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今月の内容

サイト制作担当：四宮直人のHP制作最新事例

▼ サイト制作担当：
四宮直人のHP制作最新事例
------------------------------------

誰に向けたメッセージなのか、ひと目
で分かるように可視化することが重要

■ 誰に向けたメッセージなのか、ひと目で分かるように
可視化することが重要
「対象」や「実績」
を明記することで、成約件数を４倍に

▼ ＰＰＣ広告運用担当：
成澤透のＰＰＣ最新情報
------------------------------------

こんにちは、Faber Company の四宮
（シミヤ）と申します。WEB ディレクター
としてホームページの制作を担当させ

ＰＰＣ広告文を一工夫するだけでコ
ンバージョンが２倍になるとしたら？

て頂いております。

▼ ＣＥＯ古澤暢央の経営小話
------------------------------------

今号より、私が日頃担当させて頂いて

経営者は嫌われる事が仕事か？

いるホームページの作成・改善のコツ
を具体的な事例をもとに、皆様に実践
頂ける様な形でお伝えしていければと

ＮＥＷＳ

思っております。今後ともよろしくお願
いいたします。

社 名及びロゴマーク一 新の
お知らせ

皆さんもこんな経験はありませんか。

当社では、10 月 1 日付をもちまして、従来の
社名、
「株式会社セルフデザイン・ホールディ
ングス」を改め、
「株式会社 Faber Company」
へと社名及びロゴマークを一新いたしました。

----------------------------------------< 新社名 >
株式会社 Faber Company
※読みは「ファベル・カンパニー」となります。

自分では伝えたつもりのことが全く伝
わっておらず、上司やお客様から思わぬ
大目玉を食らってしまった・・・・
「伝えたつもりだった」という仕事上の ” あるある ” ですね。

----------------------------------------創 業 第 10 期目を 迎 えるにあたり、
「次の 10
年」を表現すること、
「職人＋テクノロジーの
融合（属人的スキルを重視しつつテクノロジー
をも併せ持つ）」という当社テーマの社内外へ
の共有を進めることを目的として、社名及びロ
ゴマークを一新することとなりました。

なぜ、こういったことが起こってしまうかと言うと、大体の場合は「誰に向かっ

社名の「Faber」はラテン語で「職人」の意で
あり、
「Faber Company」とすることで「職人
と仲間たち」を意味しています。また、ロゴマー
クの文字を横断している赤い線は言葉を紡い
でいる様子、
「職人と仲間たち」の強い結束力
や信頼感を表現しています。

やはり、大事なことは自分だけが分かっているのではなく、相手にもハッキリ

新社名及びロゴマークは、サービスやウェブサ
イト等で順次使用してまいります。当社が未
来へと向かう強い意志の表明である新 CI
（コー
ポレート・アイデンティティ）に、どうぞご期
待ください。

何を言いたいかというと、対象となるユーザーに対してハッキリと分かるよう

て伝えているか」が明確になっていなかったり、
「分かってくれただろう」という、
曖昧さが原因にあると考えます。

と分かるように確実に伝えなくてはなりません。
なぜ、こんな話をしたかと言うと、これはホームページでも同じだからです。

に情報を伝えないと、思わぬ機会損失をしている可能性がある、ということ
です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社 Faber Company（担当：平野）
【TEL】03-5545-5230 (平日9:30～18:30)
【メール】info@fabercompany.co.jp

今回は、こうした機会損失を生まないために、弊社のクライアントであるオー
ダーカーテン屋さんの事例をお話しします。
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事例サイトの紹介

カーテンショップ・プラージュ様は、横浜を中心に、オー
ダーカーテンの販売・取り付けまでを専門で行って
います。弊社ではこちらのリニューアルのお手伝いを
させていただきました。
住宅向けのオーダーカーテンを中心に販売しているの
ですが、法人への対応も可能なお店です。法人とは病
院や学校、高齢者施設などで、設置するカーテンの枚
数が一般住宅案件に比べてかなり大きいため、顧客単
価も上がります。
これまでも顧客単価を上げて収益を伸ばしたいという
お話を伺っていましたが、大口顧客との成約が最も効
果的と分かってはいても、明確に訴求するコンテンツ
がサイト上にはありませんでした。それでも、病院用

サイト名：オーダーカーテンショップ・プラージュ

のカーテンレールの取り扱いがあり、わずかではあり

URL：http://curtain-plage.co.jp/

ますが、法人との取引実績もありました。

事業内容：個人宅を中心としたオーダーカーテンの
販売。提案から取り付けまでを自社対応。

そこで、リニューアルに際して大口顧客用の法人向け

サイト開設日：2013年6月4日

メニューを作ったところ、案の定反応があり、それに
よって以前は年に数件だった法人からの反響が伸び、
成約数が４倍にまでなったのです。それも、病院や学校、

【 事例解説 】

法人専用のページを作成したら狙ったターゲット
から反響が来た

老人ホームといった狙い通りのターゲットとの成約が
実現しました。
ここからは事例をもとに、どのようなことに意識して
大口顧客用の法人向けコンテンツを追加したのか、ご
説明します。

