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図涯１６.聯入部は文番全休の要約

ページ上での見栄えは

どうあるべきか？

読み手の疑問を明らかにすれば、

ピラミッドのボックスを埋め始める

だめのガイドになる。完成したピラ

ミッドは自動的に考えのアウトライン

となり、同僚と生産的な話し合いを

行う、または般終的な文圃にまとめ

ることができる。しかし､最終的な文

智になったときには、聯入部にピラ

ミッドの頂点を入れておく必要があ

る。

言い換えると、導入部を!'|くとき

には､「状況｣、I複雑化｣、「(明示また

は暗示された)疑問｣､｢答え｣、そして

次のレベルの思考を入れるべきであ

る、そうすれば、導入部は読み手に

とってもうひとつの重要な役割を果

たすことになる。それは、読み始め

て最初の30秒で全体のメッセージの

要約を伝えるということである。図

表16がその例である。

ここまで書けた時点でこそ、最初

のポイントを反映させた見出しをつ

けるときであり、他の2つのポイント

も､その部分にさしかかったら、次の

ような見出しをつける。

,コストを抑える

.サービスの削減

･供給品の抑制

このような見出しは読みやすいだ

けでなく、重役のほぼ全員が心から

望んでいることを実行している。つ

まり、書き手が黒雲のすべてを一枚
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導入部はストーリー形式で櫛成する
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書き出しの例

の紙にまとめることである。最初に

明確な論旨を述べれば､後の文箇が

どれほど長くてもそれは問題ではな

い。読み手にメッセージは伝わるか

らである。

結論として、文書の導入部を盲く

には、かなり集中した思考を必要と

する｡｢序論｣または｢背景｣などの見

出しを押しつけることは、思考プロ

セスを軽減してくれるものではない。

このプロセスを軽減するのは思考内

容を伝えるために書かれた文書はす

べて、読み手の頭の中にある疑問に

答えるように柵成しなければならな

いという知識である。導入部はどの

ように疑問が浮かんだかについてス

トーリーを語るところであり、同時

に読み手が望んでいる考えを生み出

すように､書き手を導くのである。そ

して、ページの上に現れたときには、

文書全体を要約する役割を果たす。

ここまで、無理に一貫性や明快さ

を生み出そうとして､本文や導入部に

見出しを押しつけることの無意味さ

について語ってきた。見出しが非生

産的であることが証明されている文

章は他にもある。それは｢問題分析」

の文章である。次回のテーマとして

おく。

雪宝出しの偶

麺騨１７.宙査出しのトーン

の中などに入れて高いておきたいこ

ともあるだろう。以下のように銀行

業務に関する描成を－文にすること

は可能である。

「本日は、新たな顧客管理データが

出現したことで、銀行業務i、蛍この

変更すべき点について考えてみた

い｡」

しかし、疑問が文蜜の中に暗示で

きるという決断をする前に、導入部

の柵造を組み立てるとよいだろう。

これこそ、読み手に対して適切な疑

問であることを確認する最善の方法

である０，

醤き進むうちに部分の順序を

変えてもいいか？

順番にこだわる必要はない｡｢答え」

から始めても､｢疑問｣や｢複雑化｣か

ら始めても柵わない。しかし、順序を

変えた場合には書き出しのトーンが

変わることになる。図表17で銀行の

瓢例を用いて説明しておく。

「正しい｣順序は、文体と読み手の

雰囲気の判断、その両方に関係する

ことである。⑭

疑問を明文化するべきか？
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文幽に導入部をつけるときに､「答

え｣の醤き方次第で､確実に｢疑問｣は

暗示される。しかし､｢答え｣にふさわ

しい形式を覚えておくために、カッコ
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分顛

楓蛎(状況が先）

画接的(替えが先）

関係(複錨化が先）

欄凹的(疑問が先）

銀行の取客管理ラータは､利益の出ない顧客､今後利持左牛Ajでくれそうな顧客、

管理･維持ｺｽﾄ種削減す（き駁雷を教えてくれる

マーケティングおよび莱務インフラを､今後利益を生ﾉUでくれそうな顧客に絞り込

むべきである

……-・…｡…と誉…･…｜き点を示じている

凧客管理データで災められた拓萱な例報をどのように狗効利用するか？



広告思考のコミュニケーション術
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|~世間の声_|を
味方につける
優れた広告マンの言葉はよく伝わる。なぜだろうか？

広告が外部とのコミュニケーションの手段であり、

最終的な目的が消災者の購買意欲を喚起するものである以上、

その作り手である広告マンはコミュニケーション･プロフェッショナルといえよう。

本連載では､コミュニケーションを題材として、

広告マンが共通してもつ思考方法や技術について解説する。

第１回は｢他人を巻き込むチカラ｣について。

山本直人NaotoYamamoto

lW報堂人耶局ディレクター

1986年慶膳義塾大学法学部卒業。同年柵報堂入社。制作局コピーライター、研究開発局

主席研究員(兼)ブランドコンサルティングコンサルタントを経て現瑳。著書・壁文には

｢ブランド本！(緩著)、『ブランド栂築と広告職賠｣<共著)、誰文｢未来態の変遷と広告メッ

セージ｣｢パーソナル･ブランドを高めるための7つの視点｣などがある。日経広告賞部閥
賞他受賞。日本広告学会会員。
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広告思考は
どどまで使えるのか

「なるほど広告の人らしいですね｣･･･

…こんな風に｢～業界の人｣という指摘

をされた経験はおありではないだろう

か。異業種の人が集まるようなオフビ

ジネスの場ではことさら耳にすること

が多い気がする。金融業の人が家を買

えば「さすがに勘定がしっかり」してい

て、商社マンが長旅に出れば「なるほ

ど行動力がある｣。たしかにステレオタ

イプになってしまうが、では、広告界の

人間がいわれる「らしさ」とは何か．別

にはかったわけではないが､「さすがう

まいことを言う」と突かれることが最も

多い気がする。｢言い方のうまさ」だけ

で荷は動かないし、コピーの一言だけ

ではなく地道な思考プロセスこそがプ

ロの本領だという自負があるから、こう

いう風に言われたら苦笑するしかない。

では「うまく言う」って、どういうこと

か？このことをハッキリとさせるのは

かなり難しい。

しかし、広告プロフェッショナルは

｢よく伝わる｣ということに関して日夜考

え続けているだけに独特の思考法をも

っていることはたしかである。それは、

プランナーやクリエイターが無意識に

考えていることもあれば、心理学的に

裏づけられていることもある。当初の

目論見とは異なる形で思わぬ波及をす

ることもある。

さて、こんな｢広告思考｣とはビジネ

スシーンにおいて、また自分自身のブ

ランディングにおいてどのように応用

が利いていくのだろうか７泰例をも

とにしながら考えを進めていくというの

Ｉ別IThinkl

がこの連噸のテーマである＆

モノを選ぶとき‘の
｢世間の声｣とは

さて、今回はモノを避ぶ際の「世間

の声と広告｣ということについて考えて

みよう。

人は日々 迷っている。そして｢選ぶ｣。

消洗の場面においては、日々刻々腿ぶ

ことの辿統だ。今日のランチをＡにす

るかＢにするか、といったレベルから－

生を左右する購買の選択まで、レベル

は違うが選んでいる。そして、広告とい

うビジネスは｢迦ぶ」という行助を前提

にして成り立っている。選べる環境、

自由な競争が広告の進歩を支えてき

た。だから｢なぜ選ばれたのか｣という

ことについてはかなりしつこく考えて研

究する。優れたマーケッターやクリエ

イターこそ、ヒットの後にその原因を冷

静に分析するものだ。

一方、人が選ぶときに、自分自身の

基準だけで純粋に考えることは結柵困

難とされる。要するに｢周りはどうする

のだろう」ということを勘案することが

結栂多ぃ。これがランチの選択なら

｢ま、周りと一緒｣で差し障りもないが、

住宅を剛入するとき｢誰々がいうから」

だけで即決する人は少ないだろう。選

択の際の意思決定プロセスはリスクの

大小や、思い入れなどによって大きく

変わるのである。

これについて、最も研究亦例が多い

ジャンルのひとつに政治学の｢投票行

動論｣、すなわち選挙をめぐる議論があ

る、ご存じのように選挙1雄が始まると．

さまざまな人が依頼をしてくる。また、

投票日の前に世論胴査が発衷される値

この過程で投票にどのような影響が出

るのか、出るとしたらどういう影響なの

か、ということを考える研究である。自

分自身が多数派だと知った場合、自分

の支持者がギリギリだと知った場合、

身近な集団が政治に関心がある場合と

ない場合、など研究の方向性や学説は

さまざまである。しかし、自分自身で考

え抜いて投票する人ばかりではなく、

｢世間の声｣を大なり小なり気にして投

票する人は多い、ということはいえるよ

うだ。

私が1999年に行った研究調盃（注）

で、この｢世間の声｣の附買に与える影

響を調べたことがある。そこでは広告

の思わぬ効果について示唆を得ること

ができた。

｢みんながいい

評判の第一歩
と言ってるのか｣がIみんながいいと言ってるのか｣が

評判の第一歩

訓盃ではいくつもの商品カテゴリー

で「選択の際にどのような点を虹視す

るか」を聞いていった。これ自体はよく

あることだが､この調査ではちょっと別

の仕掛けをした。例えば｢あなたはク

ルマを選ぶ際安全性をどのくらいｍ視

しますか｣と尋ねた後に｢世間の人はク

ルマを選ぶ際安全性をどのくらい重視

していると思いますか」と質問を壷ね

たのだ。その結果、いくつかの興味深

い結果が出た。

クルマを選択する際の｢安全性｣など

は「自分も重視｣するし｢世間も重視」

するだろう、と答える人が9割以上に上
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他のいくつかの水例を通してわかっ

