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チャンスを活かす！ピンチを切り抜ける
！

大人が知っておきたい
「ビジネスの法則」
どんな業界にも「オキテ」や「マ

その解釈が変わっていくものもあ

に活躍したイタリア人経済学者、

ナー」といったものがある。しか

る。ビジネスは時代に合わせて進化

ヴィルフレド・パレートによって

し業界を超え、ビジネス全般に通

するが、不易流行という言葉がある

発見された法則。当時パレートが、

じる法則があることもわかってき

ように、変わるものと変わらぬもの

ヨーロッパ諸国の所得や資産を分

ている。書店のビジネスコーナー

のバランスでできている。

析したところ、どの国も上位２割

を覗けば、
「●●の法則」
「▲▲の

時代の先を見据えながら、変化

ルール」と言ったタイトルの本が

に対応できるよう柔軟な思考を身

並ぶ。

につける上でも押さえておくべき

パレートがユニークなのは、そ

ビジネスの法則をいくつか紹介し

の法則を自然科学や社会学的な視

てみる。

点でも検証していることだ。庭の

こうした法則は自然科学の法則
のように、絶対的なものではない。
それゆえ、
「こうしたビジネス法則
やルールはあてにならない」と決
めつける人もいる。
しかし自然科学のような厳格性
はないにしても、よく耳にするも
のは長年にわたってビジネスのな

の人々が国民全体の８割の富を専
有していたことが判明したのだ。

「さやえんどう」を観察して、さ

①「パレートの法則」
「ニッパチの原理」として
日本製品の品質向上に貢献した
2対８の原理

かで“概ね妥当”と判断されてき

や全体の８割に身が詰まっている
さやえんどうは全体の２割にとど
まっていることや、母国イタリア
の国土の２割に８割の人が住んで
いることなどを発見、２対８の法
則性がさまざまな分野で適用でき

たからこそだ。事実その法則を知っ

「パレートの法則」と聞いて、す

てるのと知らないとでは、ビジネ

ぐ「アレのことだ」と分かる人は、

パレートが発見した法則をビジ

スに確実に影響が出てくる。

日頃からビジネス書に親しんでいる

ネスの世界で一躍有名にしたのが、

ることを発見していったのだ。

人だろう。
「２対８の法則」や「20

アメリカの経営学者ジョゼフ・デュ

実はその内容がどういうものである

対80の法則」などと呼ばれるものだ。

ランだ。

かは、よく理解していなかったり、

パレートの法則とは、19世紀末

またよく耳にしている法則でも、
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デュランは、経営に科学的な品

質管理を導入した人として知られ

代表的なのは「売れ筋の商品の２

ている。彼はパレートの２対８の

割が、売上全体の８割を占める」
、

法則が「発生頻度上位２割のミス

あるいは「売上の８割は全顧客の

が、８割の損害を与えている」と

２割が占めている」という販売の

いう品質管理の法則にも当てはめ

法則だ。これはおよそBtoCのどの

られることを発見し、これをTQC

業界にもほぼほぼ当てはまる法則

（総合品質管理）の改善手法として

だ。もし売上をしっかり確保した

多くの企業に説いて回った。
日本 では1950年 代に導 入され、

いなら、２割の顧客に受ける企画
やキャンペーンを展開したほうが

「ニッパチの原理」として、当時低

効果的だということだ。いまはター

品質に悩んでいた日本企業の品質

ゲット分析とそこへのアプローチ

改善に大きく貢献した。つまりデュ

法がいくつもあるが、大きくはず

ランは現在の「メイドインジャパ

れないという点ではもっとも有効

ン＝高品質」の礎、ものづくり日

な法則と言える。

本の基礎を築いたとも言えるのだ。

２対８の法則は、問題が起こっ

デュランが説いた２対８のイン

た際の原因解明や効果的な改善策

パクトは、日本の産業界のみなら

の原則としても使われている。

ず、当時の経営学の常識をも変え

たとえば、
「苦情の８割は２割の

た。というのも日本企業は、デュ

顧客から出ている」といった法則

ランの「２対８」の品質管理によっ

や「企業で起こる問題の８割は２

て、品質だけでなく生産性も上げ

割の従業員が起こす」
、
「故障の８

たからだ。

割は部品の２割に原因がある」と

それまでの経済学では生産性を

いう法則などだ。

高めるには、１）資本の投下、２）

これらの法則は、問題の要因と

労働の投下、３）技術発展のいず

なる２割の対策をしっかり行えば、

れかが必要とされていた。つまりお

問題の大半となる８割が改善でき

金をかけるか、人を増やすか、技

ることを意味している。さらに「２

術革新を起こすか（新技術を導入

対８の法則」は次のような場でも

するか）のいずれかがないと生産性

適用、応用されている。

は上がらないというものだった。
しかし日本では、1960年代に入
ると設備投資が大きく伸びていな
いにもかかわらず労働生産性が伸
びていったのだ。これは労働生産
性向上のかなりの部分を品質管理
が担っていたということができ、
この成果によって品質管理の重要
性が世界中に広がったのだ。

