000 円前後
で購入いただけますから、初期投資と
しても高くはないと思います。

この 2 冊では、過去 LEGALBACKS
で横須賀や私がセミナーで伝えてきた
ことを凝縮してお伝えしています。さ
らに全くリスティング広告や LP の知
識がない人にも理解しやすいよう、か
なりかみ砕いてわかりやすく書きまし
た。リスティング広告は運用が刻 と々
変わる分野ですが、「士業のためのリ
スティング広告導入ハンドブック」で
はまだまだ最新機能をカバーできてい
ます。ネット広告について 1％でも考
えているなら、早いうちに手元に揃え
ていただきたいと思っています。

広告費をかけて得たコンバー
ジョンは、追いかけなければ意
味がない

広告費をかけて、労力をかけてリ
スティング広告を出しているのに、コ
ンバージョンを追わない人がいます。
LP を書いて広告設定もした翌日にす
ぐコンバージョンがあったにもかかわ
らず、「電話があったみたいですが出
てないんです」とおっしゃる方がいま
す。少し厳しい言い方にはなりま
すが、問い合わせの電話やメール
に対する執着が薄い人は気持ちを
入れ替えてください。広告費をかけ
て得たコンバージョンは、追いかけな
ければ意味がありません。管理画面
の中の数値は充実するかもしれません
が、追いかけない限りは実際に成約し
ていないわけです。せっかくお金も
手間もかけて商談の機会を取った
のに、それを自ら放棄してしまわ
ないでください。

確かに、士業のコンバージョンは売
上に直結しないかもしれません。で

すが、そこは追うべきです。それでど
んな属性の人が来たかがわからない
ままであれば、リスティング広告の一
つの目的であるデータの蓄積すらでき
ません。私はよくセミナーでもお伝え
していますが、リスティング広告は営
業マンです。営業マンがせっかく取っ
てきてくれた仕事を実務をする人が台
無しにするというのは、普通に考える
とあり得ないことだとわかるはずです。
リスティング広告は機械ではなく、
人だと思った方が良いと思ってい
ます。

レスポンスの速さが重要

リスティング広告からのコンバー
ジョンを追わない理由としては、集客
がオンラインで完結していることが大
きいと考えています。自分が実際に動
いた結果のコンバージョンではなくて、
Google がアルゴリズムに従って広告
を出し、それを見た人がアクセスをし
ているという状況です。そのために熱
量を感じられなくて、ないがしろにし
てしまうのかもしれません。

しかし、ホームページを見ただけ
で電話をくださるお客様は相当いい
お客様だと考えるべきです。リスティ
ング広告でコンバージョンが取れたな
ら、その先は熱意を持って追いかけ

てください。レスポンスの速さは本
当に重要です。「面談はいつにし
ますか？」という1 通のメールを
送るだけでもつなぎ止められるで
しょう。ちなみに、事務所にいないと
きにかかってきた電話に対応するため
には、転送電話にするべきか秘書を
雇うべきかで悩む方もいると思います
が、秘書代⾏は相談には乗れないの
で、できる限り転送にした方が良いと
思います。

今回は、広告運用をするときに重要
となる「広告マインド」について解説
しました。今リスティング広告の運用
で伸び悩んでいる方も、これからリス
ティング広告を始めようと考えている
方も、ぜひ参考にしていただければと
思います。
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Think more. から始まる組織の定義

小さな会社の理想的組織論 "Adjust" 横須賀輝尚

これまでこの「組織論」のコラムで
は、1 on 1ミーティングや評価制度、
未来工業株式会社の事例などをテー
マに、組織についての考え方をお伝え
してきました。その根幹にあるのは「組
織というのは自分で考えて作ることが
大事だ」ということです。今回のコラ
ムでは、これまでの組織論を踏まえて

「組織について考えたとき、何から始
めたらいいか」について、重要な部分
をピックアップして話していきたいと
思います。

まずは「会社が何のためにある
のか」を考える

組織について考えるときには、
会社の歴史的背景や現在の会社の
実態など、まずは本質的なことに
目を向ける必要があると考えてい
ます。そもそも株式会社は、出資と経
営が分離しているものでした。会社を
作りたい人がいて、その人に出資をす
る人がおり、出資者は配当をもらうこ

とで利益を得るという仕組みです。た
だ、今の日本においては、特に中小
企業は「オーナー＝社長」が普通となっ
ています。パワーコンテンツジャパン
株式会社もそうで、私が 100％出資
していますし代表取締役でもあります。
今は出資と経営の分離がなされて
いない会社がほとんどです。まず
は、この大枠を知っておくことが
前提となります。

次に、「会社をなぜ作るのか」につ
いて。会社というのは何か実現したい
ことがあるから作るもので、これは士
業事務所でも同じことです。例えば
IT 事業が儲かりそうだから始めたと
いう動機もあるでしょうし、⾏政書士
として独立したいからという動機もあ
るでしょう。「自分」を基にして、やり
たいことを実現するために会社や事務
所を立ち上げていきます。そのとき、
立ち上げることそのものが目的に
なるのではなく、たまたま選んだ
ツールがその職業や業種だったと
いうのが私の考え方です。仮に「世

界中の人を楽しませたい」という理念
や思いが同じでも、ミュージカルや舞
台、音楽をツールにする人もいれば、
教育をツールにする人もいます。私の
場合はコンセプトでした。ソニーは創
業当初はメーカーでしたが、それは創
業者である井深大さんが技術者だっ
たからです。もしも井深さんが全く異
なる資質や知識を持っていたら、おそ
らく違うことをしていたでしょう。ここ
でシンプルなところに立ち戻ると、

「そもそも自分自身がやりたかっ
た事は何ですか？」という問いに
着地します。ここが決まらないと、
会社の形は決まりません。

エゴでビジネスをし続けること
はできない

会社を作るとき、最初から社会貢
献や世界平和のような高尚な理念を
待って始めることはそうありません。
最初はほとんどの人が、独立したかっ
た、自分のやりたいことをしたいとい
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うようなエゴを動機にしています。
ただ、経営年数が経っていくにつ

