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 橋下さんの負け！どう見ますか？？   

日本国民の限界に悲憤慷慨です。 

 

 ニュージーランドに学ぶ！！！ 

国が生き残るために日本として学ぶべき点、多

数です。 

 

 「速さはすべてを解決する」 

腕っこきの現役コンサルタントの実践論です。 

どこまで取り込めるかはご本人次第でございま

すが。  

 

 ＮＰＴとは何ぞや？？ 

核不拡散条約／ＮＰＴの不思議の究明です。 

 

 ニトリさんの成功は運！？ 

世の中にはこんなについている人がいるん

だ！！というビックリ、でも運だけではなかっ

た、というレポートです。 

 

 今年のゴールデンウィークの成果 

我が家の前の公園の運営方法について、品川区

と交渉した成果のご報告です。 

 

 

 「意思決定のジレンマ」   

私としては、３０年ぶりに見つけた意思決定論

です。  

 

 「企画者は３度たくらむ」    

企画の真髄・本質の追求論です。 

このテーマに関心ある方にとっては大いに参考

になるノウハウ書のご紹介です。  

 

 お客様に積極提案しませんか！   

情報システムの世界の話題です。 

お客様は神様だと勘違いして、お客様の言いな

りでシステムを作っていることに対して「神様

ではないのよ。こうしたらお客様に喜んでいた

だける」というご指南です。 

 

 弊社に副社長が誕生しました。よろしくお願いいた

します 

永年の夢であった双発エンジンが準備できまし

た。今後とも何とぞよろしくお願いいたします。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 大阪都構想の否決の原因を整理する。 

 日本人の思考の弱さを痛感していただく。 

ねらい： 

 日本のことをもっと真剣に考えましょう。 

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

 

大阪都構想は僅少差で、橋下さんの主張は退けられまし

た。 

この敗因を私はこう見ます。取り急ぎのレポートです。 

 

1. 一番の敗因は、大阪都になって何が良くなるのか、 

を明確に示さなかった。 

 

この７年間の橋下治世の実績は、どちらかというと行政

の効率化・無駄の排除でした。 

 

これは非常に大事なことなのですが、 

一般の区民にとってはあまりピンとこないことでしょう。 

 

サービスを受ける方が多い立場の高齢層にとっては、サ

ービスの悪化になりそうなことについてはエゴで絶対反

対です。 

 

公約になりそうなことについては軽々に言えないことは

分かりますが、そのために、都構想の明るい面が見えな

かったのです。 

 

効率化で浮いたお金で税金を安くするのではなく、サー

ビスの向上に向けることを示すべきです。 

 

高齢者施設の充実もよいでしょうし、 

婚活しやすい環境の造成とか、 

前向きでやるべきことはたくさんあるでしょうに。 

 

私は「地番沈下の激しい大阪を東京に負けないビジネ

ス・文化の拠点にする」 

くらいのアピールをしても良かったのではないかと思い

ます。いつ実現できるかはありますが、目標として示せ

なかったのでしょうか。 

 

実は、現在弊社が進めておりますソフトウェア保守（エ

ンハンス）業務の改善でも同じようなことが言えます。 

 

私どもは「現状の仕事は徹底的に改善すれば半分にでき

る」と主張しています。しかし、半分にして終わりでは

なく、浮いた工数を前向きのビジネス支援に振り向けま

しょう、と主張しています。 

 

「効率化して終わり」では、当事者は何も嬉しくありま

せん。 

 

2. 自民・共産・民主の結束に負けた 

 

これらの党は、何を考えているのでしょうか。 

本当に大阪府や市のことを考えているのでしょうか。 

 

地元の各種組織のエゴのご都合に乗っただけではないの
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か？選挙では、みんな御身大事ですからね。 

情けない！！少しは星雲の志を持ってくださいよ。 

 

3. 年寄りのエゴに負けた 

 

出口調査では、若い年代（５０代まで）は賛成が多く、

６０代・７０代以上は反対が多かったようです。 

 

いつものことながら年寄りは投票率が高く、若者は投票

率が低いのです。年寄りは先のことより、今ですものね。 

若者が油断したからいけないのです。 

 

4. 都構想をきちんと評価していない 

 

どれだけの人が、都構想の内容をあるいはその必要性を

理解したのでしょうか。テレビの街頭インタビューを見

ていても 雰囲気で判断している人、迎合的な人など、

「ノリ」で判断している人が多いように感じられました。 

 

ということは、陣営の、マスコミを抱え込んだイメージ

作戦に影響されます。そういう面でも１．の夢を提示で

きなかったことが響いています。 

 

5. 橋下さんの独断専行的な進め方に対する反発があっ

た。 

 

これは、橋下さん自身も認めていることですが、改革は、

合議では進みません。橋下流ならではだったのです。 

 

微温調好きの日本人はゆでガエルで、気が

ついた時には遅いのですよ。 

 

大阪だけでなく、日本はこれからの社会を

変えていける重要なリーダを失うことにな

りました。 

 

反対した大阪市民の責任は重大ですよ！！！ 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 ニュージーランドから学びましょう。 