原因を2割解決すると
8割の問題が解決する
パレートの原則は、その後もさ
まざまな分野で応用されている。

●日常着ている服の８割は、お気

に入りの２割で構成されている

● 仕事で効果的な時間の使い方

は、自分が最も得意とする２割
の仕事に集中し、ほかの８割の
仕事を他人に任せる

●自分の役に立つ人脈は、全体の

２割にすぎない

● ながら勉強で学ぶ語学で耳に

残っていくのは全体の２割

● 売れる営業パーソンは商談の

時間の８割を聞くことに専念
し、２割で質問する
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さらにはこんな２対８もある。
●ビールと泡の割合は、８対２が

一番美味しい

● 蕎麦は蕎麦粉が８割、小麦粉

が２割の二八蕎麦が美味しい

このあたりは人によっては異論
が出るところだが、ここまで来る
と２：８の比率が森羅万象に通じ
る科学の法則にも思えてくる。
もちろん２対８の法則は、必ず
しもその割合で現れるというもの
ではない。1．5割対8．5割であっ
たり、３対７であるかもしれない。
実際パレートが19世紀末にヨー
ロッパ諸国の富の偏在に気づいた
時には２対８だったが、21世紀を
迎えた今、その偏在はより偏って
いることは周知の通りだ。稀代の
天才経済学者も現在のような富の
偏在を想起することはできなかっ
た。代わってトマ・ピケティのよ
うな学者が活躍するわけだが…。
ただビジネスや社会において「少
数の原因が多数の結果を起こす」
、
あるいは「たくさんの事象も元は少
数の要素から生まれている」という
ことは、かなりの確度で言える。

②「２：６：２の法則」
パレートの法則から発展。
普通の従業員にフォーカスを！
パレートの法則がこれほどまで
に浸透した理由として、この法則
を敷衍して別の法則を生み出して
いるところにある。それが「２：６：
２の法則」だ。
「２対８」の原則では、
「２割の
すぐれた社員が８割の売上を生み
出す」というものであるが、この
８を分解すると、６が平均的な売

上で、残り２割はあまり売上に貢
献しないという法則となる。これ
はある程度の規模に達したどんな
集団にでも当てはまる法則と言わ
れている。経営者には押さえてお
きたい法則の１つだ。
つまり経営がはかばかしくないか
らと仮に下位の２割を辞めさせた
としても、残った社員にのなかに
２対６対２という集団が形成され
てしまうのだ。これは逆も言えて、
上位の２割が辞めても残った８割
のなかで２：６：２の集団が生ま
れてくる。
２対８の法則では２割の対策・