れて取引先や社員が増えてくると、経
営者が自分の都合で勝手に会社を辞
めることができなくなってきます。例
えば私が「今日でパワーコンテンツ
ジャパン株式会社をたたみます」と
言ったとしたら、多くの方が困るの
は事実でしょう。続けていくうち
に、会社というのは公共性を帯
びてくるわけです。公共性を帯び
ていかずに経営者の私利私欲の
ためにビジネスを続けていると、
人が離れていきます。売り上げが
爆発的に伸びることもなくなりますし、
何より長い期間ビジネスが続いていき
ません。ずっとそのビジネスをやって
いきたいと思うのなら、公共性を帯び
ていかなければならないというのが私
の考えです。

少し余談ですが、そういう意味では、
事務所名も目指す規模に合わせて考
えた方がよいと私は思っています。自
分の名字を事務所名にしている人も多
いものですが、公共性を帯びさせた
いのなら、事務所は自分の名前では
ない方が良いと思います。なぜなら、
規模が大きくなってきても「所長の
事務所」というイメージがどうして
も拭えないからです。もちろん所長
の名前で大きくなった事務所はありま
すが、それはかなり過去の事例です。

例えば、パワーコンテンツジャパン
株式会社が「株式会社横須賀輝尚」
だったらとイメージしてみてください。
経営者のためにある会社というイメー
ジがしませんか。「職員全員で世の中
に対して貢献していこう」という姿勢
が事務所名に見えなければ、本当の
意味で公共性があるメッセージにはな
りにくいのではと思っています。もち
ろん、所長の名前を冠した事務所を
否定するわけではありません。所長と
職員との距離が縮まり、家族のような
事務所になるというメリットはありま
す。あまり広げずに小規模で事務所
を続けていきたいようなときには、所
長の名前を冠した事務所名でもいいで
しょう。ここは自分の選択です。ちな
みに、私も⾏政書士事務所は「横須

賀⾏政書士事務所」として経営してい
ました。

組織として、人を入れるときに
重要なこと

1人事務所から職員を入れて組織化
するときには、「面接〜採用」という
プロセスを経なければなりません。こ
こで考えておきたいのが、なぜ入
所後に不満が出るのかということ
です。よく就職は結婚に例えられます
が、そうであれば、就職というのは恋
愛結婚ではなくお見合い結婚だと感じ
ています。ただ、一般企業や士業事
務所の面接はお見合いの場にはなって
いません。一方的に応募者の情報を
企業が聞いて選択しているにすぎない
からです。これでは、相手の女性の情
報を一切聞かずに男性から「結婚して
ください」と申し出るようなものです。

事務所側が自分たちの情報を出
さないために、就職後にミスマッ
チがおきます。「入ってみたらイメー
ジと違った、こんなはずじゃなかっ
た」というのは、単純に事務所側
の情報が開示されてないだけなん
です。情報を開示していると言っても、
せいぜい給料や仕事内容、勤務時間
といった求人の条件だけ。それは単な
る指標でしかないので、応募者にとっ
てはほとんど意味がありません。事務
所が提示している情報や条件に職
員が合うかどうか。本当はこれだ
けのことです。弊社の面接は非常に
長い時間をかけますが、それは会社の
説明の時間を長くとっているからです。

事務所側は何を開示すればよ
いのか

では、事務所側は何を開示すれば
いいのでしょうか。それは、事務所
が大事にしている項目と事務所の
定義です。応募者が「この事務所
は自分に合うかな」と考える判断
基準を出してあげることが非常に
重要です。具体的には、「時間・社
員・場所・姿勢・コミュニケーショ

ン・温度感・こだわり・組織の目
的・働く基準・組織図・育成・採
用」。この12 つは最低限定義して
おきたいところです。全てを解説す
ると膨大になってしまうので、今回の
コラムでは、姿勢・コミュニケーション・
時間について、定義のヒントとパワー
コンテンツジャパン株式会社の例をご
紹介しましょう。

「姿勢」の定義

まずは姿勢です。例えば、ＡＢＣと
いう 3 人の事務員がいたとします。Ａ
さんは非常に積極的に業務をこなし
てくれて、掃除などの事務とは関係
ない仕事も率先してやってくれていま
す。一方Ｂさんはいつも出社がギリギ
リで、頑張れば 5 時間で終わる仕事
も 8 時間かけて終わろうとするような
職員です。最後の C さんは、要領が
悪く仕事が遅い。ただ、責任感が強
くていつも残業してまで仕事をしてい
ます。こういうときに、事務所がど
の姿勢を評価するのか。これを定
義する必要があります。所長として
は、Ａさんを評価する人が多いでしょ
う。ただ、ここでポイントになるのは、
3 人がみんな働いてはいるということ
です。「事務員」という与えられた条
件が同じで、働き方が違っているだ
け。積極性を評価するのか、のんびり
でも構わないのか。その基準が事務
所側から出ていないと、このよう
に同じ条件下で仕事のやり方がバ
ラバラな人が入ってきます。そうな
らないようにするには、仕事の取
り組み姿勢を所長が自分らしい定
義をすることです。

よく「今年の新入社員はいい人材が
いない」という会話を聞いたりもし
ますが、これは至極当たり前の話で、
条件しか出していないからいろんな意
欲の人が来ます。それに所長によって
は、積極性が逆に困るという人もいる
かもしれません。意欲が高ければい
いというわけではなく、自分の事務所
の意欲のレベルに合う人が来るのが
ベストというわけです。
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「コミュニケーション」の定義

パワーコンテンツジャパン株式会社
では、「雑談・私語奨励」という定義
があります。これはソニーの「井戸端
会議主義」から影響を受けました。
ソニーは全世界で社員が 18 万人くら
いの巨大企業ですが、そうすると一人
ひとりと密なコミュニケーションを取
ることが物理的に難しくなってくるの
で、とにかく話すことを大事にしてい
ました。例えば雑談をする中で、部
署を超えて「この部品使ってみる？」
とか「こういうアイデアはどう？」「う
ちの部署にいる○○さんを派遣しよう
か？」といった話がスムーズにできて
いたんです。