たことは、広告の意外な、というより考

えてみれば当たり前の効果である。す

なわち'~みんなはいいと言ってるようだ」

という｢世間怖報｣を提供することで、

人々がモノを迦ぶ基準を変えていく効

果である。

った。携榊飛話選択の際の｢つながり

やすさ｣なども同梯である。一方､特異

な結果を見せたものもある。「あなたは

ビールを選ぶ際に鮮度をどのくらい重

視しますか｣という質問である。この質

問に対しては「自分は重視｣すると答え

た人が5割を切っていたのに対して、

｢世間は亜視｣していると考えている人

は6割を越えていた。

注目すべきなのは、この時期アサヒ

ビールが｢ビールは鮮度へ｣というキャ

ンペーンを始めていたことだ。アサヒ

ビールは「この味がビールの流れを変

えた｣｢新しいビール通はこの味を選ん

だ｣のように、あたかもニュースの見出

しのようなコピーでキャンペーンを組

み立ててきている。鮮度が大切、とい

うメッセージもメーカ一発のものとして

だけではなく、｢世の中のみんなが選ん

でいるんだ｣という声として響いた。ち

なみに、半年後の調査では「自分も鮮

度を亜視｣と言う人が大幅に増えてい

る（図1)。
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では、身の回りにおいてこうした｢世

間情報｣効果はどのように働いている

のか考えてみよう。

心理学において｢集団圧力｣や｢同調

行動｣という言葉がある。集団の中の

目に見えない規制に縛られたり、グル

ープで討論をしているうちに多数派の

意見に引きずられてしまう現象だ。こ

れはビジネスのシーンでもよくあること

だろうが、かなり塑要なテーマを含ん

でいる。｢周りが堅くて地味なスーツし

か着にくい」という程度の蹄ならともか

く、企業戦略の帰趨を決するような会

議のシーンにおいても、この現象は十

分に起こりうるからである。

こうした現象は、限られた会碓のメ

ンバーや部内などの間であれば｢何が

多数派か｣が見えてくるので、まだわか

りやすい。しかし、組織が大きくなって

くると｢何が多数派かわからない｣とい

った状況になってくる。こうなると、み

んなで｢何が多数派か」を探し回る状

況となってしまう。

こうした中で、無意識のうちに世間

情報の存在を使ってネゴシエーション

をする人がいる。相手に対して「この

プランはここが悪い｣というように自分

の言葉、一人称で語るのでなく「この

やり方、評判悪いよ」というようなパタ

ーンである。実際に誰の評判が良いか

悪いかなどということは間服でない。

目に見えない世間傭報による集団圧力

を行使して交渉することが目的なのだ。

これは、思わぬ効果を発抑することが

図１：ビール濯鮮風で週ぷ人は｢世の中に多そうだ｣と鱈えている剖合が多かっ化が，

その樋自ら皿棚する人も贈えた
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あるかもしれないが、王道とは思えな

い。言葉のもつ“ダークサイド”の力を

駆使しているようなものに感じる(図2)。

一方、世間梢報をうまく利用してモ

チベーションを高めることも可能であ

る。例えば若い部下にプレゼンテーシ

ョンの下準伽をさせたのに、肝心の本

番にはその部下が出席できなかったよ

うなとき……もし、プレゼンテーション

が好評裡に終わったならば｢ありがとう」

に加えて｢みんな喜んでたよ｣と付け加

えれば部下の気持ちも変わるかもしれ

ない。世間梢報が使う人のコントロー

ルによって、その価値が大きく変わると

いう一例である。

人もう．ランドも

「込むチカフ｣が問われる

もう一度広告の話に戻ろう。先のア

サヒビールのブランドコミュニケーショ

ン戦略をマクロで見ると｢発信しなが

ら周りを巻き込んでいく」ということに

なる。この方向を目指すぞ、と世の中

に宣言してその方向に向かっていきな

がら、ファンを期やしていく方法だ。

｢行くぜ１００万台｣と宣言してソフトメー

カーを巻き込み一気にスタンダードに

なったプレイステーションも同梯の点

がある。この場合、目指す方向が何か

を常にオープンにしていくことが大切

だ。マーケティングの世界では、ブラ

ンド戦略は最商の機密、というのが常

臓だった。今でも機密性はたしかに高

い。しかし、情報チャネルがこれだけ

多くなり双方向性が高まると隠すばか

りが有利とは限らない。むしろ、オーブ

l26Thlnk1

図２．人は相手の意見が多数派の代弁か少散派の代弁かを
黒愚喧のうちに毒慮しながら交渉冠行っていることが訪涌

Ｆ

＆

一一一一‐~さ－
デ 毛

喰
､－－－－－－ラク

ンにできるものはオープンにしていっ

たほうがいいこともある。自動車メー

カーなどでも、年頭に｢今年はこれとこ

れをモデルチェンジする」とはっきり言

うところがある。当然ながら大切なの

は｢事実｣をもとにコミュニケーション

をすること。支持されています、と言っ

ても根拠のないことであれば何の窓味

もない。

こうした戦略は、個人のコミュニケー

ションにも応用できる発想ではないだ

ろうか。何か新しいプロジェクトを起こ

したい。しかし、ひとりではチカラが足

りない。当然、賛同する同志を増やそ

うと考える。ここで、ひそやかに根回

しをして始めていくのも方法のひとつ

だ。だが、この方法で起きる問題点の

ひとつは、情報のひとり歩きである。

思い出して欲しい｡「みんなに評判悪い

よ｣と言うときの根拠のない｢みんな｣。

これは虚の世間情報効果によるコミュ

ニケーションテクニックのダークサイド

である。「何か変なことやろうとしてる

みたいだよ｣という言葉で世問情報を

伝えれば、新しいプロジェクトの参画

＝惨

一

者は容易に少数派に仕立てられてしま

う。根回し型で進める限り、それを意

図する人がいるといないとにかかわら

ず起こりうるリスクであろう。

発想を変えて､｢発信しながら周りを

巻き込む｣という方法でプロジェクトを

進めていくのはどうだろう。誰が言い

出したのか、誰がやりたがっているの

か、どこへ向かおうとしているのか。常

に発信しながら、本当の多数派をつく

っていく。虎の威を借るのでもなけれ

ば、虚に吠えるのでもない。強いブラ

ンドは頂に陀立しているように見える

が、そこにいたるまでが孤立であった

とは限らない。これはパーソナルブラ

ンドにおいても同じだと思う。

自らの思いを遂げようとするとき、ひ

とりでやることにこだわる意志は大切

だ。しかし、大きな流れを作らなけれ

ばことは助かない。流されずに流れを

作る。そのためのヒントがブランドと

広告に潜んでいる一例である。、

注山本直人・高橋和之「市嶋争点発想の

コミュニケーション議略」（1999年、
日経広告研究所報）
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１－（ハーバード大学で歴史学呼攻、同ビジネスス