２：６：２の比率を
変えようとしてはいけない

かというポイントもあるだろう。
人間の能力や可能性は多様だ。
だからこそ価値軸をたくさん用意

農耕民族である日本人のメンタ

して、活用できる場をつくってい

リティを考えると、確かにこの６

くことが、経営者の大きな役割だ

割の中間層に対してどうするかを

と言える。

対応に集中することが大事だと言

考えることが重要かもしれない。

われている。効果を上げるのであ

実際「できる人」は、ある程度の

れば、よくできる２割の能力をさ

環境をつくっておけば、どんどん

らに引き出すのか、ダメだと言わ

新しいことに取り組んでいくもの

れる２割を引き上げるのか、とい

だ。また逆にどうしても伸びない

うことになる。

人や馴染まない人は、自然とその

③「ロングテールの法則」
２：８の原理はネットには
通用しない？

しかしある経営学者は最も多い

職場を離れていく。ただ変化の激

パレートの法則はネットビジネ

６割の人材を活用することが重要

しい現代においては、こうした平

スにも影響を与えた。その一つが

だと指 摘している。というのも、

常時では「お荷物」と思われる人

「ロングテールの法則」だ。パレー

この層は企業に対する忠誠心が高

材が、有事になると能力を発揮し

トの法則では８割の売上は２割の

く、会社内外で揉め事を起こすこ

たりする。故事では
「奇貨居くべし」

商品で構成されていることだった。

とも少ない。とくに不況時には、
「組

という言い方がある。つまり変わっ

これは主に小売店舗においては、

織の心臓と魂の役割」を果たすと

たもの、一見役に立たなさそうな

スペースに限りがあるので、でき

言われている。

ものでも使う時が来るものだとい

るだけ回転率の高い商品を取り揃

さらにこの６割は、企業の困難

う喩えだが、会社が従来と違った

えることが、売上アップ、収益アッ

時に業績を安定させて、その回復

局面に来たり、ユニークな事業を

プに繋がるという理由があるから

に最も貢献する人たちだ。よって

求められた時にこうした人たちは

だ。

彼らを無視すると、自分たちの価

能力を発揮する。

値を疑いはじめ、勤労意欲が低下
することが多いとされている。

しかしネットビジネスでは、店

間違ってもこの２：６：２の比

舗スペースは無限。なので回転率

率を、より効率的で効果的な集団

の悪い８割の商品をできるだけ他

したがって経営者は、この６割

にするために、
４：４：２とか、
５：３：

種類揃えておけば、ニーズがある

に対してより高い関心を持ち、彼

２にしようなどと考えたりしない

限り売れるので、結果として大き

ら彼女らがどれだけ業績に貢献で

ことだ。２：６：２が支持されて

な売上に繋がるというもの。その

きるかを考えて、中間層の６割に

いるのは、そういった試みを繰り

売上グラフを縦に販売数量、横に

対して、仕事上の短・長期的目標

返しても、２：６：２に落ち着い

売上げランキングをとって描くと

と具体的な役割を与えなければな

てしまうからだ。もちろんこの区

ちょうど、長い尻尾を持つ草食恐

らないといわれている。

分け自体を恣意的と見る人もいる。

竜のような姿になる。

何をもって平均的なのか、どこか

このことはアメリカの雑誌「ワ

らダメなのか。基準をどこに置く

イヤード」が2004年に発表した「ザ・
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ロングテール」という記事におい

AOL=アメリカオンラインだった。

それを指摘したのが、カルフォ

て、リアル書店の「バーンズ・ア

そこでアマゾンは息を吹き返した。

リニア大学の教育学教授のローレ

ンド・ノーブル」とネット書店の「ア

アマゾンが力を注いだのは在庫

ンス・J・ピーターだ。彼はピラミッ

マゾン・コム」の売上分析したこ

管理システムだ。いかに巨大な倉庫

ド型の階層組織においては、
「す

とで話題となった。

をつくっても膨大な書籍、雑誌を１

べての人は昇進を重ね、おのおの

アイテムについて何百冊と置くこと

の無能レベルに到達する」と言い

１以上を当時バーンズ・アンド・

はできない。そこで目をつけたのが、

放った。さらに「あらゆるポスト

ノーブルが店頭に置いていない本

トヨタのカンバン方式だった。在庫

は、職責を果たせない無能な人間

から得ていると指摘したのだ。つ

を可能なかぎり少なくしながら、欠

によって占められる」と言い、
「仕

まり頭の２割ではなく、ネットビ

品を避ける仕組みだ。

事はまだ無能レベルに達してない

アマゾンの売上は、その２分の

ジネスにおいては残りの８割、長

リアルな書店では扱えないほど

い尻尾（ロングテール）が重要だ

の巨大な倉庫を持つからバーチャ

というわけだ。そしてこれを持っ

ルな書店が強いのではなく、いか

つまり、いま仕事ができるからと

てパレートの２対８の法則は覆さ

に欠品を少なくし、商品回転を上

言って、それ以上の権限や職責を

れたということになった。

げるかを突き詰めたからこそアマ

担わせれば、より大きな成果をもた

ゾンは成功したのだ。

らすとは限らず、逆に弊害を起こ

アマゾンを支えているのは
トヨタのカンバン方式

つまり、２対８の法則は生きて
たのだ。２も８もあるからこそしっ

者によって行われている」と断じ
たのだ。

すことにもなりかねないというのが
ピーターの法則の真意である。

かり利益が出る。現代ビジネスに

ピーターは、
「機会が平等であれ

しかし、デジタル情報を売るビ

おいては売上貢献度の高い２割の

ば、誰もが無能になる可能性を秘

ジネスとは違い、アマゾンはれっ

商品だけに絞ってしまうと、大き

めている」と言う。そしてその有

きとした本を売るビジネス。ネッ

なトレンドに対応できなくなる。

能であるかどうかについては「人

ト空間はバーチャルでも売れない

リアル店舗ではかつてデパート

間の主観的判断によるもので、あ

本を置く倉庫は必要だった。結局

がその役目を担っていた。さまざ

たかも色眼鏡で見ているようなも

アマゾンは巨大倉庫を持って、集

まな商品＝百貨を扱っていたから

のだ」と喝破している。

中して配送するようなしくみをつ

こそ、各地からお客を呼べたのだ。

くることが、ネットビジネスのキ

それを売れ筋だけに絞って行き過

６：２」の法則にも繋がりそうだ。

モだと理解したのだ。彼らは巨大

ぎたために本来の「百貨」の魅力

有能かそうでないかは、その組織

倉庫で効率化を図ったのである。

を失ってしまったのだ。

の相対的基準でしかなく、またそ

だがビジネスの専門家はアマゾン
が成功したのは、巨大な倉庫では
なく、それを管理
するシステムが良
かったからだとい

ピーターの話は先に挙げた「２：

の時々の社会環境でも変わってく

④「ピーターの法則」

るからだ。

優秀な人は
ずっと優秀とは限らない

思われてしまうのを避けたいので

う。実際、アマゾ

それでも出世で自分が無能だと
あれば、ピーターは、
「靴屋は自分
のつくる靴型にこだわれ」
、すなわ

ンは立ち上がって

パレートの法則では２割の優秀

しばらくは赤字を

な社員が８割の売上を生み出すと

ている。いたずらに昇進を望んで、

出し続けていた。

いうことになるが、会社ではこの

自分の価値を下げるなと言ってい

多くのエコノミス

２割の人に頑張ってもらおうとい

るのだ。

トも「アマゾンの

ろいろ対策を講じる。報酬を上げ

そう言われて、大企業などで時々

やり方では早晩潰

たり、役職をつけたりなどだ。し

起こってしまう不祥事を思い返す

れる」と見ていた

かしいかに優れた人でも高いレベ

と、身の丈に合わない役職や責務

ようだ。そこに手

ルで存分に力を発揮できるかとい

を負わされた「不幸な」結果なの

を差し伸べたのが

うと、そうではない。

かもしれないと理解できる。
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ち「自分の本分を弁えよ」と教え