リニューアル後のトップページ

（http://curtain-plage.co.jp/）
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① 人は「分からない事」には反応しない
ひと目でコンテンツの対象ユーザーが誰であるかが分か
るようにした
先程もお話ししたとおり、リニューアル前の旧ホーム
ページには、特に法人向けのコンテンツやメッセージ
をサイト上に反映していませんでした。そこで、まず
は法人向けのコンテンツを作成することにしたのです
が、ターゲットをより明確にするために、「大口でのお
見積り（病院 老人ホーム 学校・教育施設等）について」

とページのタイトルや見出しには具体的に対象者を明
記しました。
また、「大口でのお見積もり」とすることで、住宅をメ
インとしていながら、規模の大きな案件に対応してい
ることも訴求できたはずです。
これにより、病院 老人ホーム 学校・教育施設からの問
い合わせが増え、総合病院のような規模的にも大きな
案件の問い合わせが来るようになったのです。

リニューアル 後 追 加した法 人向け特 設ページ（ 上部）

誰に向けたページであるかページタイトルや見出しに
はっきりと明記。イメージしやすいように業種ごとにサ
ンプル写真も掲載し、何ができるのか明確に情報を伝
えている。

リニューアル 後 の法 人向けページの流 入キーワード
特設ページにて訴求した、病
院や学校といったキーワードの
流 入も増え、問い合わせにつ
ながっている。電話からの問い
合わせも多く、大口の問い合
わせが月に５～６件程は安定的
にくるようになった。
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② 人は「知りたいことが具体的」だと信頼が増す
特設ページには対象ユーザー向けにカスタマイズした
情報を細かく書く

③ 人は「自分に近しい人」が利用していると安心感を覚える
納入実績は実名で具体的に作る

次に、法人向けページの内容で何を意識したかをお話

ているのかを詳細に伝えることが重要であるのと同時に、

しします。

実績によってユーザーに安心感を与えることも非常に重要

対象ユーザーが誰であるのか、また、どのような対応をし

です。
ターゲットを絞って訴求する際、特にプラージュ様の
場合は、専門的な施設が対象でしたので、いかに顧客
のことを理解しているかを伝えることが、信頼を得る
には必須でした。

事例では法人向けページとは別のページになりますが、
「納入実績」のコンテンツを設けました。そこには実名で
施工先を掲載しましたが、
「近くの保育園が実績に載ってい
た」といった理由で、実際に問い合わせに繋がりました。

病院に向けては、入院病棟で必要とされる遮光性の
高いカーテンの取り扱いがあること、カーテンで診察

また、今回のターゲットとは異なりますが、実績として

しやすい環境を演出できることなどを明記しました。

競馬場も掲載しています。すると、別の競馬場からの

可能であれば、その業種にカスタマイズした情報を

問い合わせにつながるのです。専門性の高いニッチなもの

書き添えることが重要です。

程、その効果は高いと言えるかもしれません。

ま た、 過 去 に 施 工 し た 窓 数 の 実 績 を 掲 載 す る な ど、
対応できる規模を書く事で、ユーザーが対象者である
ことがわかるよう合わせて行いました。

特 設ページには対 象ユーザー向けにカスタマイズした記事を書く

入院病棟で必要とされるカーテンやどういった施工ができるのかを具体的に書いた。
専門ページには具体的かつ詳細に書くことで信頼が生まれる。
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主な納入実績のページ

全ての実績を掲載する事はなかなか難しいが、できる限り実名で掲載することが重要

対 象ユーザーから反響を得るページ
作りのポイント
事例を参考にしていただき、ぜひ、対象ユーザーからの反
響を増やしていただきたいと思いますが、最後に補足とし
ていくつかのポイント挙げさせていただきます。

ポイント１

対象ユーザーが誰か、ひと目でわかるメッセージ性の
高いボタンを作成する

プラージュ様の場合は病院や老人ホーム、教育施設に対
応していることをバナーの中にも明記しました。これで誰
に向けたページであるのか、他のページを見なくてもハッ
キリと分かります。
また、
「大口のお見積りについて」と文言に入れることで、
大口の案件を歓迎することをメッセージとして伝えること
も忘れずに。
ボタンの設置場所は左メニューの上部など、目立つ位置
を検討します。

せっかく法人向けページを作成しても、見てもらえなけれ
ば意味がありません。対象が誰であるのかひと目で分か
る導線をバナーボタン等で作成する工夫をしましょう。
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ポイント２

ポイント３

事例解説の②で対象ユーザー向けの特設ページでは、情

実績を掲載する際は実名でとお話ししましたが、掲載方

対 象 ユー ザ ー の 知りた い ことを 伝 えるだ け で なく、 実 績はテキストのみで OK。訴求したい業種と数を意
不安を取り除くことも忘れずに
識して掲載する