雑談することが許されていたか
ら、いろんなことが解決していった。
このことを、私はソニーコンセプトの
取材を通じて知りました。そこで、「だっ
たらうちも私語奨励にしよう」という
ことで取り入れたという経緯がありま
す。私は、社員がどんな雑談をして
いても基本的に止めることはありませ
ん。雑談していて「いつまで喋ってる
んだ」と注意を受けたとしたら、大事
なことも喋りにくくなってしまうからで
す。「どのタイミングで喋るのが正し
いのかな」と考えなければならな
い環境では、人は黙ってしまいま
す。もし職員から意見を引き出し
たいのなら、話しやすい環境を整
えるということは非常に大事です。
ただ、人によっては「1人で黙 と々仕事
をしたい」「勤務中は静かに仕事をし
て欲しい」という人もいます。まずは
所長がコミュニケーションの定義をす
る。そしてその定義に合った人が入っ
てくるということが、所長と職員のお
互いにとって幸福なことといえます。

もっと考えよう

このコラムを通じて私が一番お
伝えしたいことは「もっと考えよう」
ということです。特に士業は優秀な

人が多いわけですから、ホームページ
一つにしても「作った方が良いか」を
自分で考えて判断することは難しくな
いはずです。考えることが習慣にな
れば思考が変わりますし、思考が
変われば行動が変わります。そし
て、行動が変われば結果が変わっ
てきます。考える人が増えれば、
世の中はもっと良くなるはずだと
私は思っています。

私は、現代の最大の罪は検索エン
ジンだと感じています。検索エンジン
を使って調べることは非常に便利です
し、調べることにかかる時間も大幅
に短縮できるようになりました。しか
し、情報だけではなくノウハウも調べ
られるようになってしまいました。「⾏
政書士　成功する方法」で検索すれ
ば、それこそ膨大な記事がヒットする
でしょう。ですが、ネットに載ってい
る成功方法で成功するなら、全員とっ
くに成功しています。考えるところま
で依存してはいけません。

組織論について、一部定義の具体
的な考え方なども交えてご紹介しまし
た。基本的に、組織を考えるときに
は「他と比べない、他を見ない」「勉
強せずに自分の頭で考える」というこ
とが重要です。それから、もうひと
つ重要なことが「自分に嘘をつか

ない」ということ。例えば社員につ
いては、駒だという人もいますし、兵
隊だという人もいます。その一方で家
族だという人もいます。駒というより
も家族といった方が確かに対外的なイ
メージはいいものですが、駒なら駒で
もいいんです。駒であっても、結果を
出せば報償が出るという仕組みがわ
かりやすくていいと思う人もいます。

ある不動産会社に、「金儲け」を理
念に掲げている会社があります。金を
稼いだ方が勝ちという価値観を持っ
た社長がいて、それを包み隠さずオー
プンにしている。だから社員もギラギ
ラした人ばかりが入ってくる。でも全
体の幸福度はすごく高い。社長が
オープンなので、理念に共感した
人が集まってきているからです。一
番良くないのが、「社員は家族みたい
なものだ」と言いながら、心の中で
は兵隊とか駒だと思っていること。所
長は、偽らずにしっかりと本音で定義
し、職員にもそれを伝えるべきだと
思っています。

横須賀輝尚（よこすかてるひさ）
パワーコンテンツジャパン株式会社　代表取締役。
特定⾏政書士。WORKtheMAGICON ⾏政書士法
人 代表社員。

専修大学法学部卒。大学在学中に⾏政書士資格
に合格。2003 年、23 歳で⾏政書士事務所を開
設し、独立。 2005 年、労働集約型の士業の仕
事 ( 法定業務 ) からの脱却を目指し、セミナー業務
やコンサルティング業務で収益を上げながら、結

果として士業の仕事を獲得していく逆転の発想によるビジネスモデル「資格起業
家」を考案、年収 1000 万円超を実現する。2007 年に士業向けの経営スクール

『LEGALBACKS( 経営天才塾 )』をスタートさせ、創設以来、全国延べ 1700 人
以上が参加。士業向けのスクールとしては事実上日本一となり、2017 年には10
周年を迎えた。これまで会員士業からの相談メールには、2 万件以上の回答して
きた実績がある。現在、菰田弁護士とともに高難度業務研究会 on 弁護士顧問契
約「LEGALMAGIC」を主宰する。
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天才塾解決事例集

業務（またはお客様）に振り回されがちなのだが（＝時間がない）
「明日来てほしい」「この書類を明日の午前中に作ってほしい」と言われたときに、それを請け負ってしまうと、予定していた

仕事を後にずらすことになる。これは昔から士業を始め、フリーランスに多いパターン。
忙しい原因は、お客様の予定が主体になっていることがひとつ。予定は自分が立てるもの。まずは自分中心に予定を組める

ようにする。緊急性が高くないものに関しては、できるだけ自分の都合でアポを入れたりすること。今週きた話は今週入れない。
月曜に来た話は金曜までにアポを入れてもいいが、火曜日に来た話は来週に回すなど。

もうひと、時間を取られているのは「移動」である場合が多い。移動している時間は利益を生まない。無駄だと思っている
移動は減らす。提出など役所に⾏く仕事だけでも頼めるアルバイトを雇えると時間がつくれる。横須賀の場合も「提出のみする」
アルバイトが過去にいた。

当初は横須賀先生も業務を絞らずに行政書士業務を行っていたとの事ですが、その時の名刺はどのような感じ
だったのでしょうか？

名刺はごちゃごちゃにいろんな業務を載せてました。こういう業務羅列型の名刺は、数配ってなんぼですね。それでも仕事
は来ました。

仕事を進める上で気を付けていることはありますか？
とにかく全体を見ること。会社的なスケジュール、売上、キャッシュのインとアウト、スタッフの仕事状況。昔はこれできてなかっ

たので、最近はこれをするようにしています。それでもなおかつ自分の仕事のスピードも上げられるように。激ムズですけど、成
長したいです。

ずばり、横須賀さんの人生のターニングポイントを教えて下さい。
一番は会社をリストラされたことでしょうね。。性格が変わりました。良い意味でのターニングポイントは、ブログを書き始め