⑤「メラビアンの法則」
人は見た目ばかりではない

もちろん、いわゆる身だしなみ

もとに戻したことがあった。おそ

ができてなくては、NGだ。ビジネ

らくGAPは、
「ブランドは半分は顧

スパーソンとしてのマナーは最低

客のもの」であるという基本認識

限保ちながら、相手を尊重するよ

を忘れてしまったのかもしれない。

メラビアンの法則もパレートの

うなボディ・ランゲージを磨いて

法則同様、よく聞く割には中身が

いくことが、この法則の活用法だ。

⑦「キャズムの法則」

⑥ランスの法則

ヒットする商品は
ここで見分ける！

十分理解されていない法則のひと
つだ。一般的には「人は見た目が
９割」として知られている法則だ。
つまり、ビジネスシーンではとく
に第一印象を良くすることが、契

うまくいってる時には、
手を加えるな！

ている。ただそれが市場を席巻す

約や成功に結びつくと言われてい
ますが、これはかなり曲解されて

技術革新は、日々どこかで起こっ

ビジネス書や経済誌を開くと必

るかどうかはまた別の話だ。とく

ず出てくるのが「イノベーション」

に先端の新技術や製品がヒットす

メラビアンの法則は、アメリカ

の文字。
「進歩、革新をしないと時

るかは、キャズムの法則で判断で

の心理学者、アルバート・メラビ

代に取り残される」とメディアは

きる。

アンによって唱えられた法則だ。

煽る。しかしいたずらにイノベー

彼は「人が向かい合ってコミュニ

ションを起こそうと躍起になって

アメリカのビジネスコンサルタン

ケーションをとる時には、言葉そ

もいい結果に繋がるとは限らない。

トのジェフリー・ムーアは、ハイ

のもの、語調、身振りで分析でき

1977年、アメリカのジミー・カー

テク機器の普及を検証したところ、

る」とし、
その割合は「言葉が７％、

ター大統領時代に政府要人として

その普及には一定の溝があること

語調が38 ％、身振りが55％」とし

活躍したバート・ランスは、
「壊

を発見した。よく言われるイノベー

ている。

れていないなら、直すな」と言い

ター理論だ。

いるようだ。

コミュニケーションを取ろうす

放ち、話題を集めた。彼の言葉は、

キャズムとは、深い溝のこと。

新製品が出た時にすぐ飛びつく

る際には、言葉そのものよりも身

予算が本当に問題のある分野に割

のが「イノベーター」と呼ばれる

振りなど、非言語的な要素が影響

かれず、問題のない分野に配分さ

層で市場 全 体の2．5％を占める。

を与えるというものだ。単に見た

れる様子を皮肉ったものだが、こ

次が「アーリーアダプター」と呼

目が綺麗である、清潔感があると

れが後にひとつの箴言となって広

ばれる層で市場全体の13．5％、そ

うだけでなく、相手に同調してる

まった。

の次に受け入れるのが「アーリー

のか、理解してるのかというよう
な身振り手振りのサインを出すこ
とが重要だと言っているのだ。

『仕事が決定的に変わる
80対20の法則』
ポール・マクナーニ 著 三笠書房

「ものごとがうまくいってる時に
は手を加えるな」と。
家電品や車などでは、定期的に

マジョリティ」と呼ばれる層で全
体の34％、その次が「レイトマジョ
リティ」の34％、そして最後まで

モデルチェンジをするが、これが

頑なに拒否するのが「ラガード」

改善ではなく、何かを変えようと

の16％だ。

いう意識で取り組んでいると市場

一般にアーリーアダプターから

からそっぽを向かれたりする。行

アーリーマジョリティに移行する

きつけの料理店が、定番メニュー

とその技術や商品はヒットすると

をやめて季節メニューを出したと

される。つまりヒットするかどう

ころ、客足が遠のいたといった例

かは、このアーリーアダプターか

はよく聞く話だ。

らアーリーマジョリティの間にあ

有名な話ではアパレルブランド

る溝を越えられるかにかかってい

の「GAP」が長年馴染んでいたロ

る。このキャズムの法則は、商品

ゴマークを変えて、その劇的な変

の寿命にも影響を及ぼしている。

わりように顧客から批判を浴び、

つまりここから売上曲線を見てい
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くと、アーリーマジョリティから