 変革には強い力による断行が必要であることを再

確認していただく。 

 民営化。国民の自己責任制の拡大が国費削減につ

ながることを再認識していただく。 

ねらい： 

 身の回りで自己責任を拡大しましょう。 

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

 

５月１０日の「新報道２００１」からの話題です。ニュ

ージーランドが日本より「幸せな国」だというのです。 

 １人当たりＧＤＰが日本より上 

 人口は４２０万人 日本の３０分の１ 

 ほとんど民営化 農水省と農協も民営化 

 誕生から高校まで無料 

 

なぜこんなことができるようになったのでしょうか。 

 

 

経緯をネットで探るとこういうことでした。（Wikipedia） 

 

1984 年、労働党のデビッド・ロンギが政権を勝ち取ると、

「国民の支持が得られなくともやるべきことは断行す

る」との固い決意のもと、政権主導の改革を押し進めた。 

 

ロンギ首相（当時）とダグラス財務大臣（当時）の改革

は、ロジャーノミクスと呼ばれる経済改革につながる。 

 

主な事例として、21 の国営企業（電信電話、鉄道、航空、

発電、国有林、金融など）が民営化され、その多くが外

国資本に売却された。 

 

大学や国立研究所は法人化され、 

実質無料であった学費は大幅に値上げされた。 

 

保護と規制は撤廃され、外資に門戸を開き、許認可を極

力なくし、官僚の数は半減された。 

 

これらの改革は、ライバルの国民党が政権を奪還しても

受け継がれ、ニュージーランドはきわめて規制の少ない

国になった。 

 

新報道２００１で紹介されていたことに 

「電光石火がキーワードだ、そうしないと抵抗勢力が反

対する」ということがありました。 

 

そのとおりでしょう。 

しかし電光石火でやるには、ワンマン型パワーを持って

いないとムリですね。韓国のオーナ会社が次々と日本の

企業を追い越して行ったのは、このパターンです。 

 

変化が激しい時代には合議型・民主主義型統治は向きま

せん。日本の元気な大企業は皆ワンマン型会社です。 

 

民主主義も絶対ではありません。多くの人間が幸せを感

じられるようにするための手段です。 

合議をしていて負け戦になりみじめな状態になるなら、

それを望みますか？ 

 

もう一つ学ぶべき点は規制の排除による官僚の削減です。 

 

官僚も生活をする必要があるでしょうから民間会社に転

職すればよいのです。 

ニュージーランドはそうしたでしょう。 

 

規制の排除＝国民の自己責任性の拡大です。 

国民の自己責任制の拡大は非常に重要なキーワードです。 

その点、日本は弱い面を持っています。 

「お上意識」があり、何でもお上に頼るのです。 

 

別項「今年のゴールデンウィークの成果」でご紹介した

公園の近隣の住民が公園の遊具のブザーが鳴り通しでう

るさいと区にクレームをつけた、とか公園に放置されて

いる遊具で怪我をしたとクレームするとかがあります。 

 

そんなことは「自己責任で対応しなさい」と思います。 

そうすれば行政費が安くなるのです！！ 

 

民営化、国民の自己責任制の拡大は大賛成です。 

もちろん、自己責任をとれない「弱者」には、 

自助努力を前提にしかるべき助けをすべきです。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 改善の着眼の第１が速くすることだということを

再認識してただく。 

 仕事を速くするにはどんな方法があるかを知って

いただく。 

ねらい： 

 「速さがすべてを解決する」を読んでいただく。 

 ご自分にできる改善策を見つけていただく。 

 いつも改善することを心がけましょう！！ 

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

この書名の著者赤羽雄二さんは、

東大工学部出で小松製作所で建

設現場用ダンプトラックの設

計・開発に従事、スタンドフォ

ード大学大学院に留学（機械工

学修士） 

マッキンゼー社に１４年間勤め

2002 年に「日本発の世界的ベン

チャー」を１社でも多く生み出

すことを目指す会社を共同創業

してコンサルタントして活躍さ

れている方です。 

 

因みに、はやさには速さと早さがあるが、本書ではそれ

を速さで代表させている。 

仕事などが速くなれば結果として早くなるからだ、と言

っておられます。そのとおりです。 

 

当社のＭＩＮＤ－ＳＡでは、ビジネスの価値目標は、 

お客様が望む「早い、うまい、安い」を実現することだ、 

そうすれば、お客様に喜んでいただけ、売上も上がる、 

と言っています。 

 

「早い」が一番なのです。伝統的なＱＣＤでは品質が一

番初めに来ています。今は品質は２番めですね。 

 

著者は、どうすれば仕事が早くできるか、成果を早く出

せるか、いつも考えておられて実践されていることを本

書で紹介されています。 

 

基本コンセプトは 

「どうすればもっとましになるかいつも考えよ！」 

ということで、これには私も全面賛成です。 

 

項立てはこうなっています。 

 日本人の生産性はなぜ低いのか（ごもっとも！） 

 あなたの仕事が遅い理由（そうです！） 

 速さが解決する５つのこと（そうですね） 

 スピードは永遠に上がり続ける（そうです！） 

 

 スピードを上げるための８つの原則 

 