クールでMBA修了、同ロースクールで法学

柳士号取得。同ビジネススクールの経営管理。同ビジネス

の助教授を経て、１９８２年にモニターグルー鰐て、１９８２ にモニター

プを共同で股立。同グループは現在、経欝＝で般立 グル

ンサルティング、投資活動線を世界23カ国イング 励騨を世界23力

で展開‘

佃
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抜本的に競争力を強化するために

1997年以降、日本におけるクロスボーダー

M&Aの案件は昭加し、現在でも商水郡を眺

けている。その理由はなぜか。

これまで、数多くのＭ＆Ａにかかわってきた

マーク．フラー氏がＭ＆Ａ増加の背景と従来

型のＭ＆Ａとの違いなどを昭る。

クロスボーダーＭ＆Ａが活発化

日本企業が絡んだクロスポーダーＭ＆Ａが

この数年間活発になっている。外一内型（外

資企業が日本企業を買収、あるいは、賀本参

加したもの）の案件を見ると、1997年以降

顕著に増加している。内一外型の案件を加え

た総数でも、2000年以降高水準を続けてい

る。我々はこれを「流3の波（TheThi『ｄ

Wave)」と呼んでいる。これは、職後のク

ロスボーダーM&Aの歴史の中で、Ｍ＆Ａが活

発に行われる3度目の時期であるという爽面

的な意味と、前２回とは質的に異なる性倒の

窯件が出てきているという愈昧の双方をこめ

たものである。前の２回の波と比紋すると、

第３の波においてはM&Aによって両当耶謝耶

業が競合に対する競争優位を大きく改善する

例が増えているところに大きな特徴がある。

■第１の波

第１の波は、戦後比較的に早い時期から見

られた外資と日本企徴の合弁によって形成さ

れている。日ホ企業の営粟力や流通綱、ある

いは、市嶋についての知撤といったものを、

外資企業の技術、ノウハウ、ブランド、製品

に結びつけるという形態が典型的であった。

しかし、こうした案件が、鯉争優位に結びつ

くことは比較的少なかった。特;こ、外斑企業

にとっては、日本企柴にノウハウを教えるだ

けに終わったり、あるいは、売上げはあげて

マーク．Ｂ・フラー

Pholo：TomohiroOhsum

くれるが内情のよくわからない営業拠点をつ

くっただけに終わったり、というケースが多

かつた｡

■第２の波

第２の波は、第１の波とは根本的に異なる

要因で起こった。これは1990年をピークと

した波であり、日本企業による海外企業の買

収が中心となっている。その中には、不振に

陥った海外の蕃名企業が数多く含まれてお

り、そうした動きはジャパン・インク脅威鵠

を引き起こした。主要なものでは、松下電器

産業のＭＣＡ買収、ソニーのコロンビア・ピ

クチャーズ買収、ＮＥＣのブル買収、富士通

のアムダール・ICL買収、富士銀行のヘラー

買収などがこれにあたる。この波は、日本企

業が国内市場の成熟化の兆しに対応して、海

外展開を活発化しようとしたこと、さらに、

その手段としてＭ＆Ａを用いたことによって、

引き起こされた。しかしながら、そうした

M&Aの多くが、追加的な財務負担や何年に

もわたる大堀な経営てこ入れを必要とした挙

句､日本企業にとっては失敗に終わっている。

■第３の波

これらの2つの波は、日本企業にとっては、

｢海外の技術ノウハウへのアクセス」を目的

とした菰1の波、「海外展開のキャッチアッ

ブ」を目的とした認2の波、と整理すること

ができる。これに対して、第３の波は「グロ

ーバルでの鏡争力の構築」を目的としている

と総括できる。すなわち、グローバル憩争の

激化やイノベーションの顛要性が蝋している

といった照争環境の根本的な変化がこうした

M&Aの活発化の背景にあること、抜本的な

企業体質の変革と照争力の向上につながる動

Ｔｈｉｎｋ！｜１２７



たってＭ＆Ａが大きな役荊を果たす可能性は

()I)iI1i⑪１１回なぜ､M&Aが活発化しているのか？M&A｢第３の波一

費 審 見せていること、を指摘したい。こうし

Ｍ＆Ａが胆争優位を違成する手段として今後

引き続き重要な位置を占めてくることが予想

される

グローバル亜争、イノベーションを難蛤に

した照争、組織学習の促迦といった諜躯がい

進や胆争縦瑚の飾点であることは、自明のこ

とといってもよかろう。では、そうした課題

について、なぜＭ＆Ａが有力な解決策のひと

つとなりうるのであろうかご

まず第１に、こうした岨争戦略の鮒点が通

化した結果、肌争優位の漁泉となる斑亜が、

かつての物理的なモノやカネから、ブランド

や技術といった無形のものに移ってきてぃそ

ことを理解する必要がある。こうしたプラン

ドや技術1J広告宜伝活励や研究Ⅲ発活1,1に支

えられている。これらの活励には規膜の避済

がある。かつての敗伽典約測昨築とは異なる

憲味で、知識災約型産業もグローバルな規槙

を必要としている。ブランドや新製品を特定

の地域にとどめずにグローバルに服m1した

リ、優秀な人材や凧新の知脆へグローバルに

アクセスしたり、といったグローバルでの畑

摸が鯉争優位を大きく左右する要因となって

いる。こうしたグローバルな規模の実現にあ

ビス活動に移ってきた結果、従来の日本企業

極めて大きいロシュによる中外劉蕊の岡収

の例でも、このグローバルな姫模の確立とい

う請理が強く間いている。巨大な研究開発活

動の成果を世界各国の市埋 に 雁 棚 す る こ と

Iま、裂襲企業の胆争力を鮒椿し向上させる上

で極めて爾嬰なのである‘

第２に、日本企業が柳童としてきた生産現

場でのオベレーショナルエクセレンスから、

｢ディシジョンファクトリー(撒思決定工場）

でのオペレーシＩナルエク･セレンスに企業賊

争の煎点が移ってきたことが皿嬰な斑化とな

っている。企柴の付加価仙創造の中心がサー

樋することで、社内亜並を椎逃していく勅き

の強みが競争力に直結しなくなっている。従

来型の戦略思考や行動柵式では、十分なイノ

ペーションやサービス向上は遡成できない、

しかしながら、日本企業が内部でのみ努力し

ても、大きな変革を引き起こすのは困鰭で左

る。Ｍ＆Ａで異質な人材や異質な考え方を移

が見られる。

こうし た Ｍ ＆ Ａ に よ る 企梁迩莱としては．

日産の車例が挙げられる。もちろん‐ルノー

l281Think

ﾉているのか７Ｍ＆ＡＩ第３の波一

一
一

による日産への資本参加は、日産の経営不振

によるリストラ、経営建て直しのニーズが背

景にあったわけだが、現在ではより根本的な

日産の企業体質の変革にまで進んできてい

る。海外から背景を異にする経営資源や経営

知議を移植することで、日産のディシジョン

ファクトリーの姿は大きく変わったといえよ

うさらにはルノーヘの日産のオペレーショ

ンノウハウの移転も進んでおり、メキシコで

の共同生産､欧州でのバックオフィスの統合、

購買・調達の共同化、といった動きとあわせ

て考えると、単にルノーによる日産の救済と

いう段階をとっくに過ぎて、Ｍ＆Ａをきっか

けとした両当歌者の抜本的な変革が進行中で

あると考えるべきであろう。

第３の要因としては、企業活動の蹄間紬が

短くなっているという変化がある。技術革新

のスピードが上がっており、かつ、競合によ

るキヤッチアッブ期間が短くなっている結

果、競争優位の持続期間が短くなってきてい

る。したがって、競争優位の柵莱に時間をか

けていたのでは、とても投質効単が合わなく

なってし歌う。Ｍ＆Ａによって、短期間で蝿

争力を大幅に改善する、すなわち、時間を買

うという戦略が重要になってきている。

｢第３の波｣が成功するためのカギ

ここまで見てきたように、第３の波を推進

しているのは、人や知歳といったものを基盛

にした規換の経済､ホワイトカラーの生産性、

さらには時間鞘､といった焦形のものである。

こうした特質をもつ第３の波のＭ＆Ａは、業界

柵造を大幅に変える可能性をもっている。そ

れはlliなる業界順位の大幅な変動にとどまら

ず、Ｍ＆Ａを雌争力の抜本的な強化までつな

げるポテンシャルをもっている。もちろん成

否は実行のマネジメントにかかっている。

日立製作所によるIBMのハードディスクド

ライブ（ＨＤＤ）率業における合弁を見てみ

よう。この合弁は、将来的に日立による買収

につながるものと想定されている。日立が

HDD耶案を中核蛎業のひとつとみなしてい

るのに対して、ＩＢＭでは周辺事業との位置づ

けであった。こうした両者の蔀業についての

測職の差が、梁界下位の日立がはるか上位の

IBMを両収し、業界トップをうかがう位世に

まで錨り出るという機会を作り出したのであ

る。極めて職略的な動機に基づく取引〈ディ

ール）であるといえよう。しかし、こうした

腕理を災隙の成功に結びつけられるか否か

は、両社の組拙の統合、職略の明硫化、さら

には戦略実行へのコミットメントといった今

後の動きにかかっている。

では、館3の波の憩理を成功に結びつける

ための嬰蹄はどこにあるのだろうか。幸いな

ことに、賊路とその実行の基木原則はここで

も変わらずにあてはまる。Ｍ＆Ａを単独で存

在する取引（ディール）としてとらえるので

なく、Ｍ＆Ａを職舗に直結するものとして、

忠た、一班のプロセスとしてとらえることが

大洲となる。したがって、まずは、職諮から

スタートすること。何が既存事業で価値を産

んでおり、何が価値を破咳しているかを理解

した上で、伸ばすべきコアについて他の瞳略

オプシ１ンと組み合わせてＭ＆Ａを考えるこ

と。Ｍ＆Ａ彼の統合プロセスについて、きち

んとした計画を立てること。組織間の接点を

整理するとともに、非公式な人と人のつなが

りをつくる努力をすること。本社の役割の再

定戟、役側を中心としたリーダーシップチー

ムの見直し、人１噸行の抜本的改革、等の組

縦改革を批迦すること。

もちろんM&Aが失敗することのきわめて多

い職略であることはたしかである。しかし、

成功した際の利益はきわめて大きい。だから

こそ、多くの企錐がM&Aを推進している。そ

して、今ほどさ讃ざまな組み合わせと形態で

のM&Aの機会のある時期がなかったのもたし

かである。両当率者がM&Aの戦語的誇理を理

解し、プロセスとして成功に向けてマネージ

していくことを強く願うものである。⑭
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グローバル･コンペテイションを勝ち抜くた