29、300を足し合わせた「330運動」

したものではないが、
「クスッ」と

レイトマジョリティに移ったあた

として、安全マニュアルに記され

笑えるようなシニカルなものが多

りまではぐんと伸びるが、ここを

ている。

く、人間の深層心理や運命につい

越えると売上曲線はゆるやかに落

ここで重要なことは、こうした

ちていく。この見極めを誤ると過

ヒヤリ・ハットが従業員の意識や

剰生産に陥り、大量の在庫を抱え

属性によるものだと断じてはいけ

ることになる。

ないことだ。
「うっかり！」や「ひ

「きれいなネクタイほどスープを

やり！」があるととかくその本人

惹きつける」

方も市場や商品によってさまざま

を「たるんでいる」
「しっかりしろ」

「自分のパスポートの写真ほど醜

で、形が綺麗な曲線となるという

などと叱咤するケースがあるよう

いものはない」

ものでもない。

だが、ハインリッヒが指摘してい

「スポーツ観戦の時は、自分が中

るように、
「単に労働者の行動のみ

座している時に限って得点が入る

先行者の採用結果を見極めてから

に焦点をあててはいけない」とい

ものだ」

採用することも多く、曲線は２つ

うことだ。

「素敵だと思った相手ほど、すで

もちろん、このキャズムの引き

たとえば、生産材市場の場合は、

の山を描くことが多い。

⑧「ハインリッヒの法則」
災 害 防 止 の 原 点１：29：300
ビジネスに失敗はつきものだ
大失敗や大事故は避けなくては
ならない。だが世の中に起こる大

大事なことは職場での安全点検

て核心をついた人生の格言として
広く知れ渡っている。
たとえばこんな具合だ。

に誰かのものである」

の徹底など、適切な指導を行うこ

「試験が終わると、その試験科目

とで、事故が起きやすい環境を変

をようやく習得できるものである」

えていくことにある。

「歯痛はいつも土曜日の夜から始
まる」

⑨「マーフィーの法則」

「時間通りに仕事を済ませれば、

きれいなネクタイほど
スープを惹きつける

かる」

事故はだいたいが起こるべくして

その時間通りに必ず間違いが見つ
思わず「ウン、そうだそうだ」
と膝を打ってしまいそうだが、空

起きている。それはこのハインリッ

マーフィーの法則は、もしかし

軍の大尉であり、技師でもあった

ヒの法則が導いている。ハインリッ

たらビジネスの現場以外でもよく

マーフィーの視点はどこかペシミ

ヒの法則は、保険会社に勤めてい

耳にしているかもしれません。
「そ

スティックで、
「人間は不完全でど

たアメリカのハーバート・ハイン

れってマーフィーじゃない？」と

こか失敗がつきまとう。だから安

リッヒが、発見した法則だ。

いった会話は、女子高生の間でも

心せずに慎重に歩め」と言ってる

使われているようだ。

ような気がしてくる。

ハインリッヒは膨大な事故の事
例を検証していくうちに、誰かが

マ ー フ ィー の 法 則 は、 米 国 の

実際にマーフィーは「起こりう

重症を負うような大事故が１つ発

空軍大尉だったエドワード・マー

ることは、必ず起きる」といった

生する前には、29の軽微な事故が

フィーによって生み出された言葉

格言や、
「人間は誰でも失敗を犯

起こって おり、そ の 前には300の

だ。パレートやメラビアンのよう

す」
、
「失敗には必ず原因がある」

傷害を伴わない「ヒヤリ・ハット」

に専門家が事例を細かく分析検証

といった当たり前のことを、言い

の事故が起きていることを見出し

方を変えて言っている。

たのだ。その比率から1：29：300

大切なことは、人間は完璧では

の法則とも呼ばれている。このハ

なく、誰しもがミスを犯すものだ

インリッヒの法則は、建設現場や

ということ。さらに重要なことは、

工場など危険を伴う現場に浸透し、

そのミスや失敗をそのままにせず、

ヒヤリ・ハット段階での災害防止

原因を追究して克服することにあ

策の運動が、各所で展開されるよ

ることだ。

うになった。とくにゼネコンやメー

シニカルな表現の多いマー

カーの生産現場ではその比率、1、

フィーの法則だが、人間の行動を
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慈愛に満ちた視点から見ているこ
とが分かる。

⑩「ソッドの法則」
トーストはいつも
バターを塗った側から落ちる

ほかにも「何かを口にするとそ

『ホイラーの法則』にはこんなこと

れが良いことであると実現せず、

が書かれている。

悪いことであると現実になる」
、
「誰

「気の利いたウェイターなら、シャ

でも懸命に計画を立てるが、大半

ンパンを売るのではなく、シャン

はうまくいかない」などがある。

パンの泡を売るのだいうことをよ

読んでいると憂鬱になりそうだ

く知っている。食料品の店員は漬

が、
「人生はいいことばかりではな

物を売るのではなく、そのシワを

い。気をつけて、うまくいったら、

売っている。コーヒーを売るので

それは非常に幸運であると考えて、

はなく、風味を売っている。チー

訓は、古今東西、古くからあった

ものごとに取り組むべき」という

ズ が 売 れ るの は そ の 匂 い の せ い

ようだ。とくにイギリスではまさ

大人の知恵なのかもしない。

だ！…」

マーフィーの法則のような人生

にマーフィーの法則の原型のよう
な「ソッドの法則」というものが
存在いる。ソッドとは誰かの名前
ではなく、
「野郎」といった意味で、
つまりソッドの法則は男性がしで

