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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。



12　経営天才塾ニュースレター Dono

天才塾解決事例集

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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Genius One ダイジェスト

「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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高金大輝のコラム

マーケティングコンサルタント	高金大輝のコラム

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。