報をユーザーに合わせてカスタマイズし、詳細に伝えるこ
とが大事だとお話ししました。これだけでも問い合わせに
つながる可能性はありますが、問い合わせる前には不安も

法はいたってシンプルにテキストのみで構わないので、数
多く載せることを考えてください。

つきまといます。

顧客企業や施設のロゴを載せているホームページもありま

プラージュ様の例でいえば、個人宅を主に施工しているお

常にもったいない話です。ロゴはインパクトがあり、直感

店なので、大口の案件を依頼しようとすると、
・自分の頼む案件の規模に対応してくれるのか
・実績は十分あるのか
・大型案件をこなすための体制はどうなっているのか
といったことが不安要素となります。これを払拭すること
も忘れないようにしましょう。
事例では特設ページ内に、
「大口案件の受注体制と流れ」
として、人員の確保についてや、納品までの流れ・納期に
ついて明記しています。これによって、問い合わせまでの
ハードルをできるだけ下げる工夫を図っています。

すが、ロゴの掲載が NG で掲載できない、というのは非
的に訴求できるといったメリットもありますが、大手であ
れば名前だけでも信頼性は増します。
また、テキストのみだと数多く実績が掲載できますので、
対象ユーザーとなる企業の名前は優先的に多く入れましょ
う。それによって「となりの幼稚園の名前を見て」
「同業も
依頼しているから」と言った効果を期待することができます。

ポイント４

インタビュー付きの顧客事例を掲載する
納入実績と同じく、信頼性の証明となるコンテンツですが、
顧客の顔が見え、生の声が読める事例の信頼感は圧倒的
ではないでしょうか。プラージュ様のホームページでもこ
れから作成し増やしていくことで、より反響の取れる形に
なっていくと考えています。

メッセージ性の高いボタンの作成

病院や老人ホーム、 教育施設
に対応していることをバナーボ
タンの中に明記。
また、大口の案件を歓迎するこ
とも伝えています。
ボタンの設置場所は左メニュー
の 上 部など、 目立つ 位 置を検
討します。 色を変えるのも１つ
の案です。
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対 象ユーザーの不安を払 拭する記事も入れる

対応可能な案件規模、実績、体制作りなど、顧客の不安になり得る事に応えることも重要。
人員の確保についてや、納品までの流れ・納期についてを明記している。

実績はテキストで可能な限り数を載せる。大手だけでなく対象ユーザーの同業者も効果がある

実績の中から、法人向けページに掲載した業種を抜
粋。対象ユーザーと同じ業種も数多く掲載したい。
知っている同業者の名前があることでも反響につながる。
テキストのみの掲載でいいので、数多く載せたい。
上記のような大手については、名前を掲載しているだ
けで信頼性は増す。

文責：四宮 直人

7

PPC広告運用担当：
成澤 透のPPC最 新 情 報
■ PPC広告文を一工夫するだけ
でコンバージョンが２倍になる
としたら？

PPC 広告の広告文は 15 文字のタイトルと 38 文字の説明
文でできています。この合わせてたった 53 文字の広告文
によって獲得できるコンバージョン数（購入、資料請求、
問合せ等）は大きく変わってきます。
最近手がけた案件でも広告文の変更によって２倍のコン
バージョンを獲得できました。
皆さまの PPC 広告はコンバージョンを最大限獲得できる
広告文になっていますか？

先日、私と PPC 広告チーム
のスタッフと２名で PPC 広

もしかしたら、自社の PPC 広告はどんな広告文にしている

告運用代行サービスをご利

か見たことないという方もいらっしゃるかも知れませんね。

用頂いているお客様との打
ち合わせがありました。

今回は事例を交え、コンバージョンを獲得できる広告文に
ついてお伝えしますので自社の広告文を見直す機会にして

そ の 中 で 思 い もして い な

いただけたらと思います。

かったことをお客様に言わ
れました。

私たちが広告文をつくる時にはある法則にのっとっていま
す。２倍のコンバージョンを獲得した広告文もその法則に
のっとってつくりました。私たちにとって当然のこととなっ
ていて、お客様にお伝えできていないと気が付いたもう１

そのお客様は Faber Company の PPC 広告チームは２名

つはこの広告文の法則のことです。

だと思われていたのです。
今回紹介する事例は、実際に使用した広告文を元に業種
そのように言われてみて、よくよく考えてみると、担当さ

を変えてつくった架空の広告文になります。データも実際

せて頂くスタッフが変更になる場合や新たに加わる場合な

のデータを元に業種に合わせ加工しています。

どはご挨拶をするのですが、そうでもない限り、PPC 広
告チームのスタッフが増えたからと言ってあえてお伝えす

まずはこちらの広告文をご覧ください。

ることはありません。とはいえ、２名というのには少々驚
きました。
現在、PPC 広告チームは８名体制です。PPC 広告の運用
代行が主な仕事になるのですが、お陰様で数多くご依頼
を頂いていますのでそれに合わせてメンバーを増員してき
ました。
私たちにとって運用するアカウントの増加にともなってス
タッフが増えてきたのは当然のこととなっていましたが、
お客様にとっては知る由もありませんよね。
最近、私たちにとっては当然のこととなっている一方で、
お客様にはお伝えできていないと気が付いたことが他に
もありました。
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しっかりとウリが書かれていて、一見問題のなさそうな広
告文ですね。ですが、これはダメな広告文なのです。
何がダメなのか見ていく前に、ちょっと広告文から離れて
みましょう。
次の場面を思い浮かべて下さい。
どうも会社の採用が上手くいかず悩んでいて、友人に相談
することにしました。すると友人 A、友人 B がコンサルタ
ントを知っているから紹介すると言ってくれました。