たこと、取材があったこと、本を出したこと、ライブドア起業塾で講師をやったことなどがあります。あとは 2005 年に祖母が
亡くなったことでしょうか。これも何か性格変わりました。古い話だと盲腸で死にかけたこととか。あれは死ぬかと思った。。

年齢が５０歳を超えているのですが、起業できますでしょうか？
できると思います。年齢は関係ないです。５０歳ならこれまでの蓄積があるはずですから、それを生かしていきましょう。若

い人たちは（私も含め）、体力があっても、経験や人脈では弱い部分があります。そして何より、年齢を理由に諦めるなんてさみ
しいです。せっかくの人生ですから、強気に夢を叶えましょう。

リピート商品がないのだがどうしたら良いか？
商品の単価を上げることが一番簡単だが、紹介システムを作り紹介を増やすことも効果的。【例：紹介したら商品券をプレゼ

ントする】ただし、割引券よりは何かプレゼントの方が効果は高い。特典目当てに動く人はいないため、あくまでプレゼントとい
う認識が良い。また、「紹介してください。」と一言言うことも大事。専門家は得てして忙しいと思われているので、「紹介したら
悪いかも」と思われている節がある。なので、仕事を受けられる体制をアピールする意味でも、「紹介してください」と言う。ち
なみに横須賀はこれで何十万も損していたことが後にわかった。

横須賀さんのコンサルって何が特徴ですか？
何でも基本的に受けますけど、創業期のマーケティングとか企画が得意です。あと基本的に前向きになれると思います。で

きないと思うよりできるって考えた方が楽しいので。特にお金の相談でない場合は、それが重要です。お金だけがモチベーショ
ンだと意外と続かないです。日本の税金ってよくできていて、結局のところすごい納税しなきゃなんです。1 役員報酬をとっても、
半分は税金だし、会社で残しても同じです。なので、お金だけがモチベーションだと、年収 1000 万円前後で止まってしまいます。
それ以上に成し遂げたいことがあって、初めて年収とか会社規模って大きくなるんでしょうね。

アライアンスを組む際の利益分配はどうしてますか？
基本的には折半です。じゃないと続かないです。キレイに利益分配なんてできないので、やっぱり「半分」というのはわかり

やすいです。
自分の専門外の仕事については、どのくらい知るべきか？（行政書士）
基本は浅く広く全般を知っておくこと。広く浅くは重要。一般の人もあらゆることを調べられるようになったため。引き出しが

たくさんありそうに見えることが実務家としての魅力につながる。好奇心を持って勉強してほしい。
例えば横須賀の場合、設立関係はだいたいわかるが、その他の細かい手続きについては答えられないにしても、概略だけお

さえるようにしていた。全くわからないとなると話が進まない。どの業種に許可などが必要か、また許可の要件の概略だけ押さ
えておけば、「ざっくりとした回答」は常にできる。本当の細かい要件認定などについては、後日調べて実施すれば良い。　

セミナーを開催し、参加者特典のあるサービスを提供しようと思うのだが。
特典は、多くの人が割引をしようとするが、引かずに足すことがポイント。テストマーケティングでは割引も悪くはないが、基

本的に特典は足していく方法にしなければ、利益が減っていく。また、価格を変える場合には、下の価格帯の商品を作るよりも
上の価格の商品を作ったほうがよい。
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経営書ベストセレクション

今回の選書コラムは、「ジョコビッチ
の生まれ変わる食事」ノバク・ジョコビッ
チ ( 著 ), タカ大丸 ( 翻訳 ) のご紹介で
す。これは食事に関する本ですが、こ
ういった本を私が紹介するのは珍しい
と思います。なぜこの本を選んだかと
いうと、食事というのは意外にモチベー
ションを左右するということがお伝えし
たかったからです。

モチベーションの相談は全体の
3 割を占めた

LEGALBACKS（旧天才塾）がスター
トして 13 年が経とうとしていますが、
これまで私が受けてきたご相談の 3 割
から 4 割は、モチベーションに関する
ものでした。仕事や私生活がうまくいっ
ている間はそれなりに頑張れるので、
モチベーションで悩むことはそうありま
せん。ですが思うようにうまくいかなく
なると、モチベーションが下がって悪循
環が始まります。こういうときに大事に
してもらいたいのが、実は食事なんです。

体質に合わない食事はパフォー
マンスもモチベーションも下げ
る

「ジョコビッチの生まれ変わる食事」
には、ジョコビッチが不調を克服したエ
ピソードが載っています。彼はなかなか
テニスの有名な選手で実力もあり、い
つも勝利を期待されているものの、波
が激しい選手でした。そんな自分を克

服するためにいろいろ試すわけですが、
あるとき「小麦が原因では」と指摘さ
れます。そうして小麦を食べることを止
めてみると、集中力が上がって試合に
勝てるようになりました。ジョコビッチ
の体質には小麦が合っておらず、炎症
を起こしていたんです。ジョコビッチの
場合はパフォーマンスそのものに影響
していますが、モチベーションに対して
も食事が影響を与える可能性はあると
思っています。一度自分の体に合うも
のは何なのかということを、好奇心がて
ら調べてみるといいと思います。ただ、
極端にはやりすぎないこと。自分の体
に合ったバランスがあるので、ある人が
絶賛している方法が自分に合うとは限り
ません。特に「絶対に小麦は食べない」

「絶対に薬は飲まない」というように極
端に走りがちなので、適度なところでバ
ランスを取ることが大事です。

食事と同じように大切にしてほ
しい、運動

食事だけではなくて、運動も同じです。
運動と食事でモチベーションはある程
度管理できるというのが私の実感です。
ただ、多くの人がこの 2 つを軽視して
いて、食べ物や運動が自分のモチベー
ションに繋がってないと思ってる人が多
いのが現状です。食事と同じくようにモ
チベーションに影響するのが運動です。
モチベーションの相談を受けたときに
私がまず質問していたのが「最近、運
動をしていますか？」という質問でした。
そうすると、ほとんどの人が運動をして
いませんでした。