 思考のスピードを上げる具体的な方法 

メモ書きでゼロ秒思考を目指す。 

 

本当に仕事で使える問題把握力・解決力とは 

「普段からものごとをしっかり考えていなさい」 

ということであまり具体的ではありません。 

ここだけは MIND-SA が勝っています。 

 

異次元のスピードをもたらす仮説思考 

そのとおりです。MIND-SA の手順は仮説検証型です。 

 

ゼロベース思考にも取り組む 

「深堀り」で真実を探求する 

 

第４章は、「スピードと効率を極限まで上げるノウハウ」

です。 

 

けっこう改善が好きな私でも「実行できないな」と思う

項目が多く、「そこまでやるか！」という感じです。 

 

 毎朝・毎晩３０分を情報収集に当てる 

 通勤時間は英語か読書を 

 Facebook と Twitter のタイムラインを活用 

 検索の表示件数を１００にして別ウインドウも活用 

 

 勉強会・セミナー、その後の懇親会に参加する（私

も実行） 

 展示会にはこまめに行く 

 メールはカテゴリ別に日付順出一括保管 

 メールも再利用フォルダに保存する 

 

 丁寧に話を聞くことで、むしろ仕事は速く進む 

 伝えるべきことを３、４点メモしてから話す 

 「上から目線」が諸悪の根源 

 ポジティブフィードバックに徹する 

 

もっともっとたくさん提示されています。 

 

こういうことを実践しておられるのですから、赤羽さん

は本当にスゴイ方です（おっと「上から目線」かしら）。 

 

しかし、私にもできそうなことがいくつかありました。 

 

単語登録を２００～３００する。 

 

例：あ→赤羽雄二、よろ→よろしくお願いいたします。 

ＵＲＬもしているようです。 

私は１０個くらいしかありません。 

数が少ないので、「よ」で「よろしくお願いいたしま

す。」になります。 

 

ファイルは頻繁に保存し、ＰＣダウンにも備える。 

 

私もこの点は留意しているつもりがつい忘れて、手違

いで入力したものを消してしまい１～２時間の作業が

無駄にすることがあります。 

 

ホワイトボードマーカは 

「パイロットボードマスターの中字丸芯」が良い 

 

大事な商売道具です。 

 

伝えるべきことを遠慮せず伝える 

 

言い方には気をつけるが、結局それが目的達成の早道。 

さあ、皆様も研究してみられますか。 

日本人全員がこういうアプローチをすれば、 

日本の生産性は格段に上がるでしょうね。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 核拡散防止条約（ＮＰＴ）の矛盾点について考え

ていただく。 

 核兵器は無くならないのだろうかと考えていただく。 

 大国のエゴについて再認識していただく。 

ねらい： 

 どうしたらよいのでしょうか？？？？ 

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

 

５月２２日、国連本部で４週間に亘って開催されていた

核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は決裂し全会一致

を前提とする合意文書は採択されませんでした。 

 

２４日の日経新聞から 

ＮＰＴとは何かについての解説を転載します。 

核不拡散、核軍縮、原子力の平和利用が目的の条約で 

８０年に発効した。 

米英仏ロ中の５カ国には核兵器の保有を認め、その他

の国には禁じている。 

 

保有国には核軍縮交渉を義務付け、非保有国には原子

力の平和利用の権利を認めている。 

 

５年に１度、核軍縮や不拡散の再検討会議を開く。 

加盟国は１９１カ国。 

インド、パキスタン、イスラエルは未加盟。 

北朝鮮は２００３年に脱退を宣言している。 

 

岩波書店から「ＮＰＴ 核のグローバル・ガバナンス」 

という５人の論者による解説書が出ています。 

 

当書の帯には 

ＮＰＴは「核なき世界」をもた

らすか？と書かれています。 

 

ご承知のように、核兵器は実際

に使用することはほとんど不可

能ですが（敵の反撃なしに戦い

を終了させる見通しが持てない

から）、 核兵器を保有している

ことが、敵の攻撃を抑止できる

のです。 

 

したがって、核保有国と非保有

国では戦争能力では圧倒的な差があります。 

 

したがって、戦争をしなければならない可能性のあるイ

ンド・パキスタン・イスラエル・北朝鮮は万難を排して

核兵器を保有するのです。 

 

当然のことです。 

 

核保有国が「俺たちはいい、お前たちはいかん」という

のはエゴで、そんな身勝手な理屈は通らないでしょう。 

 

私は、以前このブログで 

「北朝鮮の核兵器保有をアメリカが非難している」 

のを身勝手だと批判しました。 

ＮＰＴ条約には１９１カ国が参加していますが、ほとん

どが非核保有国です。それらの多数の国が核の削減や廃

絶を要求しますが、核保有国は自らの論理・都合で核兵

器の保有・強化を続けます。 

 

目下の核軍拡派はロシアと中国です。より強い国に対抗

するにはそうせざるをえないのでしょう。 

 

やるなら、一斉に誰も持たない、ということにすること

ですが、国家は誰しも強くなることを目指すのでしょう

から、現実の抗争がある世界でそんなことが実現できそ

うにありません。 

 