友人 A「経験豊富で優秀なコンサルタントを知っているよ。
」 上述のコンサルタントの件では「経験豊富」という言葉を
友人 B「これまで 100 社はやっていて、最近はユニクロの

聞いた時に人によって理解が違います。30 社くらいを思

仕事もしているコンサルタントを知っているよ。」

い浮かべる人もいれば、500 社を思い浮かべる人もいるか
も知れません。あるいは 10 年という年数かも知れません。

どちらのコンサルタントを紹介してもらいたいと思いますか？
それに対して「100 社」は誰にとっても 100 社ですね。
「優
友人 A が知っているコンサルタントは優秀だと言うのだか

秀」についても同様です。
「ユニクロ」の方が多くの人にとっ

ら興味は湧きますよね。ただ、もう少しどんな人か分か

てその人の実力を想像しやすくなります。

らないと相談をしたいかどうか何とも言えないのではない
でしょうか。

広告文が曖昧か具体的かによって、広告を見た人の思考、
行動は以下のような違いが考えられます。

一方、友人 B の知っているコンサルタントはどうでしょう
か。ユニクロの仕事をやっているということで、信頼性が
高くなりませんか。ユニクロに仕事を任されるような人な
ら、是非とも相談したい！と思う人もいるでしょう。逆に、
ユニクロの仕事をするような人だからきっと費用も高いだ
ろうから遠慮しとこう、と思う人もいるかも知れません。
さて、広告文に戻ります。今度は法則にのっとって作った
広告文も合わせてご覧ください。

広告文①を見た人は
・
「安いのか、ちょっと見てみようかな～」
となんとなくクリックする。
法則にのっとった広告文②を見た人は
・
「予算は 800 万円だけど 500 万円安い！見てみよう！！」
と興奮気味にクリックする。
・
「できるだけ安くしたいけど、500 万円は高いな。。。」
とクリックしない。
これらの思考、行動はあくまで推察ですが、２つの広告文
を表示させた結果のデータを見ると、その差が表れてい
ることが分かります。
（図１）

↑広告文①：変更する前の広告文

法則にのっとった広告文②の方がクリック率が高いことが
分かります。そして、注目すべきはコンバージョン率にも
違いがあり、広告文②の方が高いということです。広告文
によってクリック率が違うというのは理解しやすいことか
と思います。

↑広告文②：法則にのっとって変更した広告文

どちらの広告文も「品質が高い」、
「価格が安い」という
ことを伝えようとしているのですが、表現が違います。こ
の違いを私たちは「曖昧」か「具体的」の違いとしてい
ます。
「高品質」や「低価格」が曖昧？ ？とピンと来ない
方もいらっしゃるかと思います。
この違いを理解するには 100 人が 100 人とも同じことを
考えられるか、というのがヒントになります。

しかし、広告をクリックしてホームページに訪問した後の、
コンバージョン（購入、資料請求、問合せ等）率まで広告
文による違いがあるというのは受け入れ難いかも知れませ
ん。ですが、
上記のデータは決して特殊な例ではありません。
広告を見た人の思考、行動の推察で、
「なんとなくクリッ
クする」、
「興奮気味にクリックする」と違いを書きました
が、その違いこそがホームページへ訪問した後の行動（コ
ンバージョン）に影響していると考えています。
「興奮気味」とは少々大げさな表現かも知れませんが。。。

（図１）
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さて、それでは広告文の法則を紹介します。

ここから「具体的な言葉 」に変 換する必要があります。

キーワードマーケティング研究所の滝井秀典さんが５年以

変換するにしても、変換しやすいもの、そうでないものが

上も前に発表した「クリック率・コンバージョンを上げる広

あります。

告文５つの法則」です。

変換しやすいのは、ウリ（強み）がもつ意味をそのまま具

------------------------------------------------------------------

体的な言葉に置き換えられるものです。

「創業 50 年」
【クリック率・コンバージョンを上げる広告文５つの法則】 「経験が豊富」→「実績 1000 件」、
「対応が早い」→
「即日発送」
「最短翌日お届け」
、
「当日も可」
、
ＰＰＣ広告に・・・
１．タイトルイン：タイトルに検索キーワードを入れる
２．対象者：誰に向けた商品なのか、対象者を入れる