運動が足りていなくてもあまり人は気
にしません。多くの人がこの 2 つを軽
視していて、食べ物や運動が自分のモ
チベーションに繋がってないと思ってる
人が多いのが現状です。運動も食事も、
日常生活に必須のものではなく、プラ

ス要素だと思われている部分がありま
す。しかし、本当は自分の生活の中に
運動を取り入れるべきです。運動してみ
ると、体を動かすということがどれだけ
大切かがよく分かります。開業してなか
なかうまく⾏ってないときには、運動し
てる暇があったら仕事をした方が良いん
じゃないかという気持ちが湧いてくるか
もしれません。でも、運動して頭が空っ
ぽになると、それまでは落ち込んでい
たりモチベーションが下がっていたりし
ても、とりあえずまた頑張れたりします。
私も開業した頃、うまくいかないなと感
じる時は 5 キロくらい走っていました。

運動することは成功を早める

特に士業はデスクワークが多いので、
なおさら運動の機会が減っています。
健康のために嫌だけど運動しないと、
と義務的に感じている人が多いですが、
運動と食事は自分のモチベーションを
維持し、成功するための必須要素だと
言ってもいいでしょう。成功している経
営者にはジム通いが好きな人が多いと
いう傾向があります。そういえば顧問
先の経営者や知り合いの経営者がジム
によく通っているな、と思った人もいる
でしょう。高級ジムに⾏くと経営者の知
り合いができるというのもひとつ理由と
してはありますが、運動している人の方
が精神的に安定し、うまくいっていると
いうところもあるように思います。モチ
ベーションがいまいち上がらないなと
思ったら、食事か運動に原因がある可
能性は意外と高いものです。その可能
性を頭の片隅に置いておいて、モチベー
ションが下がったときに思い出していた
だけたらと思います。

運動に関しては、こちらの本も合わ
せて読んでみてください。「筋トレが最
強のソリューションである マッチョ社長
が教える究極の悩み解決法」

ノバク・ジョコビッチ ( 著 )　タカ大丸 ( 翻訳 ) ／扶桑社
ジョコビッチの生まれ変わる食事
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Genius One ダイジェスト

【【Google 広告】適切なスマート自動入札の確認方法】

自動入札のおおよその導入の目安がわかります。コンバージョンの最大化は慎重に使ったほうがいいと個人的には思っ
ています。

【【Google 広告】急に品質スコアが下がったので原因を考察してみた】

CV 計測がうまくいかず自動入札がうまく動かず、結果スコアが下がるという点は興味深いです。

【【事例紹介】サイト内画像 1 枚で売り上げが激減してしまった話】

LP のファーストビューは本当に気をつけたほうがいいです。第一印象で離脱されてしまうのはあまりにも損ですね。

ネット広告最新情報解説：高金大輝

一週間の法律ニュース解説：横須賀輝尚

Genius One ダイジェスト 記事の内容は、メールマガジン「GeniusOne」内のリンクにて
ご確認ください。

【セクハラ禁止法案を提出　立民など４党派】

本当は経営者がしっかりしていれば済む問題なんですけどね。。

【著しく短い工期　違反者には勧告　改正建設業法】

⾏政書士と社労士も押さえておきましょう。給与の話が出ています。　

【電波法改正案が審議入り　利用料増額が柱　石田総務相「有効利用促す」】

大企業向けの話題ですが、ねんのため。

【財務相、紙幣刷新を発表　1 万円札は渋沢栄一、24 年度上期に 】

キャッシュレスの時代に何言ってだみたいな意見もありますが、個人的には渋沢栄一が来たのは嬉しい。

【いじめ防止法改正案　教職員の「懲戒規定」削除　超党派国会議員・座長試案】

そろそろ義務教育というシステムが時代に合わなくなってきているのかも。サドベリーとか、いいなあと思います。

【可視化 6 月1日施行　裁判員裁判と検察独自事件 】

刑事関連は知らない人が多いので、時々は関心を持ってみましょう。

【健保法改正案が衆院通過　外国人家族に国内居住要件 】

まあ、そりゃそうでしょって話。⾏政書士と社労士は見ておいてください。
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Genius One ダイジェスト

【ドローン規制法改正案が衆院通過】

これも⾏政書士向けですね。実際は本人が申請することが多いみたいですけど。

【特許法改正案が衆院通過　侵害疑いで立ち入り検査 】

弁理士はすでに知っていると思いますが、ちょっと大きな改正です。

【犬・猫にチップ装着義務化　販売「８週齢」規制も　超党派議連が骨子案】

共存とは何なのか、考えさせられますねえ。。。

【親族以外の事業承継促進＝中小企業白書を閣議決定】

問題になっているのはもう知っているから、あとはどう解決するかだけですね。

【個人情報、企業に利用停止 義務化へ　対象者が要求なら】

Facebook とかのターゲティング広告まで規制されたら、なかなか大変なことですね。。

【電波法改正案が衆院通過、今国会成立へ】

いよいよ本格的に動画が自由になる時代が来ますね。

【ギャンブル依存症対策、基本計画を閣議決定　政府】

実際は笑えないほどひどい状況になるんですよね。。

【国交省、遠隔操縦小型船に運航指針　法的位置付け整備、実用化促進】

規制緩和されれば、許認可等が新しく生まれるかもしれません。

【改正自然環境保全法が成立】

一応、教養として知っておきましょう。



メルマガバックナンバー

No.605
【失敗したらどうするか】

人は失敗しながら学ぶといいます
が、これまでやってきたことがうまく
いかずに「変えなきゃ」「立て直さな
きゃ」というときにどういうふうにした
らいいのか、どう考えたらいいのかと
いうことについて、今回は話していき
たいと思います。

開業したときは「とりあえずこれで
やっていこう」と思うものです。私も
開業したときは、そもそも⾏政書士
が何をする人なのかもよく分かってい
ませんでしたし、実際に仕事をしてい
る⾏政書士に出会ったこともありませ
んでした。わけも分からないまま始め
て、とりあえず来た仕事をやってきて
しまったというところがあります。