再検討会議が全会一致を前提にしているのは、非核保有

国の多数決で決められたら困るからです。 

こんな身勝手ってありますかね！ 

 

よくこんなＮＰＴ会議が続いています。 

 

それは、人類が核兵器の悲惨な使用結果を避けたいとい

う思いが強いからですが、今回の検討に参加された方々

は空しい思いでしょうね。 

 

ＮＰＴの不平等性についてＮＰＴ書の「はじめに」で秋

山信将氏はこう述べています。 

 

ＮＰＴは、その特徴を並べてみると、 

それが極めてユニークな存在であることに気づく。。 

 

第１に、主権国家間の平等性を最も重視する国際社会に

あって、核兵器の保有が許される国（条約上は、核兵器

国と呼ぶ）と、許されない国（同様に非核兵器国と呼ぶ）

を法的に明確に区別する、不平等条約である。 

 

ＮＰＴは、１９６７年１月１日前に核実験の成功した国

に対して核兵器の保有を認める一方、それ以外の国に対

しては核兵器の保有を禁じ、核兵器が国際社会に拡散す

ることを防止することを主たる目的としている。 

 

中略 

 

核兵器の拡散はその行為そのものが禁止されている一

方で、このような不平等性を解消するための努力として

の核軍縮については、条文上では「誠実に交渉する義務

がある」だけである。 

 

核兵器国と非核兵器国は、法的な地位だけでなく、条文

上の義務についても不平等に見える。 

 

中略 

 

ＮＰＴの条約は、それが存続する限りこのような不平等

な状態を固定化することになる。 

 

主権国家間は平等であるという建前を最重要視する国

際社会にあって、その国家の存立にかかわる安全保障の

問題で不平等性を持つこの条約は、これだけ多くの締約

国を抱え、多様な思惑が交錯する中でどのように運営さ

れているのであろうか。 

 

 

 

http://uenorio.blogspot.com/


5 

http://uenorio.blogspot.com/ 上野則男のブログ 

 本書の構成はこうなっています。 

第１章 核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の成

り立ち 

秋山信将 

第２章 再検討プロセスにおけるグループ

ポリティックス 

西田 充 

第３章 核軍縮の現状と課題 戸崎洋史 

第４章 核不拡散と平和利用  樋川和子 

第５章 中東の核兵器不拡散問題と対応 戸崎洋史 

第６章 「核の非人道性」をめぐる新たな

ダイナミズム 

川崎 哲 

第７章 市民社会とＮＰＴ 土岐雅子 

            

ご関心のある方はお読みください。 

 
540 ニトリさんの成功は運！？ 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 似鳥社長はどんな運に恵まれていたのかを確認い

ただく。 

 運だけの成功ではなかったことを確認いただく。 

 （私の疑問にお付き合いいただく） 

ねらい： 

 運を呼び込む粘りをしましょう！！ 

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

２０１５年４月の日経新聞「私の履歴書」は 

ニトリホールディングス社長の似鳥昭雄さんでした。 

 

「このかたは何と運に恵まれた人だろう」と感じました。 

「私の履歴書」に登場するかたの成功要因は、ほとんど

が努力なのです。 

 

ところが、飛び飛びに読んでいた時の似鳥さんの印象は、 

少し状況が良くなると、遊びまくったり、楽をしたり、 脇

が甘くなって付け込まれたり、とか 

（２度も信用して採用した幹部に裏切られています。 

 危うく会社を潰されるところまで行っています） 

 決して感心できるものではありませんでした。 

 

それでも大成功できたのは、運としか言いようがないと

思いました。 

 

現に最終回で似鳥さんはこう言っておられます。「目標

達成は社員など周囲の助けのおかげで、運が８割だ」 

 

あらためて、通して読みなおしてみて、どんな運だった

のかを確認してみました。 

 

1. 今の奥様と結婚できたこと 

１９６８年創業間もない時に奥様が店の前面に立ち売

上を上げました。 

似鳥さんは裏方に徹することができたのです。 

これが突出した最大の運です。 

 

2. 1973 年米国の家具店の視察ツアーに参加したこと 

たまたま誘われて参加したのですが、これが、その後

のニトリビジネスの大きなヒントとなりました。 

 

3. 渥美俊一先生の門下生になれたこと 

八方破れの似鳥さんに成功の大原則を厳しく指導され

ました。たまたまのご縁で門下生になれたのです。 

 

4. 飛躍の重要なステップとなった函館店の土地買収の

際、幹部のお兄さんが拓銀の支店長になり口座を開く

ことができ、借地が成功した。 

 

5. その後製造部門の責任者をされた専務に飛行機で隣

に乗り合わせた。 

 

あらためて読みなおしてみますと、運ではなく粘り強さ

や機転で大きなビジネスチャンスをたくさん掴んでおら

れます。これは普通の成功物語です。 

 

幼少の頃は、貧しい生活をされました。激しいいじめに

もずい分あいました。両親の指導は極貧の生活環境であ

りながら、非常に厳しいものでした。似鳥さんが家出を

してしまうほどなのですから。 

 

小学校で自分の名前を漢字で書けないのは似鳥さんだけ

だった、というくらい勉強もできませんでした。 

 