一方、ウリがもつ意味をそのまま数字に置き換えられない

３．対応地域：「関東対応」
「全国納入」
「全国対応」など
の対応地域を入れる

ものがあります。その場合は、
「なぜ」そのウリが言えるの
かを問い掛け、その答えの中から具体的な言葉に変換で

４．具体的な言葉：数字、５W １H などの具体的な言葉を
入れる

きる要素を見出すのです。

５．不安解消：「お客の不安を打ち消す具体的な内容」を 例えば「高品質な」では以下になります。
入れる
『なぜ「高品質な」と言えるのでしょうか？』
-----------------------------------------------------------------その答えには「納得いくまで打合せをするから」、
「技術が
いくつか補足の説明をします。
トップクラスだから」、
「５年保証がついているから」
、
「国
１のタイトルインはクリック率を上げる為に必ず押さえて
内生産だから」
「金賞を受賞したことがあるから」等があ
おきたいポイントです。
ります。
２の対象者ですが、例えば「業務用」、
「病院専門」、
「企
この中では「５年保証」、
「国内生産」、
「金賞受賞」が具
業向け」などがあります。
体的な言葉として変換の候補になります。
３の対応地域は、
「東京」、
「名古屋」等はもちろんですが、
「全国」を入れることがポイントです。
４の 具体 的 な言 葉 は「24 時 間 」
「1432 社 導入 」
「 １社
21500 円」
「夜８時迄」
「最短３日お届け」などです。
５の不安解消は「フジ TV で紹介」、
「王様のブランチ放映」
などマスコミ掲載の実績や「業界唯一 ISO9001」、
「協会
認定」など外部機関による証明です。
ぜひ皆さんにもこの法則にのっとった広告文を試して頂け
ればと思うのですが、いざ取り組むとなると、この法則に
のっとった広告文をつくるということは中々に難しい面が
あります。
中でも、４の「具体的な言葉」を盛り込むことが容易で
はありません。どうしても「曖昧」になってしまうのです。
広告文には「自社のウリ（強み）」となる要素を盛り込みま
す。
「自社のウリ」を挙げるとなると以下のような言葉がよ
く登場します。
「経験が豊富」、
「高品質な」、
「対応が早い」、
「信頼できる」
これらをそのまま広告文に盛り込んでしまってはダメで
す。これらは PPC 広告の世界では「曖昧」となるのです。
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もうひとつ「信頼できる」でも見てみましょう。
『なぜ「信頼できる」と言えるのでしょうか？』
「知識が豊富だから」、
「親身に話を聞くから」、
「実績が
1000 件あるから。」、
「創業 50 年だから」等が答えとして
考えられます。
この中では「実績 1000 件」、
「創業 50 年」が変換候 補
となります。
「信頼できる」に関しては法則の５「不安解
消」も答えになります。
「フジ TV で紹介」、
「業界唯一
ISO9001」。等です。
法則にのっとった広告文の見直しに取り掛かれそうでしょ
うか？
いきなりは上手く行かないかも知れません。ですが、今あ
る広告文とテストをすることで、結果は数字として表れま
す。テストを重ねてコンバージョンを最大限獲得できる広
告文を発見して下さい。私たちも何度も何度も実践を重
ねて習得してきました。
たった 53 文字の広告文を変えるだけで、売上が２倍にも
なるかも知れないとしたら、やらない手はないと言えない
でしょうか。
文責：成澤 透

CEO古澤 暢 央の経営小話
■ 経営者は嫌われる事が仕事か？
「経営者って嫌われる事が仕
事ですよね？」
ある懇親会の席で１人の経
営者からこのような質問を
受けた。
質問の意図を探ると、なに
やら著名な企業家が雑誌の
インタビュー記事で
「トップは部下に好かれようなんて考えてはダメだ。嫌われ
てナンボ。部下の人気取りなんかしている場合ではない！」
といった内容の話をされており、それを見た経営者氏が
曲解したものだった。
おそらくその記事は、著名企業家が発した言葉の中で際
立つ部分にフォーカスして記事を起したのだろうし、それ
を経営者氏は自分の都合の良い解釈？に変えて受け取って

■ 出来なかった事が出来るようになる喜び
ある日、カリスマ学習塾の先生が TV で言っていた。
「勉強が嫌いって子は多いんです。だけど成長したくないっ
て子はいないんですよ。昨日解けなかった問題が今日解け
るようになるって、メチャクチャ楽しい事なんです。」
昨日解けなかった問題が今日解けるようになった想い出。
誰もがこの経験を持っていて共感できる話ではないだろ
うか？
そもそも上司は、なぜ部下を成長させようとするのか？
理由としてよくあげられるのが、チームの生産性を上げる
為、要職者を輩出する為、より大きな仕事を成し遂げる
為など、理屈としては確かにそうなんだが、最も大きな理
由は「出来なかった事が出来るようになる」という仕事の
醍醐味を、部下にも味わってほしいからだと私は思う。
というか、私はこれに尽きる。
弊社の社長を務める稲次も常々、
「目標を持ち、計画（作戦）を立て、それを攻略する事
ほど面白いことはない。仕事の面白さはこれに尽きる。
その仕事の喜びをスタッフに伝えたい。」
と言っており、経営者であれば多くの方が似たような考え
をお持ちだと思う。