めのＭＢＡプログラムセミナー開催
ポンド大学大学院

世界経済、日本経済が不透明感転期している現在､さま

ざま芯頭欽の中から水間を見恢いて企輩継営に生かしてい

く力が切に求められている。

刻一ストラリア･ボンド大学MBAはビジネスの｢柵想力」

巷育成し､具体的な事業計画にまで落とし込む能力を養う

遠隔学習プログラムだ。ドッグイヤーと言われるほど掴め

て速く動く昨今､経営のフレームワークを自らの頭脳に定

簡させ､経営というものを傭節することで､短時間で正確

厩決断をする能力が鍛えられる。お申し込みはＨＰで。日

程は、１０／１６(水)栗京19.3021.00,10／１９(土)名古屋

1030-12.00,10/27(日)幽京1100-12:30,11/２(土）

誌ﾐ1100-12.30,11/７(木)東京１９３０－２１００，１１‘'１６

(土)東京11,00-1230,11／24(日)描浜１１００－１２３０，

１１／27(水)鯉京１９３０２１:00,12／１１(水)串戚1９３３０－

２１:00,

お問い合わせ先
㈱ビジネス・ブレークスルーＢＯＮＤ･BBTMBA事務局

〒102-0085章京都千代田区六希町1-7
0hmae＠workビル3F
TEL803-3239-1144

FAX:03.3263.4853

E･MAILsmba＠bbl757,com

Mp:"ｗｗｗ・bbt757･com

通信教育で

英同圃金レスター大学のＭＢＡ取得が可能に
グローピス･マネジメント･スクール

グロービス，マネジメント・スクール(ＧＭＳ)は、グロー

ビス・レスター・ジョイントＭＢＡプログラムの1年次科目

を､東京･大阪への通学に加えて通信敦育でも提供を開始

する。これで、地理的･胎間的制約を受けずに美国国ニレ

スター大学の経営学修士弓(MBA)を取得できるようにな

る。

このプログラム|J､、ＧＭＳで１汀次6科日逓履修した後．

単位互換制度で英国国立レスター大学の経営学修士課程

(通信孜台)の2年次に進学できる。1996年４月のプログラ

ム開始以来、すでに68名のMBAホルダー猛輩出している。

ＭＢＡ取得までの費用は、ＧＭＳ・レスター合わせて最大

１‘854.000円。ＧＭＳのポイント制腰や独自の奨学金制度、

原生労鋤省の教育訓柳給付制度などを利用す;nば､さらに

少芯い負担でのMBA取得が可能だ

グローバル異文化マネジメントコース開設
ＪＡＬアカデミー

JALアカデミはオランダの異文化間マネジメントの苫

名な学者であるフォンズトランペブーース博士が側発しにプ

ログラムを企英対敵に提供している。

その内容は､７つの呪文化価腫判断基準に基づいた理誇

と、数多くのグローバルビジネスの体験に基づいたケース

スタディーで柵成されている。また、受蕊者が実際にグロ

ーバルビジネスのシーンで想定できる内容が海外の業務別

に綱飯され､企莱の爽務担当脅からも極めて高い評価種受

けている。

さらに、アングロアメリノ｣型のビジネススタイル牡唯一

のグローバルスタンダードとして捉えること芯く、アジ

ア･ヨーロッパ地区のビジネス職境も十分に考慮された内

容で、時代のニーズを十分に反映させたブログフム迂提供

している。

また、ドイツのコンサルティング会社のFISCHER

GARTNERINTERNATlONALと提携し､新しい試みとし

て異文化マネジメントのリーダーシップコーチングのサー

ビスも開始している｡楠にｴグせｸﾃｨブｸﾗｽのグロー

バルコーチングのニーズは高く、注目を集めている。

Think1I12G

お問い合わせ先

【東京校）
E-MAIL:idp＠g1obis,ＣＯ,Ip
TELIO3･5275.3806

【大阪校】

E･MAILosk-inq＠91obIs′colF
TEL:06.6372-3021

hilp:"Wwwglobisco.'p/gms／

お問い合わせ先

龍谷大学文学部教務課(大宮キャンバス）
〒600-8268京都市下京区七条血大宮東入大工町125.．
TEL:075-343.3317

FAX:O75-343-4302

龍谷大学入試課(深草キャンバス）
〒612.8577京祁市伏見区深草塚木町６７
TEL:075.645.7887

ＦＡＸ:075.645.4155

hllp:"www・ryukoku､acJp

平日夜間と土曜日の受購で卒業可能

文学部社会人特別コース受講生を募集
龍谷大学

龍谷大学文学部では､｢社会人特別コース｣を開設してい

る。平日の６．７;MIMとｌＢＷｎの受渦でも卒製できるカリ

キュラムで、一定の県件のもとでは､平F1の昼間の受脳（１

踊時~5澗叶まで)も可能だ｡個別指導的なゼミ姪中心に､

卒業論文の作戚を目標とする。まに､卒業時には｢学士(文

学)｣の学士号も取得できる。

現在､2003年度の受脚生を募粟している。２３歳以上が奈

件で､試験科目は面接のみ１２月日程の出願期間は11/５

(火)～11／14(木)､試験は12/１（日）･深草学含で実施､合

格発表日は12/１３(金)。また.３月日程の出願期間は2/３

(月)～2/17(月)､試験は3/１(±)・大宮学舎で実施､合格

発表日は3/７(金)の予定だ｡<願書は両日程とも締切日消

印有効）

お問い合わせ先

〒151-0051束京都渋谷区干駄ケ谷３．１５．７
TEL:03-5412-2655ＦＡＸ:03.5412-2575

E-MAlL:horie＠iacacoip担当:主任堀江均
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勤務して16年間､ガン専門の外科医とし