この逆境がピンチに動じない、ピンチをチャンスに変え

る原動力となったのでしょう。 

 

「運も実力のうち」と言います。 

努力をしていると運を呼び込むことができるのです。 

 

誰しも一生のうちに何度か運が巡ってくるらしいです。

その運をものにできるかどうかがその人の才覚なのでし

ょう。 

 

ということで、似鳥さんの成功は運だけだったのではな

いと確認いたしました。 

 

 
541 今年のゴールデンウィークの成果 

№81 2015 年 6 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 公園への遊具持ち込み「事件」はどうなったかを

知っていただく。 

 保守的な役所を動かすにはエネルギーがいる事例

を知っていただく。 

 その他の付録を見ていただく。 

ねらい： 

 皆様も日本を少しでも良くすることにご尽力くだ

さいませ。 

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

 

皆様のゴールデンウィークはいかがでしたか。 

我が家では「諸般の事情」から、ゴールデンウィークに

は遠出をしないことにしています。 

 

今年も出かけたと言えば、 

新宿に買い物プラスアルファで出かけたこと、 

近くの武蔵小山商店街に「プリキュアが来る」というの

で出かけたくらいです。 

 

いずれも家族で出かけているのですが、私からすると孫

娘のお伴です。 
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今年の大きな成果は、我が家の前の公園改善活動です。 

 

このブログでも以下で取りあげました件の続きです。 

「公園の持ち込み玩具の取り扱いをどうすべきか」 

（2015 年 1 月 31 日） 

http://uenorio.blogspot.jp/2015/01/blog-post_31.html 

 

広い広場がある公園なので、不要になった玩具を皆さん

が寄付してみんなで楽しく使っているのに、「放置禁止

令」を出したのです。 

 

理由は、区では何かあっても責任を持てないというので

す。きっかけは、夜中に乗り物のブザー音が鳴りっぱな

しで、近所の住民が区にクレームをつけたらしいのです。 

 

言う方も言う方ですが（「そのくらい自分で何とかしな

さい！」）、すぐに禁止令を出す区も責任逃れ体質丸出

しです。 

 

そこで「禁止令を取り消せ」と区長に要望したのですが、

埒があきませんでしたので、以下の文言で署名を集めま

した。 

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

 

濱野健品川区長殿 

 

二葉公園への幼児用乗り物玩具持ち込みに対する要望  

 

現在、二葉公園への幼児用乗り物玩具の持ち込み放置は

禁止されています。しかし、幼児用玩具は幼児の成長に

つれて不要となります。 

 

不要になった玩具を公園に持ち込んで、他の幼児が使用

することは資源の有効活用の点からも非常に好ましいこ

とだと思われます。 

 

幼児はいろいろな乗り物があることで、それらと遊ぶ工

夫をして創造性を養うことにもなります。 

 

かたや破損した遊具で怪我をする可能性もあります。 

そこで以下のような掲示をした上で、従来どおり遊具の

持ち込み放置を認めていただきたく思います。 

 

持ち込まれた玩具に基づく怪我等の防止・対応につ

きましては保護者の方の自己責任でお願いします。 

 

気をつけてご利用ください。 

 

私の意見は以下のとおりです。 

日

付 

住所 氏

名 

遊具持ち込みに 

ついての賛否 
意

見 
〇をしてください 〇をしてください 

  二葉３丁目 

 二葉４丁目 

 豊町５丁目 

 豊町６丁目 

 その他 

  賛成 

 反対 

 どちらでもよい 

 

 

５月２日から６日までの５日間で、合計５０人の署名を

集めました。もともと５０人を目標にしていましたので、

５０人になったところでやめました。 

 

ほとんどの人が賛成でしたが、この過程で３人ほど署名

しない人がいました。 

 

 ない方がすっきりしていてよい（老人、子供連れでな

い）。 

 賛成だけど署名はイヤ（無責任ですね） 

 話しかけると「結構です」と逃げた人（３０代の男性。

勧誘か何かと思ったのではないでしょうか） 

 

グラウンド状態の広場と公園風の場所とが繋がっている

のですが、遊具遊びはグラウンドに限定したらよいとい

うお母さんもいました。 

 

たしかに乗り物遊びをする子供とも少しし年齢が下のよ

ちよち歩きの幼児では希望条件が違うでしょうね。 

 

この署名を区長に送りましたら、さすがに反応がありま

した。公園課から相談したいと連絡があったのです。 

 

６月１日、区役所に行ってまいりました。 

 

「公園課としては２００数十の公園があり、 一つ一つの

公園に対するサービスをするわけにはいかないが、運営

にご協力いただけるならやってみましょう」 

いうことになりました。 

 

以下の条件で、６月一杯をめどに個人の用済み乗り物遊

具の持ち込み・利用が可能となりそうです。 

 

１． 時間限定（８時～１８時まで） 

２． 下の広場を中心に利用する。 

３． 乗り物遊具は、保護者の責任で、他人の迷惑にな

らないように利用する。 

４． 遊び終わったら所定の場所に戻す。 

 

そのほかに恒例の家の手入れもしました。植木鉢がたく

さん置ける台を作りました。 

 