しまったのだろう。
著名企業家によるこの手の “ 部下に嫌われろ ” 的発言は、
「可愛い子には旅をさせよ」のニュアンスが大きく、
「部下

■ 快適な場所に居てあなたは幸せか？

が可愛いのなら、どんどんチャレンジをさせ、負荷をかけ、 私たち人間は、ふと気を緩めれば無意識のうちにコン
部下が自らの努力で解決をつかむ経験を積ませるべし」 フォートゾーン（快適な場所）を求めてしまう。仕事、収入、
といった主旨であろう。

立場、人間関係。これらを現状維持させようとする力が
働く。

つまり試練提供に必要な “ リーダーの心意気 ” を表現した
ものだ。決して、人間関係がこじれて良いわけではないし、 その結果、
嫌われる事をする事＝経営者の仕事
などと曲解をするのは、なんとも恥ずかしい限りだ。
そこで今日は古澤流・部下の成長論について書いてみよう
思う。経営者、中間管理職、リーダーなど、上司の立場

『職場で「〇〇を改善しましょう」と、わざわざ問題提起
をして波風を立て、他者と摩擦を起こす必要は無い、黙っ
てやり過ごす事で快適に１日を終わらせられるのだからそ
うしよう・・・わざわざ早朝や深夜、土日にまで仕事の
事など考えたくない・・・』

にある人は１つの意見として参考にしてほしい。

このような態度になっていくし、周囲が怠惰な人で蔓延し

また、私の強い持論ゆえ「で・ある調」で書かせていただ

このような生活の延長に「出来なかった事が出来るように

く事をお許しいただきたい。

なる」という仕事の醍醐味を味わう事など出来ない。

ていれば、より一層コンフォートゾーンに入り込んでしまう。
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果たしてその生活の先に幸せは訪れるのだろうか？

有言実行してきた永守氏の言葉だけに、とても説得力が

本当にそれで良いのだろうか？

あり言葉に重みをもつ。
「長時間働け」と言っているのではなく「頭脳を鍛えろ」

過去を思い出してほしい。

「挑戦をしろ」と言っているのだ。

受験勉強に勤しんだ時、スポーツや部活動に明け暮れた
時、その事だけに没頭し、寝食を忘れ打ち込んだのでは
ないか？あるいは眠気や疲れ、遊びたい気持ちを抑えこみ
耐え忍んで技を磨きあげたのではないか？だからこそ高い
壁を乗り越えてきたはずだ。
もっとも、受験か部活のいずれをも疎かにしていた人は
社会に出てから就職、給与待遇、昇進にハンデを背負い、
何よりも自分の踏ん張りの効かなさやストレス耐性の無さ
に情けなさや後悔を感じているはずだ。
（もちろん、あな
た次第で復帰できるチャンスは沢山ある）
日本電産社長の永守重信氏は手厳しい発言で有名ないぶ
し銀・叩き上げの経営者だが、
「知的ハードワーク」とい
う考え方を提唱している。
「創業した当時は、ほとんどが三流の人材だったので、ずっ
とハードワーキングをモットーに掲げて突っ走ってきまし
た。ハードワークをすることで、どんな人材でも頭の良い
人間と同じ土俵に立てるからです。ハードワークを積み重
ねれば、頭もよくなってくるから不思議です。
（中略）仕事
で問われるのは成果です。必要なのは考える力です。
勝つまでやる、成果が出るまでやるそれが知的ハードワー
クという言葉の意味です。」
「趣味を楽しんで定時に帰る一方で、仕事でも成功したい。
そのような “ いいとこ取り ” が成立するとは聞いたことが
ありません。人生の楽しみを遊びに見出すのであれば、
思い切ってエンジョイすべきです。
懸命に努力し、仕事で苦しんだ分しか、仕事の成功はつ

日本電産は精密小型モーターの開発・製造において
世界一のシェアを維持・継続している
永守重信氏は戦後第ニ世代の経営者として多くの企業
家を牽引する存在

コンフォートゾーンに部下を囲っておくのは上司の役割を
果たしてないも同然、
「出来なかった事が出来るようにな
る」この喜びを部下に伝えていくのが上司の務めであると
私は考えている。

いてきません。ラッキーパンチが一発当たるのは偶然に過
ぎません。人生を通じて仕事で成功したければ、人の何
倍も努力し続けること。これがワーク・ライフ・バランス
に対する、私なりの答えです。」
（ハーバード・ビジネス・レビュー 2014 年 09 月号より引用）

■負荷をかける事で部下は成長する
ここで私古澤の持論なのだが、部下の成長促進は “ 負荷
をかける事に尽きる ” と考えている。
負 荷とは、 困 難 な事 に 挑 戦 させるという意 味 で、 筋
トレ に例 えるなら、 今 は 持ち上 げられ な い 惜しい重
さのバー ベ ルを 部 下に渡し、
「 このバー ベ ルを持ち上
げら れ るようにトレ ーングし ろよ 」という話 で あ る。
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現実に則して言えば、
・ストレッチした数値目標を与える事
・本人が経験した事の無い大きな案件のリーダーを任せる事
・過去に経験の無い新しい技術を作りだす事
・新商品、新サービスの開発を任せる事
・新たなスキルセットの習得をさせる事
こんな感じである。
負荷をかける事で部下が辞めるのではないか？
部下から敬遠されるのではないか？
とビビッてはいけない。
私はいつもマネージャー達に大きな負荷をかける時、確信
している事がある。
それは、その場で疎まれても（ウザがられても）将来感謝

http://www.president.co.jp/ 「職場の心理学」から引用

される日が必ずやってくる事である。これは私自身が部下
の立場でもそうだったし、上司の立場になってから何度も
繰り返し体験してきたことだ。
面白いものでアンテナを張っていれば、給湯室トークが他