ｌｈＩｒＩｋｌ１３１

年間､ガ

Ｎ＝1から物事の本質を洞察する質事物

て手術を行ってきました。辞めた後に函

GENBA-ISMTf鵬i棚の現jルイズム

が？

大きな影響を及ぼしています｡病院経営は、毎日が｢理念｣と『利益」

が葛藤する現場だ。医療の現場で日夜、

病気やけがと闘う3兄弟の現場イズム』

ここ数年､綿々と続いている食品会社

繁之：はい。うちは医師の常勤が８人、

や自動車会社等の不祥鞭｡次から次へと、

ている。

爾藤:繁裕さんは卒業後､癌研究会附屈｢ブルータスお前もか･･･?!｣と叫びたく

いた『がん病棟の真実｣『このガン切る非常勤が5人います。普通この規模では

4～5人くらいが平均でしょうか。入院

病院(以下､癌研)で外科医として活躍さ

れ､最近お辞めになって､ガン治癒のコ

ーディネーターの仕事を始められたので

すね。本も何冊か出版され､脳演活肋な

どもずいぶん多いと伺っています｡癌研

に勤められたときと、今とはどうです

か？

怠るような企業統治の憾状である。我々
ｆ

の｢安心･安全｣を守る自浄作用が機能

していないのだ。おそらく、不祥窪を起

とは何か？

らざるべき力

現場に携わることで、

本質が見えてくる

られ

べきか、卸

冊かこした企業の経営理念の中には､しっか

りと"顧客第一主賎'‘が刻みこまれてい

b

ん多い

のベッド数は99あります。その内、長期

関藤:土屋病院は40年前にお父様の土

屋蕊隆さんが開業されて､今では地域に

愛される病院としてフルサービスを手が

けておられます｡厚生労働省の基準では

それでも中小病院という区分にあって、

大学病院などの大病院と､個人医院の間

に位回していますね。

るはずだ。

兎雛に立ぢ向かい

て、今でＩそれなのに､何故このよう芯ことが起

こるのか。それは､業細不振の中で､目

の前にある1円を何が何でも浮かそうと

ﾚサービ!ごスを

■

繁裕：うちは親父が外科医だったので、

医者=外科医だ、と思って外科医に芯る彪、と小病院するからであろうか。しかしその瞬間、 とし 豆

ことだけを考えました。父を尊敬してま大病院‘1顧客第一主蕊,，が､実は理念ではないこ

とが明らかになるのだ。 したからね。で､大学を卒業して癌研に

ばならない ‘ノハ児科．

ビジネスは経営のレベルであれ､個人

のレベルであれ､儲に存在目的としての

｢理念｣と｢利益｣の両輪の上に成立して

いる、それが原点である。ビジネスの新

しい息吹や現状の困難に立ち向かい問題

解決を行うには､この原点に立ち戻る想

医療に従頚する士屋病院のB兄弟。副院

長である長男､土屋繁之氏。次男の土屋

蕊裕氏は同病院の外科部長であり、日本

初のガン相職セカンド･オピニオン専門

医である。そして三男の土麗緊文氏は、

診療技術部長として地域医痕に買献され

ないかと思うようになって､癌研を辞め、

第２回のパートナーは福島県郡山市で

そして､過去の成功方程式や■を求め

の土屋

願藤:繁之さんはご長男。消化器科の外

科医がご専門ですね。初めに医師を志し

たときと今とはふ境の変化はあります

､』に出てくる｢切

緊之:10年近く大学病院に籍を置いて、

その後土屋病院に戻って10年になりま

す。今､振り返ると､後半の10年間の現

場が､医師としての考え方や立ち位置に

でしか見えてこ芯い。

ある。ビジネス

りたがり屋の外科医｣そのものでしたよ。

東京で行っている｢キャンサー･フリー

トピア｣とも協力しあっていますも

いる「

多分､同じキャリアの医師の何倍も手術縦溌の患者さんが35人､急性期の患者

さんが64人います。内科､消化器科､循

環器科､小児科､外科､整形外科､リウマ

チ科､麻酔科､産婦人科､歯科､矯正歯

科が診振項目です｡救急もありますし、

人間ドックも行っています。また､介護

老人保健施設や在宅介護支援センターな

どお医療法人として手がけています｡他

の病院とも提携関係をもち､弟の繁裕が

事と院の医師としての仕事と半々くらいで活

をしていると思います。でも、患者さん
『

も

４

″心(ｆＵ｡と皮膚感覚を常に研ぎ澄まさ芯けれ

から学習するにつれて､何か違うんじや

巳

ってし1ます。ま

動しています。

や在宅介誇壷揺セ

事を始めたわけです。今は､この士屋掴

。救急もあ 日本初のガン治癒コーディネーターの仕る数の騰理も通用しない今､匝要なこと

は何か？それは､ひとりの人間として

の発想や感覚だ。ひとりの顧客の感性、

ひとりの販売員の努力､ひとりの技術者

の発想､あるいは､ひとつの商品の利用

法･･サンプルがただひとつ､1.Ｎ＝1の発

想』にこそ解決の芽がある。それは現場



し， てく

繁文:僕の場合は､親父から｢医者には

なるな｣と言われ､自分としては政治家

になりたかった。でもお袋から｢医者に

なってからでも政治家にはなれるから」

って説得されて医者になってしまいまし

た(笑)。８人の中では僕が最初にここに

戻ってきて18年になります。地域に根

ざすこの病院を何とか存続させたい…

と日々努力しています。

ま、親 にかく医療機関に患者さんが行かない

ようにさせよう､行く回数を減らさせよ

うということが､彼らの医療費削減の基

本ですね。

れるように､存続させたい。でも今のま

までは難しいので､どちらかというと慢

性的なものが中心になるのか…と。と

ー

号されて医者になってしま

。８人の中では僕が最初に

緊文:以前､厚生労働省の政務次官の方

３人の中では僕が最初に

て18年になります。地

病院を何とか存続させ

繁裕:病院のベッド数を減らすことは、

厚生労働省にとっては会社でいうリスト

ラです｡それを制度で揺さぶってリスト

ラを行っているんですよ。

にお目にかかる機会がありましたので、

助省にとっては会社でいうリスト

。それを制度で揺さぶってリスト

｢とにかく１日でもうちの病院に泊まつ

てみてください｣と言ったんです。医療

の現場を見れば先生方の考え方も変わ頭

ってくると思って。仮に医療変を高くしと思って、侭に

れる。長期

｢理念｣と｢利益｣の間で

日々葛藤する

砺藤:土屋病院はどっちの方向でいくの

か、もう決められたのですか？

ても､国民に良質な医療を提供するには

どうしたらいいかという、その答えが貝の答え

つかりますよと。でも､「大体わかって

養型

も つ

語歴:厚生労働省の医療改革の中で､こ

ういう中小病院はなかなか経営が難し

くなってきているようですね。８人がこ

緊之:今後うちの病院がどういう形で医

療をやっていくのか､生き残っていくの

か3人で鰭し合いを続けています｡私と

しては､ゆりかごから塾場までお世話を

したいというか､フルサービスヘのこだ

わりはなかなか捨てられません。例え

ば具合が悪いから入院させてくれと大

きな病院へ行っても､今満床ですから２

週間待ってくださいとなる。うちならす

ぐに入院して治療が受けられる。長期療

蕊型の老人の方でもそう。大病院でも

普通の診療所でも受けられない医療を

うちなら受けられる。だから､地域の患

者さんにとって一番いい医療が受けら

いますから｣という答えでした。このま

き残っていく までは医療の質が犠牲にされ､将来､医Iま

原の現場で何が起こっていくのか、本当

こに集結されたのは平成１２年の４月か ，lのり力 に怖いですよ運

す

らと伺っていますが…｡ ､フルサービ

爾藤：コスト削減だけを考えていると、けを考

緊之:うちのような病院は、今とても大 悪い力 本来の医疲のあるべき姿が失われていべ

きな転換期を迎えているのです。医擁法 ｷﾖ、今 く｡それは恐ろしい話ですね。で固~か い'、やTつ

等の改正に伴い､平成15年のB月まで’い､平成

(I胤術声≦

一丑

l321Thlnk

タ

急性期型の病院として存続するのか、痕とし 存続 るのか．

の削減はも壱

繁之:経営の視点だけで考えれば、

の病院にな るのか方向､方 づけし芯’