（この写真は２

階から写してい

ます。手前は我

が家の壁で上側

は道路です。見

える板が作った

高さ１メートル

の台です） 

 

 

 

 

玄関の前のコン

クリート部分の

メンテナンスも

しました。 

私が丹精込めた

ジャスミンの花

が丁度満開でし

た。 
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542 「意思決定のジレンマ」 

№81 2015 年 6 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 意思決定にはどのような類型があり、どう意思決

定すればよいのかを知っていただきます。 

 消極的意思決定にはどんな場合がありその場合、

どうしたらよいのかを研究いただきます。 

ねらい： 

 今後の行動の参考にしていただく。 

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

 

この本（１９９５年初版、２

００９年新版）は、以下の経

歴のラッシュワース・Ｍ・ギ

ダーという米国の元教授が 

書かれたものです。 

 

調査研究・公的な対話及び研

修活動を通じた倫理的行動の

促進を専門とする非営利組織

グローバルエシックス協会の

創立者、元代表。 

 

 

 

ウィチタ州立大学（カンザス州）で英文学の教授を務め

たのち、クリスチャン・サイエンス・モニター紙のシニ

ア・コラムニスト、特集担当デスクなどを歴任。 

２０１２年死去。 

 

390 ページに及ぶ実証的（事例解説豊富）レポートです。 

 

ジレンマの代表例として帯に書かれているのはこういう

ものです。 

 

 規制値以下の汚染情報を公表すべきか 

 面目なだけの従業員の雇用継続か、コスト削減か 

 条件のよい仕事のための引っ越しか、家族の生活環

境か 

 

 どちらも大切だが、同時に両方はできない！ 

 

 日々直面する「難しい選択」 

 より公正でよりよい判断をくだすには？ 

 

私は、システム企画の方法論 MIND-SA を作った時に 

「考え方の３本柱」として、 

 

 

 

 

 

を挙げました。 

 

 「意思決定の本質」は、こういうものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意思決定の本質はこれに尽きると教えてきました。 

 

 「目的・ねらい」の重視 

 問題のとらえ方 

 意思決定の本質 

http://uenorio.blogspot.com/
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このガイドについて、 

ある超一流大情報サービス業の受講生が 

 

 

 

 

 

 

と言われました。 

 

その方は理系であったために、 何か問題があると「何が

正解か」と考えていたのだそうです。 

その後、その会社で副会長にまでなられました。 

 

その後私は、この「意思決定の本質」を超える主張に遭

遇しませんでした。 

でも、他に何かあるはずだとずっと思っていました。 

 

それが見つかったのです。 

 

その位置づけはこういうことになります。 

従来のＭＩＮＤ－ＳＡの「意思決定の本質」は、 

「何かをしよう」という時の積極的意思決定です。 

それはこのガイドで十分でしょう。 

 

しかし、意思決定にはやむにやまれず決めざるをえない

意思決定もあるのです。 

 

それが今回の著書の内容でした。 

それを「消極的意思決定」と位置付けて、研修のスライ

ドを以下のように作成しました。 

 

 

 

 
 

この内容の詳細や豊富な事例をお知りになりたい方は、 

ぜひ、この著書をお読みください。 

 

 
543 「企画者は３度たくらむ」 

№81 2015 年 6 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 企画の本質を再整理していただく。 

 企画の成功のためのいくつかのヒントを知ってい

ただく。 

ねらい： 

 「企画者は３度たくらむ」を読んでみてください。 

 ＭＩＮＤ－ＩＮのセミナにも来てみてください。 

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

 

この著者梅田悟司氏は広告

会社に勤めるコピーライタ

ーです。 

 

ですから、私たちの世界の

企画とは少し違うのですが、 

「本質は共通点があるでし

ょう」という著者のお言葉

です。 

 

今はあらゆる局面で次のよ

うな企画が求められる時代

だ。 

  

「いままで誰も考えつかなかったような画期的な企画」 

「一度読んだだけで理解でき、納得させ、魅了する企画書」 

 

本書は主として前者の企画を対象にしている。 

当社の提供する企画手法５Ｗ２Ｈは後者を狙っています。 

 

企画の本質は「企み」だ、 

「企み」とは「常識ではないことを考えることや、 

 予想や期待をいい意味で裏切り飛び越える姿勢を、 

 本書では「たくらむ」と定義したい。 

ということです。 

 

「たくらむ」の本質は「そうきたか！」で、 

「そうきたか！」＝「なるほと！」×「まさか！」だ。 

 納得感だけではありきたりの企画になってしまうが、 

 意外性だけでも効果を生むことはできない。 

「このガイドのおかげで迷わなくなっ

た。正解が何かを考えるのではなく、

自分の考えで決めればよいのだと思う

ようになった」 

http://uenorio.blogspot.com/
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分かりますね。たいへん素晴らしい整理です。 

システムの企画の場合には、納得感のウェートが高く、

少し意外性も必要という感じではないでしょうか。 

 

では３度たくらむとはどういうことでしょうか。 

 

企画は課題を解決することが目的で、 

課題解決力＝企画力 

      ＝(課題発見力＋発想力）×チーム力 

 