ハーズバーグは自らが実施した調査によって、人が仕事に

者からの言い伝えで入ってくる。

満足感を感じるのは、達成、承認、仕事そのもの（の魅力）、

「古澤がまたこんな事言いだしやがったよ。俺、忙しんだよ。 責任、昇進、成長だと説いた。
マジやってらんないわ。」
「なんで俺ばっか言われるの？俺に恨みでもあんのかな？」 「動機付け要因」とは、言い換えれば
といった具合にである（笑

人の頑張る意欲＝ガンバリズムである。

この憎まれ口が、何年も後に感謝の言葉で本人から返っ

そして「動機付け要因」と「負荷をかける事」は互いに作

てくるのだから、こんなに嬉しい事はない。上司としての

用しあう関係にある。負荷をかける事によって動機づけが

至福の瞬間ではないだろうか。

なされ、動機づけが支えになって負荷を乗り越える。

「可愛い子には旅をさせよ」の精神でまっすぐに誠実にぶ
つかれば、部下はきっと、その負荷に理解を示し頑張る

部下本人の自発的なガンバリズムを持続させることが出来

はずだ。もしそれで辞めてしまう部下ならば、そもそもチー

れば、しっかりと負荷を乗り越えて成長していく。ここが

ムメンバーとしては適正を欠いていると言わざるを得ない

上司の腕の見せ所であり、部下を育てるのが上手い上司は

し、あるいは上司であるあなたが部下から尊敬されてい

ここを理解している。

ないのだろう。
さて、私の経験上、部下のガンバリズムの持続には３つ
では、負荷をかけるとなぜ部下が成長するのか？

の重要なポイントがある。
それは「目標効果」
「承認」
「達成への伴走」である。

ここで参考になる話を１つ紹介したい。前号でも少し触れ

そのコツも合わせて１つずつ見ていこう。

たが、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバー
グの「モチベーション理論」の中で人の意欲を高めるもの
を「動機付け要因」として以下を指摘している。
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１．
「目標効果」

２．
「承認」

とてもシンプルな話だが、
「目標」が定まると人はそこに

承認とはズバリ、認められること、褒められることである。

集中し、まっしぐらに向かうものだ。例えば校庭を周回す
るマラソンをイメージしてみよう。目標は 20 分以内に 10 「やってみせ 言って聞かせて
周走る事。後半の５周目くらいからキツクなりはじめ、い ねば人は動かじ」
よいよ９周目になると精神力との勝負になる。
「あと１周だ、ギリギリで目標オンタイムだ、あと残り２分
で１周してゴールだ、最後まで頑張ろう、ラストスパート

させてみて

ほめてやら

とは、海軍軍人：山本五十六氏（やまもといそろく）の有
名な言葉。

だ・・・うぉおおお！！」

私も会社員時代を思い出すと、上司から「古澤、よくやっ

と、目標が力を振り絞る支えになる。

何より嬉しいものだった。また頑張ろうという活力を引き

仮に目標の無い状態、
「校庭を走る」というものに置き換
えて想像しよう。
そもそも何周走るのか？何分で周るのか？
を決めていないので、ペース配分も決まらないし、ラスト
スパートも無い。何らパフォーマンスの良い結果も生まな
いし、なにより意欲が湧かない。
そう、人はゴール（＝目標）があって初めて意欲と努力を
引き出せるのだ。
この目標設定にはいくつかコツがある。
まず一つ目は、測れる目標であることだ。
「出来るだけ頑張る」こんなものは目標でもなんでもない。
マラソンで言えば「〇位になる」
「〇分で走る」。ビジネス
で言えば
「売上目標〇〇万円」
「～～の案件を獲得する」
「～
～のコンテストで１位になる」といった、測定できる目標
を部下に設定する事で明確な目印ができ、部下は走りだ
す事が出来るし、まっしぐらに向かうのだ。
二つ目は、それを実現出来ている人（手本）を具体的に示
すことだ。
人は鮮明にイメージ出来るものがあればその存在に自力
で近づいていく事が出来る。あの人はなぜこういう考えに
至ったのか？なぜこういう行動を取っているのか？という疑
問を自らの観察力によって図り、答えを探るからだ。これ
がゴール（＝目標）と現在の自分のギャップをより鮮明に
する。
部 下への目標設 定は未だに私も失 敗する事があるが、
非常に大事なポイントである。
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たな！素晴らしい結果じゃないか！」という承認の言葉は
出すし、誇りに思えた。
あなたにもその経験があるはずだ。部下が負荷を乗り切っ
たとき、惜しみない承認を提供する事がとても大事である。
承認にはいくつかの方法がある。
・
「おめでとう」
「よくやった」という直接の言葉がけ
・手紙を送る
・目標達成を会社全体に周知すること
・会社で表彰式を行うこと
・昇進、昇格
・より責任ある仕事を任せる事
などが効果のある承認だ。
１つ注意点がある。承認の１つである「褒める」という行
為の効果について考えたい。
部下のアクションに対し優れている点を積極的に見つけて
指摘する（＝褒める）事で、部下が承認を受けとり、上司
との信頼関係を醸成していく。このコミュニケーションの
一貫として「褒める」という行為は大事である。
しかし、決して褒める事そのものが成長を促進させるキッ
カケになっているわけでない。負荷をかけてチャレンジを
させる。その結果に対するフィードバックの中で良い点を
褒める。更に不足した点を指摘し、再度チャレンジさせる。
こういった流れが正しい考え方である。
「社員を伸ばすには褒める事だ！褒める達人になれ、褒め
ろ！」と、褒める事そのものが目的になっている人がいる
が、本質がズレている。