もっとできるのかもしれ

老人の方でもそう。大病。大病院で と人件費を少なくすればいいだろうと人件 まいい

れば ばらない⑥ 医療鈍の削減潅図りだの 診療所でも受けられない 力､、細かいところで経費

療の場合はどこまで

と

い厚生労働省としては､この規棋の病院ては、 ら受けられる。だから、地 ない。でも、 医

|ま効率が悪いのでなくしたいのです。と さんにとつ

戦製墓釜

やるべきなのか。



｡経営の継

雷藤:医療法人の場合はクリアな目的関

数が2つありますからね｡経営の継続と

いっても利益追求ばかりでは駄目だし、

かといって礎の高い医療だけを考えてい

ればいいというものでもない。厚牛労働

省だって､本来どういう医療を目指すべ

きなのか､という理想があったはずなの

に、いつのまにか目的がすべて｢医療変

削減｣にすり替わっている。全体観がな

がすべて

いる。全

いですね。

平均値主蕊を排し、

悪循環をひとつずつ断ち切る

繁之:問題は山職しています。我々医師

の側の問題もある､もちろん厚生労働省

の問題もある、医師会も然り。一方､患

者さんの側にも懲職変革の問題がある。

繁裕:今の日本の医撤は最大公約数で成

り立っているんですよ。平均値･平等主

義の中で大きな不公平が生まれている。の中で大きな不公

爾藤:問題の原因と結果がニワトリと卵

の関係のようになって複雑に絡まりあっ

て、解決の方向がなか芯か見えにくいで

すね。解決の糸口はどういったところに

あると思いますか？

繁裕:第一に､医綴も消費だということ

を認識して欲しいですね。患者さんは医

療サービスを買っているのだから､まず

は自分が受けた治癖がいったいいくらな

のか､ということを知ることが大駆だと

自分が受けた治癖がいったいいくが

力'、ということ

:第一に、医振も』

して欲しいですね。

力'、ということを知ることが大醐

思いますよ。２割負担でも８割負担でも、

､とし治癒

じ ・し結局払った額しか見ていません。いった

いいくらの治癒を買ったのか､というこ

とを知ることが亜要で､そのための悩報

公開は璽要で徹底すべきだと思っていま

す。

雨藤:確かに病院でいくら、と言われれ

ばそのまま払っておしまいですね。例え

ば初診料がいくらか､患者さんにわかる

んですか？

緊文:今は病院で出る領収証に明細は出

るようになっているんですが､見ない方

が多いですね｡夜間の救急の場合は初診

料も昼間より高いのを知らない人も多い

です。そもそも､治療前に｢その治療は

いくらですかＩなんて聞かないですよね。

Ｌ 〃 ト ー

●

いの

緊裕:ガンの治療というのは､僕に言わ

せれば一生できっと一番高い､命の買い

物ですよ。それを1カ所で決めているな

んて変な話です｡でも医療側の問題もあ

って､たとえ何力所かの店(病院)を見に

行っても､商品である医者を選べないと

いう辛さもありますね｡本来は医者も選

ばれるべきだし､値段がもし違ったら売

る側(病院)も様々な情報を提供するは

ず。それが一律だから､情報が出てこな

いんです｡もしコンピュータを買うなら、

何も知らない人だっていくらかは調べた

り､自分の予算で選ぶと思うんですけど、

医縦にはそういうことが全くないんで

す。

また､医者が偉いという意識。患者さ

んの方も蜜お医者様だから霞という意識

)も様々な情報

『一律だから、！

｡もし

1人

がありますね。そこから生まれる歪みを

私は｢ドクター八ラスメント｣と呼んでい

ます。患者さん側の意識改革も必要です

よ。患者さんも､本当に自分が必要なサ

り

|ま｢ドクタ

んす。患者さ

一ビスを受けているかどうかという実態

を本当は知るべきなんです。

サラリーマンの天引きされる税金もそ

うですが､もし､治療費を全額患者さん

が最初に支払う。後から7割とか､８割

の負担分を国から返却してもらうという

システムになれば､患者さんも治療の価

値とコストの実感が湧くはずで垂

ＧＥＮＢＡ南ISM伽M鋤『則の現jルイズム

禰藤：インフォームド・コンセントと言

通あるいますが、患者さん側もある程度までは

分で畑自分で悩報を持って､勉強し芯ければい

けないということですね。

を貸して欲しいと言

いま

繁文:うちの病院では医師の説明を録音

したい方にはＩＣテープレコーダーを貸

し出していますし､他の病院で医師のセ

カンド･オピニオンを知りたいからレン

トゲン写真を貸して欲しいと言われれ

ば､お貸し出ししています。レントゲン

写真は患者さんのものですから。

1ますし、他の病

ししています。レン

’

｢ｈｎｋＩｉ鰹



雷藤:骨折したときにi識１WＩ こ診てもらっ思える信頼関係ですね。

た救急病院で ｢東京に戻っ てから医者に

診断･処画してもらうのにレントケン写

真を貸してください｣と宮ったら、断ら

れまし重ね。友人の医師に相談したら、

それはおかしいと。で､再度病院に電話

をして｢レントゲン写真は患者のものさ

すね｣とはっきり言ったら調睡蝿さんが

あわてて送ってくれました。

ントゲ

'てくださいjと言

,ね。友人の医師に

)かしいと。で､再Ｉ

レントゲン写真はｊｉ

たら

Ｉ識し

繁裕:僕の｢キャンサー･フリートピア」

への相談･問い合わせでも､８割近くの

方は他の医師からレントケン写真を借り

てくるという八一ドルが高くて相談に来

れないんです｡｢借りたいと言えばいい

談・問い合わせでも、日･ｌ副し8口４」哩

戻師力'らレン

P，

ン師からレント

う八一ドルが

です。「借りたし

すｅ

ちゃんと

明を一生卿 １

１１時間８万 'ら、

んですよ｣とお話しするんですが､「とて

もそんなこと言えません｣という人ばか

り。セカンド･オピニオンというのはま

だまだ言葉だけ先行しています。でも相

談に来られる方はちゃんと質問を用撤

して､説明を一生懸命メモしていますよ。

相談料が1時間８万円ですから、説明は

しっかりと聞くようになりますよ。

とお話しするんですが､「

辰去言えませんIとい弓産ルー

だけ先行していま

まち

を一生閲命メモし

繁文:それでも患者さんの多くは今でも

｢どうせ聞いてもわからないんだから、

お任せします｣という方がほとんどです

からなし

1う方がほ

よ・だって病気のことは専門性が高いで

いのも仕方ないと僕は

、１時間説明しても完すからね、１時間脱明しても完全にはわ

からないのも仕方ないと僕は思うんで

す｡一番大事なのは､｢お任せできる｣と

l341Think1

砺臓：そういう面もありますよね。でも

問題を解決するひとつの手段として､恕

者全員が､医師と話すときは紙と筆記用

具を持参してメモをとる、テープレコー

そうい

‘解決す 手段と

グーを持ち込む， 常にカルテをコピーし

てもらう、会計時にはきちんと何がいく

らかを説明してもらう、そういうことを

行動として積み重ねていくことも重要な

のですね

緊之:医師の立場からもそれは璽要で

す。医疲ミス云々が騒がれますが､医師

が話したことをきちっと録音･記録して

おけば､少芯くともあの時言った言わな

いの問題は起きないじゃないですか。

真の患者志向は、

皮悶感覚で求められる

関藤:どの企業でも｢顧客志向｣が叫ば

れていますが､｢願客志向／顧客の立場

に立って｣ふうにとりあえずしておけば

いいと勘通いしている。大体よく考えず

に、顧客志向を冒い訳の材料にするもの

、

客にとって

だから､ただ顧客に振り回されるだけで、

結局顧客にとっても全然畑しくばい､期

待も満足もない。そうした｢顧客志向」

がどうも増えている気がします。病院の

１

場合はどうですか？

緊之:先日､院長の親父が手術をしまし

てね｡今までたくさん手術をしてきたの

に､自分が実際手術を受けたら､想像も

できない痛みだったって。やっぱり切ら

れてみないとわからないと(笑)。全く、

どんなに患者さんの立場に立って考え

たとしても､自分で体験しないとわから

ないことも多いんですね。だからこそ、

本当に真剣に､常に肌で考えていないと、

なかなか患者本位の治療にはならない

ですよ。

てれ。今 術を してき

に、自分が実際手術を受けたら，

1癌みだったって。やつ

繁裕:ガンの相談でもそうですよ。その

患者さんの人生観､価値観､死生観､全

部そこまで踏み込んでやっていくべきだ

ろうと。インフォームド･コンセントじうと・

やなくて､今はrインフォームド･チョイ

ス』だ。患者さんが最終的にいろんな選

沢ができるように我々が説明すること

が重要なんです。

｢あるべき姿｣と｢現状｣のはざま

で､改革の一歩を確実に踏み出す

砺腫医療というのは、あらゆる面で改

革が必要だということはわかりました。

自分たちだけで変えられる問題ばかり

ではありませんが､そういったがんじが

らめの状鵬の中でも､少しずつできるこ

とから改革していくというのが､現在の

土屋病院の姿かと思いま謀これからの

あるべき姿はどうだと考えられていま

すか？

方方向

緊文:私としては、トータルヘルスケア

の方向を考えています。近くに6000坪

ほどの土地がありまして、そこで「トー

一タルケアパーク｣をつくろうか、と。普

い。ク

段の生活の中で指導することによって、

生活習慣病なんかを予防できるように

したい。クリニックも持つんですが､た

だ患者さんが来て診察をして投薬をす

るというのではなく､予防につながる積

中で

した極的アプローチをしたいんです。連動と

か食事療法なんかも取り入れて。敷地



内に高齢者中心のアパートなんかも建て

ようと計画しています。

繁之:病院はこれまで本当に後れていま

した。どんぶり勘定で経営感覚はない。

一方､行政の制約が大変大きい。これか

らは､質の高い医療を行おうと思っても、

今までのやり方ではダメ。経営が刷り立

たないんです｡何とか少しでも現状維持

をしながら､方向転換を図らなければな

らない。繁文の目指すトータルヘルスケ

アもひとつの方向です｡でも私は､やっ

ぱりうちの規模だからできる質の高い、

地域に貢献する医療も目指していきたい

ですね。

繁裕:ビジネスとして考えれば､全く違

った発想も出てきます｡例えば今うちで

やっている温泉宿泊つき人間ドックなん

えば今う

体化したらどうか。

にそういうものを吾

かも､温泉場で一体化したらどうか。そ

うすると磐梯熱海にそういうものをつく

るとか､こういう時代だから､経営不振

の温泉の建物を買い取って改装するかと

か･ＪＲと組めばどうなるか。駅ビルの

中に病院があればどうなるか…とね。コ

スト削減もいろいろ考えられるし､町興

しにもなる。病院から離れた展開や発想

もあると思います。

規制の枠組みが強く爾藤:そうですね。規制の枠組みが強く

とも､『あるべき姿』の実現に向けての踏

み出し方は､いろいろあるのですね。繁

裕さんのガン治療のリスクについてのお

に向けての

話は、企業のリスク・マネジメントにも

繋がり、意味深いお話でした。Ｓ兄弟そ

れぞれの質の高い医療経営の将来展開を

楽しみにしております。今日はどうも有

難うございました。

左から珊砿嘉則氏、圭展盤之氏、土腿繁裕氏、土屋潔文氏

GＥＮＢＡ－ＩＳＭ紬隙聯Ⅲの卯ﾙイズム

ＰＲｏＦｌＬＥ

士届鰹之

隅和57年帝京大学医学部卒、第一外科

入局。医学博士 平成元年４月より医

療法人慈繁会土屋病院副院長。（社】

猟山医師会理班、日本外科学会開定医、

日本消化器科学会露定医、日本医師会

認宗涯塑医。

士屋繁裕

帝京大学医学部卒紫後、平成12年3月

寵で癌研 究会附属桐暁外科において1６

年間臨床外科医として 勤務。現在＄土

屋病院外科部長ｂまた平鹿12年７月よ脱12年７

り患者の立埋｛目立った園 の治療良の治療の迦の

択とIMI病支掘を目棚とした組織「キヘ’