なので、課題発見段階、発想段階、チーム力段階 

それぞれで企みが必要 

と言われます。 

 

その概略プロセスを示しておられます。 

 

そのおのおのの段階で企みが必要なのです。 

たとえば、課題発見は以下のような構造になっています。 

 

 

現状を漫然と眺めるので

はなく、 

「常に疑問を持ち課題を

発見する」のです。 

 

理想状態を想定すること

によって、 

課題が見つかります。 

 

そして課題を実現するの

が企画です。 

 

課題の実現には解決策を

思い付く「発想力」と 

それを実現するための

「実現力」が必要です。 

 

 

 

 

 

ここは、目的達成手法 MIND-SAが教える図式と同じです。 

 
それぞれのプロセスをどう進める

べきかが示されていますが、その時

の留意事項を挙げておれます。 

 

悩まない、考える 
立ち向かうべき課題を因数分解す

ることができれば、  どんな難問

も、どこから手をつければいいかは

必ずわかる。 

散らばった情報を集約し、整理する

ことから始める。 

   

これは、ＭＩＮＤ－ＳＡの「部分に

分解」、 

マッキンゼー社のＭＥＣＥと同じ

コンセプトです。  

マッキンゼー社では「ＭＥＣＥがで

きれば、答えが分かったも同然」と

言っています。 

 

 
 

一言で言いきる強さ 

ブランドと生活者をつなぐ「一言」を作る。 

奇を衒うのではなく、何をすべきかを一瞬で理解でき、 

企画の中心に据えるべき考え方を明文化する。 

 

これは、商品企画等で特に当てはまることでしょうが、 

システムや問題解決の企画でも有効な考えでしょう。 

 

異なる能力×一つの目的 

専門性は時に、視野を狭めてしまうことがある。 

異なる専門力は個性を持ったメンバーばいるほど、骨

太な企画を生み出すチームになる。 

 

これはプロジェクトマネジメントの本質ですね。 
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テクノロジーに惑わされるな 
最新のテクノロジーも、手法の一つでしかない。 

流行だから、クライアントの要請だから、 

という理屈ではなく、目的に合うかを冷静に判断する。 

 

システムの世界ではとくに気をつけるべきことです。 

 

言っておられることの本質は、普遍性があることなので

すが、その説明が体験に基づいていて理解しやすくなっ

ています。 

 

ですが、「発想」のところはあまり具体的な掘り下げは

ありません。やり方で決まるものではないからです。 

 

「古来」からの方法では「ブレーンストーミング」があ

るくらいです。「ブレーンストーミング」が狙っている

のは、みんなでいろいろなことを言っていると、 

 他人の発言に触発されて「ふっ」とアイデアが「湧いて

くる」ことを期待しているのです。 

 

当社が提供を始めたＭＩＮＤ－ＩＮという潜在意識にあ

るものを引き出す「イメージ思考法」は「ふっとアイデ

アが湧いてくる」方法を練り上げ 

発想手法として完成されています。 

 

ご関心ある方は、 

 ＭＩＮＤ－ＩＮの無料紹介セミナにお出でください。 

 以下がそのセミナのご案内のＵＲＬです。 

http://www.newspt.co.jp/data/semina/mind-pd.pdf 

 

 
544 お客様に積極提案しませんか！ 

№81 2015 年 6 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 「お客様は神様ではない」の話題を知っていただ

きます。 

 神様ではないお客様にどうやったら喜んでいただ

けるのかを知っていただきます。 

 「なんのために？」を確認することは、あらゆる

局面で有効なことを再認識していただきます。 

ねらい： 

 積極的提案アプローチを研究なさってください。 

 フォワード・コンソーシアムへの入会をご検討く

ださい。 

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

 

情報システム関連のシステム従事者には、 

「お客様は神様だ、したがってお客様の言うとおりにし

よう」という考え方の方が非常に多いようです。 

 

「お客様も、本当のところ何をしたらよいか分かってお

られない。 

したがって、何か要望があったら『それは何のためにな

さろうとしているのですか』とお尋ねして、 一緒に本当

に必要なものを見つけ出すようにしてほしい」 

 

と数年前に言われたのは、日本一の（私の評価です）情

報サービス企業の専務様です。 

 

そして、その方法を学ぶ１泊２日の研修を部下３００人

に実施されました。 

 

そのアプローチの概要は以下のとおりです。 

 

何かお客様から要望があったら、 

先ずはその内容を確認する。 

   

次いで、それは「何のために」実施されようとして

いるのですか？とお尋ねする。 

 

それをお聞きして「それだったらこういうことも必

要ではないですか」とお尋ねする。 

 

そこから、新たな視点や方向性、元の案の軌道修正

などが生まれてきます。 

 

というやり取りのプロセスで 

「真の」要望または「拡大した要望」を掴むのです。 

 

その研修では、そのアプローチを実現するための手法を

学んでいただいたのですが、ここでは、その積極的提案

のモデル的事例をご紹介したします。 

 

 

積極的提案事例 

 

Ａ 案件依頼に伴い提案する方式 

 

1. マスタへの項目追加（消費財の流通業） 

 