ちなみに私はキャラ的に褒めるイメージよりもガミガミ言
うイメージが強いらしく（そう指摘される）自分でもその
とおりだと自覚している。19 時以降の酒の席、皆が集まっ
てワイワイやっている時が褒める絶好のタイミングだと考
えている。少し話が脱線したが、承認をする事は上司の
大事な仕事である。

３．
「達成への伴走」
努力と苦労が報われる瞬間、それは「目標を達成した時」
である。辛い苦労が一瞬にして吹き飛ぶのだ。より高み
に自分を持って行くことを自らにコミットし、苦労を厭わず、
努力を続け、諦めそうな自分を鼓舞し、精神力を絞り出し
て達成する。これはまさに “ 自分を信じるプロセス ” に他
ならない。
「自信」という言葉は読んで字のごとく「自分を信じる」と
いう事だ。
・あの人からは自信を感じる
・彼は自信を持って挑んだ
・彼は自信に満ち溢れている
このように魅力的な人間が身にまとう「自信」というベー
ルは、自分を信じる人のみが身にまとえるのだ。達成を
重ねる事で自分を信じる力が強くなる。そう、達成は “ 自
信の素 ” なのである。
上司は部下の目標達成を伴走（サポート）する事で結果と
して、達成の機会をどれだけ部下に提供できるかに繋がる。
部下に自信を持たせたい、そう願う上司は多いだろう。
では伴走とは具体的にどういった所作なのだろうか？
・達成に必要なスキルを持つ協力者のアテンド、他スタッフ
への協力呼び掛け
・ギリギリのところで少し手を差し伸べる（ベンチプレスの
最後の１回の時）
・目標を小さく区切りミニ目標を設定し細かく軌道修正を
助ける
まるで巨人の星の姉のようである。

星飛雄馬の姉「星明子」いつも木陰から弟を見守る

当社の社内や他の会社を見ていても、伴走が上手い上司
の部下はメキメキ育っていく。
ここで１つ注意点があるのだが、全員が全員いつも達成
するわけではない。目標設定が過剰だったケースもあれ
ば、市場環境の変化でイレギュラーも発生する。目標が
高すぎた時やイレギュラー発生時には目標変更への柔軟
な姿勢を持つ事が大事である。
また、負荷が強すぎてギブアップ寸前の部下への配慮も
欠かせない。イザという時の逃げ道を作っておく事が大事
で、部下がギブアップした時に「いや、お前は達成できて
ないからダメだ！ダメ社員だ！」と責めるのではなく、柔軟
に受け入れリセットする姿勢が重要である。
また、ギブアップの危険信号をアンテナを高めて受け取り、
または他者の力を借りてフォローをする事も重要な仕事だ。
（もちろん、努力しない怠け者にそんな配慮は不要である）
さて、部下のガンバリズムを持続する３つの重要ポイント、
「目標効果」
「承認」
「達成への伴走」についてお話しした
が、参考になる点はあっただろうか？
冒頭の話に繋がるのだが、経営者は嫌われる事が仕事な
のではない。疎まれても将来感謝される日が必ずやってく
る事を信じて部下の成長を促進する事だ。
最後に締めになるが、人を動かすのはリーダーの言霊であ
る。言霊はロマンを持つこと、ロマンの火を絶やさない
事で自然に培われるもの。これが上司・リーダーにとって
何より大事なのではないだろうか。
あなたにはどんなロマンがあるだろうか？
文責：古澤 暢央
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◆ ホームページの反応率の低下
◆

ＰＰＣ広告費の高騰やパフォーマンス低下

◆ ＳＥＯに関するトラブル
など、お困りの事がございましたら、下記までご連絡ください。

担当：近藤、月岡、川合、小川
ＴＥＬ：０３-５５４５-５２３０（平日９：３０〜１８：３０）
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