例えば車庫証明の業務を受けたり、
建設業許可手続きを受注したり、宅
建業、風俗営業、内容証明…そうやっ
て来た仕事に対応しながら、最終的
に会社設立と契約書作成というビジ
ネス支援に絞ったわけですが、そこに
至るまでには、やはりいろんな紆余曲
折や挫折がありました。

業務特化のサイトを数多く作成
したが、失敗続きだった

例えば、相続業務のサイトを作った
けど全く集客できないこともありまし
た。風俗営業のサイトも同じです。他
にも多くの専門特化サイトを作ってき
ましたが、ほとんどのサイトでアクセ
スを集められず、集客がうまく⾏きま
せんでした。そうなると、サイトを見
るだけで嫌になってしまいます。後々
成功できれば、過去の自分の作品を
微笑ましく見ることはできるものです。
私も昔書いていたブログ自体は消しま
したが原稿は残っていて、原稿を見る
と、「こんなこと書いてたんだな、微
笑ましいな」と今では思えます。

ですが、うまくいってない「途中
の自分」を認識するのは非常に苦
痛なものです。例えば先ほど書いた
業務特化のサイトにしても、私として
は本当に力を入れて一生懸命作ったわ
けです。昔は特に情報満載にした方
がいいと言われていたので、相続のサ
イトであれば「遺留分とは」とか「遺
産分割協議書とは」ということを、自
分で一生懸命調べて記事を書いてい
きました。でも、全然アクセスはなく、
もちろん仕事も来ません。同じような
状況になると、多くの人がうまくい
かなかったことに蓋をして「やっぱ
りこの方法はダメだ」と合理的な
理由を作って自分を納得させよう
とします。それでも次に取り組んだこ
とで成功すればいいですが、そこでも
また失敗してしまうと、それを永遠に
繰り返してしまうことになります。

うまく行かなかったことをまず
認めることが大事

ホームページがうまくいかなかった
から、次にＤＭをやってみた。でも
ＤＭも成果が出ない。となると、最
終的に「士業ってダメなんだよね」と
全否定することになってしまいかねま
せん。でも世の中には、同じことを
してうまく行っている人は大勢い

るわけです。そこで次に進むために
は、自分のやったことに責任を取る
という感覚が必要です。私の場合
は、うまくいかなかったサイトについ
ては放置して見ないふりするのではな
く、とにかく失敗したことを認めてか
ら次の方法を試すようにしていました。
終わりにするならきちんと終わりにす
る。見なくて済むように失敗に蓋をし
ない。それに、ダメだったことに蓋
をして次に行くと、同じことを繰り
返して動ける範囲が狭くなってい
きます。 

自分がやっていたことをひとつ
ずつ丁寧にきちんと責任を取って
いくという考えが、結果として良い
方向に繋がると考えています。ぜ
ひ取り入れてみてください。

No.606
【うまく行く人、行かない人】

「1日活きれば則ち1日の儲、1 年
活きれば 1 年の益なり」（二宮尊徳　
二宮扇夜話より）

うまく⾏く人と⾏かない人の違いに
ついて相談を受けることがよくありま
す。私の結論としては、うまく⾏く人
というのは、冒頭に書いた二宮尊徳
の言葉のように1日をちゃんと頑張れ
る人だと思っています。

メルマガバックナンバー
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1 年後の自分は今日の自分が作
る

人はよく、「1年後こうなりたい」と
言いますよね。例えば 1年後にはこの
くらいの売上を上げるようになりたい
とか、社員数はこのくらいいてほしい
とか。ただ、1年って結構先なのでま
だまだ時間があると思ってしまいがち
です。ですが、「まだ時間があるから」
と言っている人が成功するかといった
ら、まずしません。特に所長として
自分の事務所を運営しているのな
ら、少しでも「今日できることは今
日のうちにする」という感覚を持
つことが大事です。例えば私のよう
に深夜まで仕事することが向かない
朝型の人であれば、明日に仕事を持ち
越すこともあるでしょう。ここで大事
なことは「予定していた期限からさら
に先延ばしにしない」ということです。

とはいえ、全ての仕事を先延ばしに
するわけではないはずです。例えば
確定申告や許認可申請更新というよう
な納期がある業務については、全て
の士業が当然納期までにしっかり取り
組むでしょう。ということは、ここで
は成功する人としない人の差は出ない
わけです。

クリエイティブな時間をいかに
持てるかで差がつく

だったらどこで差がつくかという
と、それが「やらなくてもいいこと
に取り組むかどうか」です。言い換
えれば、クリエイティブな時間をい
かに作ることができるかで差が出
ると言っていいでしょう。例えば、
新しくホームページや LP を作る、原
稿を書いてリスティング広告を出すと
いうことは、経営がうまくいっていれ
ば必ずしもやらなくていいことです。

ホームページを作るとか LP を作る
といったクリエイティブな時間を捻出
するときに多くの士業が陥りがちなの
が、まず納期が決まっている仕事を
先にスケジューリングして、空いてい
るところにクリエイティブな仕事を入

れることです。しかし、そこに急な来
客や新しい業務が入ったりすれば、ク
リエイティブな時間よりもそちらがど
うしても優先になってしまいます。「仕
方がないから LP の作成は来週にしよ
う」と言っているうちに取りかかれず
に再来週になり、翌月になり、となっ
ていきます。この「来週やればいい
や」で差がついていくんです。そうな
らないようにするには、クリエイティ
ブな時間を絶対に確保すると決め
て他の予定を一切入れないことで
す。私の場合は、木曜日は自分のクリ
エイティブなことを徹底的に進める日
にしていました。ですから木曜日に「会
いたいんですけど」と言われても、「申
し訳ありません、その日は予定が入っ
ています」といって他の日にしてもらっ
ていました。こうして絶対に予定を入
れない日を作っておけば、予想してい
たより時間がかかってしまった業務を
遅らせないように仕事を進める調整日
としても使えます。

1年後の自分は今の自分が作り
ます。クリエイティブな仕事は時間が
かかるものですが、クリエイティブな
時間を確保して少しずつでも進めてい
きながら、「うまく行く人」としての
習慣作りをしてみるといいと思い
ます。