ンサー・フリートピア」を設立。ガン

治療をトータ ルにコーディ 熟一卜する

活励を糟力 的に行ってい る。著書に

l1がん病抑の糞実1１（経済界刊)、Ｉこ②

ガン切るべきか、切らざるべきか』

刊)、(ＮＨＫ出版刊)、ドクター・ハラスメ

成14年ン卜」（平成14年９月刊行扶桑社刊）。

士隠繁文

昭和60年帝京大学医学部卒業綾、（財】

太田篭合掴院勤務‘昭和62年４月より

診振ｉ士屋病院診療技術部長･日本医師会関

定産粟医 、日本医師 会鯉定スポーツ医、

(社）郡曲医師会介蛎概宏瀞査今委風Ｉ

Ｔｈｉｎｋｌｌ鮎
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⑧質の高い医療制度の改革のためには、

我々自身がひとつひとつの真実を見極

める

先日、サラリーマンの医療費自己負担

を３割にする法案が可決された｡･昔、医

療保険制度がなかった時代は自由診掠

で、赤ひげ先生が存在した。患者からい先生が存在し

くら取ってもいいし、庶民からは取らな

いという医者もいたのだ｡

しかし、万民が公平に医療を受けられ

るようにということで、国民皆保険制度

ができ、医療費を直接的には負担せずに

誰もが均質な医療サービスを受けられる

一

き， を直

時代になった』それが、１割負担になり、

２捌負 担になり ､今回は３割負担になる。マ

不澗に思う方も多いであろう,。しかし、思う方 多い

世界的に見ると、日本のＧＤＰに対する

医療変負担はまだ大きくないというのも負担はま

に見る

頭実である。

一方、医療水準はどうかというと今

のところは決して先進諾園とひけを取ら

ない。しかし、その多くが医療に従事す

る人たちのマンパワーそのものに依存す

■

歪みが生じてお

るところが多いのだ。

個別のケースはそれぞれの砺憎がある

と思うが、医療現場の労働負荷を直視す

れば、医療ミスの発生が予想される現状

が横たわっている。

日本の医療のシステム・制度には大き

な歪みが生じており、このままいくと誰

もが平諒の治療は受けられるかもしれな

いが、同時に誰もが最高の治療を受けら

れなくなる可能性もある。

私はここで医療問題を分析し、改善を

くな壱

日本の医療のシ

平等の

、同

私はこ

びかけ呼びかけることを主眼にはしていない。

かし、しかし、これほど問題が山積している業

界ながら、なかなか奥実の声が伝わって

こないのも頚実である。そんな中で、今

回は土屋病院の３兄弟に多くの真実を寵

っていただいた。紙面の都合で多くを割

愛せざるを得ないのが残念である。

､規制、そして急激な変革へのムーブメ

ント。攻守のバランスが求められる変

革シナリオ

様々な問題を抱える医療の現場だが、

それは医療だけに限らない。規制の枠に

がんじがらめになり、一企業、－担当者

だけでは何とも対処できない問囲は、他

の業界でも数多く見受けられる。

|iあれも問題、これも問題、いったい

ど里から手をつけたらいいのでしょう

画間が」この賀間をよく受ける』もちろん服

にし略を明確にし、部門・個人の行勤野面を

が定め、各人が目的に向かって、一丸とな

って進むというのは理想だろう画しかし、

維持しなければならない現実が画ければ

巡いほど、思い切って一歩も前に遮めな．

いのも実態である

あるべき姿をいくら掲げても、現状と

のギャップがありすぎては、それは絵に

描いた餅に過ぎない

少なくとも、今国要なのは、陥中模索

な力ら例え膳患者にレントゲン写真や

診断結果を貸し出す、診療記録の録音を

推奨しそのための掲示を病院中に行う土

屋病院の輔神ではないか？一歩一歩、

できるところから改革する働心にあるの

は質の高い医療、健全な病院経営画し医療、健全な病院撰堂 ●

かし．それを 前面に掲げて理想ばかばかＩ】を

語るのではな <、目に見える形で改革を

実行する、そのやり方こそが学ぶ点では

ないかI．

残念なことに、今のままでは無駄鞍検
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l益をたく

ぎないのだ。そってぃて り、

ところが淘汰されてしまう可能性が嵩平均値の虚偲であって、実態ではない。
経営コンサルタント

い。しかし、そうした時代だからこそ、ひとつの事実からモノが洞察できなけれ
砺藤嘉則（さいとうよしのり）

できることからいろいろ知恵を絞って取ば、数を増やすほどに真実は遠ざかるの
㈱ビジネス･コラポレーション社代表。

り組んでいくことが重要なのだ。医療にだ。
1979年東京大学工学部卒業、大手弧股

対する本当の『理念』と、病院経営を継もし、今、自分の仕事に行き詰まって
会社勤務の後、英国ロンドン大学ロン

銃するために必要な『利益lが常に葛藤いたら、この土屋病院の活動の中に何か

であって、実つ

bらモ

うよしのり〕
。±

ポレーション社
んでいくことが

工学部卒業、大
の仕砥に

ンド
のこ{必要

ブ・工 コノミクスドン・スクール・オフ‘
として存在する中小の病院経営にこそ、ヒントがないかどうかじっくり考えてみ

（LSE）校にて経済学修
モラル・ハザードに陥った企業経営改革て欲しい。少なくとも、彼らは、現状に

取得。その後、マッキ
のヒントが数多く見受けられる。流されてはいない。病院の理念である

ド・カンパニーの経営
「慈心妙手」をまっとうしようと努力し

卜、９２年米国大手家庭Ｆ
③Ｎ＝1から発想する力を鍛えるている。「慈心」とは、患者さんを思い

する中小
士（ＭＳＣ〉を(ＭＳＣ〉を

､。少なくと 主)、ザードに路
キキンゼー・アンゼー‘

てはいない。 の数多く見受
ンサ』し夕ンサル ン詞

」を とう しよ

国大手家庭用間品メーカー日メーカ

慈」 Ｉ Iま、
■

1,．ディレク ターを経本法人 のゼネラル.
、「やり労ろうとする心、［妙手」は患者さ」はする

、理

年より現て、９６
心身の病を れた

旬

たＮ＝１

略やマー
患者さんの ＩＩ顧問をされている

■

を車の両輪 gj:うﾛと経営』（ダイヤモモン

で触れているが、ひとりひとりの消質者に兼ね備えられるように努力する、これオーム強化のための職略スキル開発、
幹部教育や問題解決技法トレーニング

を多面的に、しかも時間をかけてじつくが土屋病院の理念である。
などの指導を行う。

り理解しようとすることが重要だという規制の枠組みとそれに相反する急激な
著書：『問題解決プロフェッショナル

ことである。１０００人の消費者がいれば、変革が求められている中にあっても、決
思考と技術」（ダイヤモンド社刊1997

それは1000のＮ＝1ととらえるべきであして流されることなく、この理念を貫き
年)、『問題発見プロフヱッショナル

ると。しかし、大量消費時代のマーケタ経営も考える彼らを見ていると、今後ど
柿想力と分析力』（ダイヤモンド社刊

一には、どうしてもまだN＝1000というんな形に変身したとしても、それは土屋
2001年)、『戦略シナリオ思考と技術』

ひとつの塊からの平均値化・平準化しよ病院の真の姿なのだ。
（東洋経済新報社刊1998年)、他に、監

うという発想から抜けられない。Ｎ＝１変革のツボは、理想にいきなりジャン
訳魯として『戦略サファリ』（東洋経

から発想していく思毒力、判断力、イマプすることはできないが、「目の前にあ
済新報社刊1999年、Ｈ・ミンツパーグ

ジネーションが決定的に枯渇しているのる実行できることから、ひとつひとつ現
ほか箸）がある。

だ。実に取り組むこと」 だ 。

スキル開
ね備えられ うに零狗す眉れているが、ひとり

1000人の意見をいくら聞いて、いくら

Ｚ

面的に、的に、しかもにこしかも時

相しよ とすること とい

害８１問題解決プロフェッ§
にあ1000人の消費 いれ Lている中にあっ

考と技術」（ダイヤモンド
されることなく、この饗

)、『問題発見プロフヱッ
と、今

『
《

．
ｈ

1③

荷想力と分析力.Ｅ（ダイヤモ
趣 それは

値化。
洋i経済新報社 1998年)．8年)． 他に． 隙

説得力も高まり、度である。主語の欠落したスピードと効

のツボ’