では電気掃除機はどんなシズル

⑪「ホイラーの法則」

があるのだろうか。ホイラーは電

プロはステーキを売るな、
シズルを売れ！

とを心得よと言っている。

かすような「野郎の法則」という
ことになる。

ホイラーの法則も古くから知ら

典型的なものとしては、
「トース

れ て い る 法 則 の 一 つ だ。 マ ー ケ

トはいつもバターを塗った側から

ティングやセールス担当者なら一

落ちる」法則や「サンドイッチが

度は聞いたことがあるかもしれな

落ちるなら開いて落ちる」法則だ。

い。ホイラーの法則は、アメリカ

マーフィーが言うところの「自然

のセールスコンサルタントだった

は隠れた欠陥に加担する」という

エルマー・ホイラーが1937年に著

法則のソッド版とも言える。

した本でまとめたもの。

気掃除機のセールスマンは次のこ

● 正札を売らないで、骨の折れ

ない点を売れ！

● 構造を売らないで、手数がか

からない点を売れ！

● モーターを売らないで、快適

な点を売れ！

● ボールベアリングを売らない

で、扱いやすい点を売れ！

● 吸引力を売らないで、家が綺

ただソッドの法則はマーフィー

ホイラーは販売に使われる言葉

より辛辣で、前述の法則は「トー

を10 年にわたって研究し、どの組

スト の バ タ ー を 塗 っ た 側 が カ ー

み合わせが効果的にお客の関心を

健康的、快適、手間がかからな

ペットにくっつく確率は、カーペッ

惹きつけ、商品を購入してくれる

い家が綺麗になるのが「シズル」

トのコストに比例する」と進化（？）

かをまとめていったのだ。その結

で、機構や構造は「牛」にすぎな

していく。

果をもとに「保証付き販売法」と

いのだ、と。

いうサービスを生み出し、多くの
企業に取り入れられた。そのエッ
センスがホイラーの法則だ。その
基本は５つ。

『ホイラーの法則』
E・ホイラー著 ビジネス社

麗になる点を売れ！

２つめが、
「手紙を書くな、電報
を打て！」という法則だ。
早とちりしていけないのは「手
紙の代わりにいまなら手っ取り早い

１つめが、有名な「ステーキを

メールを出せ」という、読み替えの

売るな、シズルを売れ！」という

話ではないということ。できるだけ

法則だ。シズルとは、ステーキを

短い言葉で見込み客の好意的な注

焼く時に出る「ジュージュー」と

意をひきつけよ、という意味だ。

いう食欲をそそる音のこと。人は

よく見込み客に対しては最初の

いかに素晴らしいブランド牛を説

10 秒が勝負と言われる。ここで長

明するより、目の前でジュージュー

い説明が入ったら、見込み客の反

と焼かれたほうが、
「くらっ」と来

応は低くなる。そのために、まず

るもの。

正しいシズルを選び出す。次にそ
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のシズルを10秒で言える言葉に練

グレードにするかを聞くということ

ときに役者のように声のトーンを

り上げ、そして実行するのだ。

だ。ホイラーは「いかがでしょうか」

変えてみたり、テンポを変えてみ

という質問はしてはいけないと言っ

ることで、見込み客の心に魅力が

３ め の 法 則 が「 花 を 添 え て 言
え！」というもの。

ている。ほとんど決めかかっている

深く入っていく。ベストは「微笑

これは、
「言葉を飾れ」というこ

見込み客に「いかがでしょうか」と

を含んだ声で話すこと」だ。自信

とではない。
「言ってることに証拠

いう質問は、水を差すようなものだ

なげに思われたり、逆に高圧的に

を添えよ」
ということ。たとえば
「誕

からだ。
「どれにしましょうか？」
「い

見えたり、自信過剰に見えたりし

生日おめでとう」という時に花束

つお届けしますか？」というように

たら、お客に対して「気をつけよ」

を一緒に渡せば、気持ちがよく伝

クロージングに向けて、坦々と進ん

というサインを自ら出しているこ

わる。先の掃除機の話では、実際

でいくのがいいのだ。

とになる。

に動かしてみて、見込み客にも使っ
てもらうのだ。ちょっとした動作
でも真剣に嘘偽りなく勧めている
ことを分かってもらうのだ。
４つめは「もしもと聞くな、ど
ちらと聞け！」