No.607
【人生の残り時間】

楽しい時間が一瞬で終わるのに、

つまらないセミナーは永遠に続くかと
思える。時間というのはすごく感覚的
なもので、過ごし方によって人生の長
さは全然変わってくるものです。今回
のメルマガは、人生の残り時間につい
てのお話です。

人生の定義は人によって違う

時間は感覚的なもので、自分の過
ごし方によって全然長さが変わってき
ます。そうすると、何もしないと人生
というのは長すぎるわけです。例えば
定年してやることがない人にとっては、
余生はものすごく長く感じると思いま
す。20 代で将来が見いだせない、こ
れからどうなっていくんだろうという不
安を多く抱えている人にとっても、人
生は長く感じるものかもしれません。
ですが、本当にやりたいことが見つかっ
た人にとって人生は一瞬です。時間と
いうのは、やりたいことが見つか
ると本当に足りなくなるんです。こ
の「時間が足りない」という発想を私
が初めて意識したきっかけは、堀江貴
文さんのインタビューでした。

当時はライブドアが全盛期の頃。
売上は連結で 784 億円以上、翌年
の業績見通しは1,000 億以上という
巨大なグループに成長した頃です。そ
の頃から堀江貴文さんは非常に注目
されていましたが、あるインタビュー
で「これだけ成功されて、お金もある
し悠々自適ですね」と投げかけられた
とき「僕がやりたいことを100 分
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の1もできてない。全然が時間足
りない」と答えたんです。

その頃の私は、既に本も出版して
いましたし、セミナー講師としても活
動を始めていました。ですが、当時は
まだ自分が本当にやりたいことは見つ
かっていませんでした。チャンスが来
たから本を出しセミナーをするという
感じで、半ばその場しのぎのように過
ごしていたところがありました。

そんなときに堀江さんの「時間が足
りない」という言葉を聞いて、「あれ
だけ大きなグループを作り上げた人で
もまだまだやりたいことがあるんだ」
と衝撃を受けたわけです。⾏政書士
で食えればいいやと思っていた自分が
すごく小さく感じたのを覚えています。

時間が足りない人、時間が余り
すぎている人の違い

こんなふうに、人によってはもうや
ることがない人生だと思っている人も
いれば、やりたいことがありすぎて
全然時間が足りないと思ってる人もい
る。その違いはどこにあるのかという
と、私は「自分と向き合ってるかどうか」
だと思っています。

亡くなる直前に人は何を言うのか
を調べた海外のデータがありますが、
それによるとほとんどの人がまず最初
に「もっとチャレンジしとけばよかっ
た」と言ったそうです。人生で残さ
れた時間がないということに直面
したとき、最初に思うことは「あれ

をやりたかった」「あれをやってお
けばよかった」ということなんで
す。

死に直面したとき、人は変わる

大きな病気をしたり大怪我をした
りして命の危険を感じた人の多くが、
その後の人生を生まれ変わったよう
に充実して生きています。死と向き
合うことで自分自身と対峙し、本当
にやりたいことを見つけた人なので
しょう。自分と近い人の死を経験す
ることで人生が有限だと感じること
もありますが、自分が命の危機にさ
らされるような状況にならない限り
は、本当に実感することはできない
のかもしれません。どうしても、命は
無限のような気がしてしまうものです。
もしも自分が死というものをリアルに
感じるタイミングがあったとしたら、
それは「目を覚ませ」というメッセー
ジかもしれません。

今、私は法律とコンセプトを武器に
良い会社を作り、法律実務家の世界
を変えたいと思っています。そこにチャ
レンジをするのが私の人生で、そのた
めにこれからも多くの本を書いて、仕
組みを作って新しいビジネスを展開し
たい。やりたいことはどんどん出てき
ます。やりたいことは外からもらう
ものではなくて、自分で見つける
ものです。自分と向き合ってやりたい
ことが見つかったら、惰性で続けてい

たことに対して「こんなことをしてる場
合じゃない」と思うタイミングが必ず
どこかで来ます。ぜひ、あなただけの
やりたいことを見つけてください。

No.608
【話の聞き方をマスターする】

「自分が全く知らない業界の人と1
時間以上会話ができるのが一流のコ
ンサルタントだ」と言われることがあ
ります。コンサルタントに限ったこと
ではありませんが、会話を続けると
きに大事なこととしては、ひとつは

「聞く」ということが挙げられます。

聞く力とは

聞く力については、LEGALBACKS
でもお伝えしてきました。例えば名刺
交換時のメソッドであれば、名刺
を交換して少し会話をした後で「何
か○○さんにお願いできることは
ありますか？」と質問する。この質
問を「魔法の質問」と呼んでいますが、
こういった質問をすることで、この人
は仕事をくれるのかなと相手に思われ
ます。

そうすると相手が興味関心を抱いて
くれますし、「自分もこの人に仕事を
頼もう」と思ってもらえたりもします。
他にも「どういう人がお客さんになる
んですか？」「もし何かお願いしたこと
があったら聞いてもいいですか、相談
してもいいですか」というのも、起業
家同士ではすごく良いセリフです。

ただ、こういうことをお話しすると「た
だ質問すればいいんだ」とテクニック
に走ってしまう人が出てきます。そう
すると「何て質問すればいいですか？」
という質問が来たりしますが、まずは
本当の聞く力が何かということについ
て考えてほしいと思っています。

「聞き上手＝質問上手」ではな
い

聞き上手とは何かという問いには正
解はありませんが 私、 が思うのは、「聞
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き上手であることと質問力がある
こととは違う」ということです。

士業は非常に真面目な人が多いの
で、質問したことで満足してしまう傾
向があります。しかしそうすると、相
手から「ぜひこういうことをお願いし
たいんですが」という返事が返ってき
たときに、うまく反応できずに無反応
になってしまったり、「わかりました」
という事務的な返答しかできなくなる
ことがあります。ですが、会話におい
て無反応は最も避けるべきことで
す。

相手に興味関心を持つ

先ほど「一流のコンサルタントは他
業種の人と1時間話ができる」と書き
ました。例えば相手が美容師だとする
と、本気で 1時間会話しようと思った
ら普通に持っている知識だけでは難し
いという方の方が多いでしょう。