として『戦 (東洋アリ」
る こ と は思考 こいく いか今

できることから、ひと

かもし率経営からは､解は生まれない。しかし、

り組むこと」だ。むこと

ずに進定迅化によりサンプル数を増やせばそし て、自分自身の理念をの理念を忘れにより

作れるだろう。むことこそ、今われわれに求められる態れに求めらのない平均像，’は‘‘実体 ■

何も新ゆっくり漫然としていても、何の解も生

語の ピーる。また、識 の溌理で一見

れない ｎしか

ま い的し社内の 対勢力の批判力の批判もかわせる反

消班者自身が未来の自分のニーズを想像５１点を目指して、100％努力すること

し、実はそこからは１°し

－ズ

しいものは生まれないのだ。なぜなら、まれないし進化しない｡､

身が未

いのに、 過去から現在の消擬者が漁味のある結果に繋がる。⑭きなで



意志とビジョン
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コーチングもバイブル
［人がよりよく生きるための新しいコミュニケーション手法：

Ｌ,ウイットワースーl-H・キムジーハウス＋P・サンダール署
ＣＴ|ジャパン訳
定価(本体2500円十脱）

一
串
呼

７．Ｗ7円朝 ヘレｖ－ｏ９ＬＺ拝Ⅵ ｽﾔ冒｡

欧米で先行する各亜コーチング方法輪の中でもバイブル

的存在の薪作｡コーチとクライアントのパワフルな協力闘
係を脱ぐ｡プロをめざす人､管理職者などの必歴瞥。

■単一ﾛ

、 型

可『

碓醤が知っているマーケットリーダーのほとんどがパイオ

ーア企莱ではなかった｡企業駅たちの成功物語から､これ
までの定説を覆す不朽の法則が見えてくる。

戦略的交渉力
[交渉プロフェッショナル養成講座］

平原由美＋観音寺一嵩著定信(*体2200円十税）

世界60地域で災消をあげている交渉プログラムの実践シ

ーンを収録｡これまでに芯かつた､本当に役に立ち､おもし

ろい戦略スキルの本。
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経済性のマネジメントの題材とし

て営業収益向上(販促費の有効活用）

を取り上げてみる。販促蜜は研究開

発斑や広告費、|T投資などと並んで、

額が大きい割に収益貢献が経営トッ

プから見てブラックボックスになり

がちで、近年、有効活用の手法につ

いて相砿が持ち込まれることの多い

テーマである、

Ｂ ＣＧ流

問題解 決 の 技 法

域化した販促費がどんどん営業収

益を圧迫し、ついに抜き差しなら

ないところまできたと営業のトッ

プは判断

･販促費削減目標を現場に与え、努

力させたが一向に結果が出ない。

現場からは､「努力したのですが、

残念ながら今期も販促費は計画を

上回る結果となりました｣「これま

で何十年もかけてたどりついた今

のシェアを維持するためには、や

むなしかと思います｣というあきら

めの声ばかりが上がってくる

第２回「マイクロ・エコノミクス」と「デイ・アベレージ（脱平均化)」

近年の状況

．これまでは右肩上がりで成長を続

けてきたが､近年は頭打ち傾向

･一方で高シェアを誇ってきた市賜

で、近年大手を含めた競合の参

入･攻勢が続き、パイの食い合いに

なっている

､そんな中で、シエアを緋狩ij､るた

めに販促費は年々哨加している

（グラフ1）

グラフ１販促費顕･率の推移

今回は､全体とじて大きな成長が見込めない市場で、

いかに収益を増加させていくかを考えてみたい。てい

特に､菰み上げると大きな経済的インノ (クトにつながるが．

ひとつひとつの案件は小さく､かつ案件の数が多いという場合の

経済性のマネジメントに焦点を当ててみる！

販促費顔
〔1997年＝100〕

莱界でのポジション

･企難規棋口休は業界の中では中堅

，しかし、特定の領域では大手をお

さえて長年業界トツプシエアを誇る

叛促費率
（％）
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経営トップの悩み

,売上げの伸びが鈍化する一方で聖

問題：この消費財メーカーの営業収

益を改蕃させて下さい、

販促費率

i,,w洲
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１間皿

ある消費財メーカーの事例
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ＢＣ Ｇ 流問題解決の技法
第２回１マイクロ.エコノミクス｣と｢デイ‘アベレージ(脱平均化)」

２解答例

ＡさんとＢさんの解答

Ａさんは以下のように解答した

販促費を一律カット

「現場に任せていては、各営業マン

の担当アカウントとのしがらみが断

ち切れず、いつまでも営業収益の改

善は望めない。それなら誰にも文句

を言わせないように、全員一律平等

に販促費をカットするしかないＩ

Ｂさんは以下のように解答した

販促費をアカウントごとに

個別に見極めてカット

「各営業マンが担当アカウントと

のしがらみを断ち切れないなら、支

店のマネジメント(支店長､副支店長

クラス)がアカウントごとに、販促費

をこのまま投資し続けるべきか、削

減すべきか判断していけばいい」

Ａさんの解答、Ｂさんの解答、どち

らにも一理あるようにも思える。こ

こで経営トップとしてどのような視

点で判断を下していくべきなのだろ

うか，

140Think！

３問題提起

2つの打ち手のリスク

Ａさんの解答は、個々のアカウント

の頭悩を加味していてはきりがない

ので笹一律カットという考え方｡一方、

Bさんの意見はその反対の極にある

考え方

どの企業でも、どちらかの意見に

落ち漕ぐ場合が多いように患うが、

以下のようなリスクを考える必要が

ある。

Ａさんの打ち手のリスク

･販促費を一律カットすることで、確

実に販促費の削減は可能だが、縮

小均衡に陥るリスクがある

．つまり、投資すべきでないアカウ

ントの販促費もカットできる一方

で、本来投資すべきアカウントの

販促費もカットされ､短期的には収

益増加につながる可能性はあるが、

中長期的にはジリ貧になる危険が

ある

．さらに、短期的に見ても、（縮小均

衡Ｌ陥り、販売が伸び悩むと)生産

や物流面まで含めて考えれば、か

えってコストアップになる危険す

らああ

Bさんの打ち手のリスク

･販促費なアカウントごとに個別に

兄;伽めてカットというのは、言うは

易く行うは雌しで、結局何も変わ

らないリスク

･通削、中堅以｜のメーカーになれ

ば、一支店1人|でも敢白のアカウン

トを抱えているのは珍しいことで

はない。そのアカウントそれぞれ

について支店のマネジメントが個

別､かつ継続的に判断を下してい

くのは現実的といえるだろうか

,このまま進んでいけば、簸初は意

気込んで徹夜・合宿でもして実行

されるかもしれないが、長続きせ

ず、結局中長期的には元の状態に

戻ってしまうリスクがある

‘そうなると問題は長期化し改革は

大きく遅れることに加え、再度戦

略を練り直して改革を始めようと

しても、いったん冷めた現場の士

気を再び高めるのは当初以上に難

しくなっていることだろう

では、どのような視点で解を探っ

ていけばいいのか。

４基本技’

｢マイクロ･工コノミクス｣に

落とす

Ａさんの職見もＢさんの意見も、よ

く陥りがちな農。

この狸の｢積み上げると大きな経

済的インパクトにつながるが、ひと

つひとつの案件は小さく、かつ案件

の数が多い｣場合、まず｢マイクロ・

工コノミクス｣に落として分析してみ

ることが重要である。

グラフ2を見ていただきたい。各点

Iij,当社から見た各アカウントの収益

性を表していふが、２つのことが読み

取れる。

ひとつは、各アカウントの売上規

棋と収納性の相関がほとんど見られ

ぶいことである。売上げの大きいア

カウントにはボリューム・インセン

ティブが与えられてしかるべきなの