５ つ め は「 吠 え 声 に 気 を つ け
よ！」という法則だ。
これは、
「言い方を単調にしては

ビジネスの法則は、絶対値とし
てはなかなか表しにくいものの、

いけない」という法則。いかにい

その１つ１つが、得心のいく言葉

いシズルと、大きな花束を添えて、

であり、効果が期待できる法則と

どちらを、いつ、どこでというよ

なっている。

これは、
「買いますか、どうしま

うに話していっても、その声が単

法則の真の意味を知って、ビジ

すか？」というイエス、ノーではな

調で活気がなかったら、その見込

ネスチャンスを引き寄せてほし

く、商品のどの機種、どの色、どの

み客に魅力的だとは思われない。

い。

POINT
■「ニッパチの原理」として日本製品の品質向上に貢献した２対８の原理
■ 原因を 2 割解決すると 8 割の問題が解決する
■ パレートの原理から発展。普通の従業員にフォーカスを！
■ 会社の順調な運営は 6 割の普通の従業員にフォーカスすること
■ ２：８の原理はネットにも通用する
■ 優秀な人はずっと優秀とは限らない
■ 人は見た目ばかりではない
■ うまくいってる時には、手を加えるな！
■ きれいなネクタイほどスープを惹きつける
■ トーストはバターのついた側から落ちる
■ 災害防止の原点１：29：300
■ プロは肉を売るな、シズルを売れ！
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入試制度改革で入試も進化

多彩な入試は子どもたちの可能性をどう引き出す？

2020年は日本の風景を大きく変えるかもしれない。東

年以降の４月から12月までの資格・検定を２回受けた結

京オリンピック・パラリンピックが開催されるから、だ

果で評価することになる。つまり大学入試を目指す場合

けではない。日本を大きく変える可能性があるのは静か

は、英語においては入学共通テスト一発勝負をかけなく

に進行している教育改革だ。なかでも大学入試の改革は

とも、何ヶ月も時間をかけてテストをクリアすることが

受験産業界を含め教育関係者に大きなインパクトを与え

できるのだ。運不運に左右されず、積み上げた実力で入

ている。これまでのセンター試験が廃止され、新たに「大

学できる可能性が高くなる。ただどの検定・資格を選択

学入学共通テスト」が実施されることになっている。

すべきかは、悩ましくなるだろう。

予定としては現行の６教科30科目同様の科目数となる

このほか新しい入試制度で重視されるのが、３つのポ

模様だが、これまでのセンター試験になかった記述式問

リシーの明確化だ。３つのポリシーとは、
アドミッション・

題と、英語に関しては「読む」
「聞く」
「話す」
「書く」4

ポリシー（入学者受け入れ方針）
、カリキュラム・ポリシー

技能と呼ぶ能力をしっかり評価するようになる。また従

（教育課程編成実施方針）
、ディプロマポリシー（卒業認

来求められていた「知識」
「技能」だけでなく、大学生に

定・学位授与方針）のことで、どのような学生を入学させ、

求められる「思考力」
「判断力」
「表現力」も評価する試

どのように教育指導して、卒業させるのかをはっきりさ

験に変わる。

せるのだ。この３つの方針によって、どのような入試に

この新たな入学共通テストに向けて行われたプレテス

するかが決められてくる。

トでは、図や資料、文章などを組み合わせた問題から思

従来、教育方針やカリキュラムなどについては、私立

考力は判断力をみる問題も出題されている。

が独自色を打ち出していたが、国公立でも独自色を打ち

記述式問題についてはプレテストでは、国語と数学で

出す動きが加速している。学力試験を軸としてきた国立

出題されたが、回答の文字数が多いほど正答率が下がる

大でも推薦やAO入試枠を広がっており、これまで導入に

傾向が見られた。マークシートの選択方式に慣れてきた

否定的だった東京大学や京都大学でも2016年から推薦

受験生が記述式問題で実力を発揮できるようになるには

やAO入試を導入している。

時間がかかりそうだ。

こうした大学入試制度、教育改革の動きを受け、小学、

とくに教育関係者を悩ましそうなのは、英語だ。英語

中学、高校の現場でもさまざまな動きが起きている。

は従来どおり大学入試センターが作問する問題のほか、

とくに私立系の中学、高校などには独自の入試を取り

英検やTOEICなどの民間検定・資格も評価の対象となり、

入れる例が増えている。

一定のレベルであれば、入試センターの試験の代用とし

全体的に思考力や判断力、表現力をみる工夫がなされ

て認められる。民間検定・資格を利用する場合、高校３

ている。東京の十文字学園では入試の仕様によって枠を
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駒込学園HP
駒込学園中学高校のHP。同校は天台宗の理念を
建学の精神として、先端的な教育に挑んでいる。