知識だけで会話が続かないとき、
それでも会話してやろうとか、うまく
コミュニケーショントークをしようとい
うテクニック重視の会話になってしま
うことがありますが、それはおそらく
どこかの時点で相手に伝わってしまい
ます。知識量に大きな差があったとし
ても、1 時間以上話が続けられる人
はいます。そういう人はどうしている
のかというと、自分が気になったこ

とをきちんと関心を持って聞いて
いるんです。ニュアンスとしては、

「相談」に近いといえるでしょう。
美容師との会話を例に続けますが、

こちら側が美容師に対して素人レベル
の知識しかなければ、ヘアケアの商品
は知っていても詳しい成分や効能まで
は知らないはずです。しかしそこで「あ
の商品は人気があるんですか？」とか、

「どんなときに使うと良いんですか？」
というような、いわばちょっとした「相
談」を交えた質問をすることで会話
が続いていきます。このように、好
奇心を持って会話を広げる質問が
できるということが、本当の聞く
力だと考えています。

多くの人は、質問に理由がない

なかなか会話が弾まないときに
よく陥りがちなのが、質問してい
るのにその質問に理由がないとい
うケースです。例えば、「出身地はど
こですか」という質問。これは出身
地を聞くことで共通点を作れるという
目的がありますが、相手に対して関心
がないと、なぜその質問をしているの
か聞かれたときに答えられません。そ
れに出身地に共通点がなかったとした
ら、関心がなければ「そうですか」で
終わってしまい、そこから会話が広
がっていきません。そうすると、質問

が単なる相手の情報を引き出すため
だけのツールになってしまいます。
「それを聞かれて嬉しいな」と人が

思うとき、そこには相手から寄せられ
た関心があります。「あなたに興味が
あります、あなたがやってることに関
心があります、だからもっとを教えて
欲しいんです」という思いがあってこ
そ、細かいテクニックがクローズドク
エスチョンになって話が広がっていく
わけです。
「聞く力」とは、一人ひとりのこ

とを思って関心を持つことであっ
て、自分のための質問力は必要あ
りません。ここを押さえておくことで、
どんな人とも会話が弾むようになるの
ではないでしょうか。今よりもっと会
話が上手くなりたいと考えている人は、
ぜひ参考にしてみてください。
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マーケティングコンサルタント 高金大輝のコラム

リスティングの面白さ、楽しさ

今までのコラムではリスティング広
告の運用についてもお伝えしてきまし
たが、やはり楽しさ、やりがいがなけ
ればなかなか続かないところでもある
と思います。そこで今回のコラムでは、
リスティング広告運用にはどんな楽し
さがあるのか、どこが魅力的で面白
いのかという話を、運用者の視点か
らご紹介します。

検索語句には個性が出る

私がリスティング広告の管理画面を
見ていて一番面白いと思うのは、検索
語句のデータです。検索語句のデー
タというのは、その広告をクリックし
た人が実際に検索した検索語句のこ
とです。検索語句を見ればユーザー
特性も見えやすいですし、人によって
検索のスタイルが全然違うことが分か
ります。例えば、運用側が指定したよ
うな「相続　相談」というキーワード
で検索している人もいれば、「相続の
手続きってどこに⾏けば知れますか」
という質問文で検索している人もいま
す。既に運用されている方は検索語
句のデータを見てみてください。おそ
らく質問文で検索しているデータがあ
ると思います。
「○○ってどうやるんですか」とか「○

○って何」という語句で検索している
人は結構多いもので、意外にそうい
う文章のような検索語句からコンバー
ジョンしていたりもします。なぜかと
いうと、具体的に質問したいことが明
確に表れているからです。こうした検
索スタイルの違いは、見ていてとても
面白いところです。

広告文を考える楽しさ

それから、広告文を考えるのも楽し
みの一つです。広告文を考えるという

のは、単に文字数を埋めることではあ
りません。検索語句のデータや実際
に実務をする中で起きたケースなど、
多種多様な情報をもとにユーザー視
点に立って「どういった広告文ならユー
ザーがクリックしてくれるのか」を考
えながら広告文を作るのです。これが
広告文作成のやりがいでもあり、楽し
さでもあります。

単に文字数制限ギリギリに言葉を
埋めるという発想になると、広告文の
作成が単なる作業になってしまって苦
しくなります。そうではなくて、色々
なデータを使って広告文を顧客視点
から考えるという視点を持つ。そうす
ることでアイデアが色々出て楽しくな
ります。着想が得意な人は、広告文
を作るのが非常に向いていると思いま
す。

やはりコンバージョンは嬉しい

面白いというよりは嬉しい瞬間です
が、リスティング広告を運用していて
嬉しいと思える瞬間は、やはりコン
バージョンがつく瞬間です。問い合わ
せをゴールにしているリスティング広
告の場合は商談の機会が増えること
に直結するため、かけた予算分の効
果があったことを実感できる時でもあ

ります。私が運用代⾏を始めてから
結構時間が経ちましたが、やはり1 件
でもコンバージョンがつくととても嬉
しく感じます。もちろんデータとして
冷静に見てはいきますが、嬉しい気持
ちは昔も今も変わりません。これがご
自身で 1から運用してついたコンバー
ジョンとなると、おそらくもっと喜び
を感じられるのではないかと思いま
す。リスティング広告を運用していく
上で、最終ゴールはコンバージョンだ
と思っています。だからこそ、コンバー
ジョンがついたことを喜べるよう、綿
密に色々考えながら運用していきたい
ところです。

どんなことでも「楽しい」とか「嬉
しい」と思えないと、なかなか続き
ません。リスティング広告の運用はど
うしてもオンライン上での作業になり
がちなので、どこかで楽しさを見いだ
せると意識も変わって来るのではない
でしょうか。リスティング広告は、単
なる営業ツールとしてだけではなく自
分のビジネスモデルの改善の場として
も使える媒体です。ぜひ運用の楽しさ
を皆さんにも知っていただけたらと思
います。
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