１）システム利用者からの要望 

 取引先マスタに得意先区分を設けて、その区

分ごとの特別値引き率の設定ができるよう

にしてほしい。 

２）その目的の確認 

 そこでエンハンス担当は依頼者にその目

的・意図の確認を行った。 

 その結果、こういうことだった。  

「重要なお客様に特別条件を提示することに

よって、優良顧客の囲い込みをしたい」 

「できれば、与信管理の強化にもつなげたい」 

「個別のお客様のランキングはこれから最終

確定させる」 

３）その対応および提案 

a. そこで、取引先マスタに得意先区分 1 桁を新

設し、商品マスタから単価を索引する際に、

新設の「特別値引きテーブル」を参照し、売

上単価を決定する方式を開発する。――これ

は依頼対応の範囲  

b. さらに、以下のデータをランキングの参考情

報として提示することとした。 

 「得意先別の過去 3 年の売上・利益（金

額・伸び率）の推移」  

 「その結果でＡ，Ｂ，Ｃのランキング

を表示」 

c. 今後について以下の提案をした。  

 ランキングの見直しを行う際の参考情

報になるように、リクエストにより、

前月までの実績に基づくｂ．の資料を

提示できるようにする。  

 その際、契約している与信提供企業の

最新情報をも提示する。  

http://uenorio.blogspot.com/
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Ｂ 入手情報からの関連提案 

 

１）上記Ａ．１．の折衝の結果、売上確保・増大対策

としては、得意先の格付けだけでなく、商品につ

いても何か参考情報を提供できないかを検討し

た。 

２）その結果、構想を思い付き担当と意見交換の上、

以下の提案を行った。 

［売れ筋商品の評価］  

 すべての単品売上実績データについて、以

下を提示する。 

 この 3 か月・1 年の売上実績 

 発売からの年月 ··· ポイント化する。  

 売行き傾向 ········· ポイント化する。  

 単価の推移 ········· ポイント化する 
 

 

このことによって、 

 「お客様の期待を超える」提案が実現でき、 

 「お客様の満足度向上」「サービス提供者の売上増大」 

が実現できるのです。 

 

そのアプローチを行う手法の研修は 

先日来ご紹介している「フォワード・コンソーシアム」 

でご提供開始しています。 

 以下のホームページをご覧ください。 

 

http://www.forward-consortium.com/index.html 

 

 

545 

弊社に副社長が誕生しました。よろしくお願いい

たします 

№81 2015 年 6 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 システム企画研修株式会社に取締役副社長が誕生    

したことをお知らせします。 

 新副社長徳田洋祐を知っていただきます。 

 徳田副社長と上野の役割分担を知っていただきま

す。 

ねらい： 

 倍旧のご支援をお願いいたします。 

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

 

永らくお待たせしました？？ 

５月２２日に開催されました弊社株主総会およびその後

開催されました役員会の決定で徳田洋祐が取締役副社長

に就任いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳田洋祐の経歴は以下のとおりです。 

1989 年 同志社大学経済学部 卒 

ニッセイコンピュータ 入社 

1999 年 ニッセイ情報テクノロジー 転籍 

2010 年 同上 退職 

以降フリーで活動 

この間 2009 年～2015 年九州工業大学大学院 

脳情報専攻チームマネジメント分野 博士

後期課程 

2014 年 システム企画研修入社 

2015 年 5 月 同上 取締役副社長就任 

CT 分野経験 職種：システムエンジニア、 

プロジェクトマネジャ、 

法人営業 

研究分野経験 チームマネジメント 

職場の状況調査と分析 

教育工学 

潜在意識とその活用方法 

講師実績 社会人 「チームマネジメント」 

大学生 「チームマネジメント」 

 「企画＆プレゼンテーション」 

大学院生 「チームマネジメント」 

  「コミュニケーション」 

主な資格 アプリケーションエンジニア 

産業カウンセラー 

   

徳田は、２０数年前、ニッセイコンピュータの時代にＭ

ＩＮＤ－ＳＡの研修も受けています。 

 

直近４年間はフリーとなり、「脳情報」分野で学業に努

めるなど、独特のビジネスプランを持っています。 

 

世のために貢献しようという思いが一致し、 

弊社のスローガンである 

を二人三脚で進めていくことといたしました。 

 

 徳田は、 

 フォワード・コンソーシアム事業 

 ＭＩＮＤ－ＩＮ事業 

などの新事業を担当します。 

 上野は、 

 従来事業と 

 お客様とのご縁の強化 

を担当いたします。 

 

これまで行き届きませんでしたサービスを強化させてい

ただき、ご期待にそえるように努力・精進を重ねてまい

りますので、 引き続きのご支援をいただけますよう 

何とぞよろしくお願いいたします。 

 

なお、このような大事なお知らせを、このブログを通じ

てとなりますことを何とぞお許しくださいますようお願

い申しあげます。 

ＭＩＮＤ－ＵＰ！ （個人） ＭＩＮＤを強くしよう！ 

 

ＳＨＡＰＥ－ＵＰ！（企業） 強靭な体質にしよう！ 

 

ＪＵＭＰ－ＵＰ！  （日本） 再び飛躍しよう！ 

http://uenorio.blogspot.com/