聖セシリア女子中学高校のHP

決めており、たとえば「思考力型特待」枠では、理科的

一方理系センスのある優れた生徒を集めるために、さ

な問題と社会的な問題をそれぞれ50分のなかで意見をま

まざまな入試も導入されている。教育界で話題となって

とめる。たとえば社会では「将来いろいろな職業がなく

いるのは、STEM型入試だ。STEMとは、Science＝サ

なると言われていますが、どの職業がなくならないか理

イエンス、Technology＝テクノロジー、Engineering

由をつけて述べなさい」といった問いが出題される。同

＝エンジニアリング、
Mathematics＝マスマティクス（数

校の試験担当者は、その回答に驚きを隠せなかったと話

学）の略で、具体的には数学の基礎＋プログラミング＋

す。
「結論を先に述べ、たたみかけるように理由付けをす

アルゴリズム試験で構成されることが多い。
東京の私立駒込学園中学では、スーパーアドバンスコー

る。論文としてはほぼ完璧な構成で、受験者全員がびっ

スの試験としてこのSTEM入試を導入。プログラミング

しり書いてきた」

は2020年から導入される小学校の必修化を受けてだが、

神奈川の聖セシリア女子では論理的思考力と表現力を
重視した中学入試を行っている。まず新聞の政治記事読

こうした新カリキュラムに柔軟に対応できるのも私立の

んでもらい、
「野党と与党の考えの違いは何ですか。それ

魅力だろう。
また同校では「クリエイティブ型」入試も行っている。

に対して、あなたはどう思いますか」と問う。記事をき
ちんと読み取る能力と、意見を論理的に組み立てる能力、

実際の提携企業のHPを支給したタブレット端末にブッ

さらにそれを相手に伝える表現力をみる。

クマークしておき、それを受験生に見せ、
「自分がこの企
業に勤めるとしたら、どういうことができますか」とい

意見をまとめさせるのに音声を重視する入試を導入す
る学校も増えている。音声のヒアリングと言えば、英語

うような問いに答えるもの。商品開発でも営業でもいい。

だけだったが、最近は日本語の文章を聞かせて、そこか

会社のテーマソングをつくるなど、そういった変わった

ら意見をまとめさせたり、設問を重ねる試験もある。

ことでもいいので、自由に考えてプレゼンテーションし
てもらうという。

東京純心女子の中学入試では、音声で文章を聞かせた
後、その内容について考えをまとめた作文を行い、その

教育界だけでなく、近年は企業でも取り入れられつつ

作文をもとに試験官と質疑応答を行う「タラント発見・

あるアクティブラーニング。１つのテーマについて意見

発掘入試」を行っている。

を交わしながら、理解を深めていく討議型の学習だが、
神奈川の桐蔭学園では中学入試にこのアクティブラーニ
ングを導入している。他の私立同様いくつかの試験方法
があるが、
「総合思考力問題」では、映像で教科横断型の
授業を受けてもらい、その上でその内容に関する問題を
解いてもらう。その後算数の基礎問題を解いて、さらに
集団面接で自己紹介をした後、先の映像に対する意見を
他の受験生の前でプレゼンテーションを行う。問題に対
する考えをまとめるだけでなく、集団のなかでいかに自
東京純心女子学園のHP
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桐 蔭 学 園 のアクティブ
ラーニング入試の動画の
一部（同校HPより）
。出
題は教 員が動画に出演
して行われている。

分の意見をしっかり伝えることができるか、その態度や

も参加して、活発に活動しているという。同校の教員は

思考力、表現力などみていく。

「我々はペーパーテストで測れない思考力をある程度評価

東京の聖学院中学の入試はかなりユニークで話題と

できている」と自信をのぞかせている。

なっている。入試にレゴブロックを用いている。
「遊び半

これらの私立では、従来型の国語・算数・理科・社会

分」と思われそうだが、試験内容の難易度はかなり高い。

の試験も行っている。しかしそれだけでは、新しい時代

まず地図やグラフなどの資料が集まった問題用紙が与え

に応じた才能をもった人を育むことが難しくなっている

られ、そこから読み取れる課題について作文形式で回答

という危機感があるようだ。自ら問題を発見し、それを

するとともに、その解決策をレゴブロックで表現せよ、

個性の違う人間と協力しながら創造的解決できる、国境

というもの。

を超えて生きていける人材の発見と育成を求め、さまざ

資料となるグラフも、国の研究機関が発表するような

まな入試に挑んでいるのだ。

人口動態や医療機関の問題について書かれた記事など、

問題は企業側だ。はたしてこれだけ多様なタレントを

大人が読み解くにも時間がかかりそうな内容で、さらに

受け入れる体制と度量がいまの企業にどれだけあるだろ

文章だけでなく、問題文を音声で聞かせ、受験生がきち

うか。企業の未来

んと聞き取ることも求められる。

を見るなら、小学

もちろん正解はない。合否は複数の先生が時間をかけ

校や中学校の今を

て評価する。もともとレゴにはレゴシリアスプレイとい

見つめることも必

う教育に使うメソッドが確立しており、試験官となる教

要かと考えるがい

員はこのための資格を有している。同校ではいわゆる学

かがだろう。

力を見る学科入試も行っているが、このレゴブロックを
使った「難関思考入試」では算数や理科の試験は出ない。

レゴシリアスプレイの紹介のページ（レゴ社サイトより）

だがこの入試で入った生徒は、全校生徒のなかでもトッ
プクラスの成績をおさめており、生徒会活動や部活動に

聖学院中学・高校HP。同校はキリスト教精神に則り、教育を展開する
男子中高一貫校だ。

聖学院中学の難関思考入試に使われる資料の一部（聖学院中学高校公式サイトより）
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