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特別連載 グローバル時代に求められる交渉術
第2回 自らの殻を破って国内から海外に挑戦した異文化経験での交渉力
G&Cビジネスコンサルタント
トランスエージェントパートナー

平沢 健一氏
日本国内15年間の営業活動で殆どの県を訪問した後、突

迷うことなくヒューストンのブランチ行きを自分で決め上申した。

然米国勤務を命じられた。1982年の事で、折しも米国のドイツ

そこは56名のアメリカ人のみで日本人はゼロだった。ブランチマ

ユダヤ系社会学者でハーバード大学教授エズラ・ヴォーゲルの

ネージャー以下スタッフの連中が様々な失敗を「サザンホスピタ

「Japan as No.1」がベストセラーとなっていた。ヴォーゲルは日

リティ」(南部人のやさしさ)でカバーしてくれ、1ヵ月ぐらい経過す

本語と中国語を話し、中国名で傳高儀という名前も持っている

ると自信が湧いてきた。その後はロスアンゼルスを皮切りに全米

東アジア研究の大家で異文化理解と交渉力に秀でた人であり

36州を一人で廻り切り、６ヵ月後にニューヨークに戻ってきた。

今も健在だ。貪るようにこの本を読んで米国ビジネスに飛び込ん
で行った。彼は日本の教育水準の高さや犯罪の少なさや長生き
や健康状態など総合的に見て日本の組織力を絶賛している。
アメリカ人はもう少し日本のことをうまく理解し、自分は謙遜して
少し外国の成功のことをよく勉強した上で、いい面を見習って、
それを実現すべきだとも説いた。ただ彼は日本にはアメリカが決
して真似したいと思わないような好ましくない制度もいくつかあ
ると言い日本賛美の書ではなかったが、この本は筆者に自信を

一人で異国の地を廻って見ると頼れるのは自分だけであり、
積極的に異文化と協働していこうという気持ちが燃え盛る。日曜
日 の ダ ウ ン タ ウ ン で は 黒 人 に 囲 ま れた り 、 白 人 青年 数 人に
「ジャップ」と言われ殴られそうになった事もあった。ロスアンゼル
スの片道６車線のハイウエイでは出口で一本内側を走っていた
為、降りる事が出来ず次で降りたが２時間近く彷徨ってようやく
モーテルについた。こうした失敗の経験は逆にアメリカ人との交
渉力を高める良い教材になった。

与えてくれ、海外での事業活動や赴任生活で大いに役立った。
今でも彼の日中関係に対する洞察力と提言は異彩を放っており、
海外の入口が米国、途中が欧州で出口が中国だっただけに彼
の指摘は誠に正鵠を得ていると思う。

とに か く は っ きり 言う 事 が肝 心 だ。 ア メリカ人は“waste of
time”や“waste of money”を極端に嫌う。英語力以上に大切
なことは決断力とビジネス遂行力と表現力でとにかく分からない
事はどんどん質問する事だ。

ニューヨークに到着して先ず悩んだことは、自身の英会話力の
なさとアメリカ人との価値観の違いと論理的に話してくるアメリカ
人のビジネススタイルであった。小学校低学年から「I am a

また交渉では常に卑屈にならず、堂々としかもフランクに相手
を正面から見て応対しなければならない。

special」と言って、皆の前で他人より自分がいかに優れているか

適当な距離を維持しながら(米国では距離学と言う研究もあ

を何度となく発表させられると聞く。自己主張の強いアメリカ人の

る)相手の目尻のあたりを見て笑顔を絶やさず、緊張せず相手

根源でもある。

の言う事をじっくり聞くことが重要だ。日本人は昔から相手をしっ

「君なら大丈夫」と言われ事前に英会話の研修も異文化理解
の学習もなく来ただけに、輸出課育ちの英語に堪能な日本人同
僚との違いと、遠慮しないアメリカ人、取り分けニューヨーカーの
スピードにショックを受け、カルチャーショックに打ちひしがれた。グ

かり見て話す習慣に乏しい。米国や中国はじめ殆どの国は、相
手の目を見てしっかり話すという事が、相手に自分が信頼できる
人間であることを伝える基本的な行為と信じられている。これは
極めて重要なグローバル交渉力の基本中の基本だ。

ローバル交渉力に必要な事はロゴス(論理的訴求力)とパトス(相
手の価値観に合わせた感情的訴求力)と説得の手段である英
会話力の育成という事に気付いた。
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会議の中に日本人がいても極力日本語は使わない。曖昧な

「日本人はKnowledge(知識)とInformation(情報)を集める

発言をせず、回答不可能の時はその旨告げていつまでに回答す

ことに貪欲になれ。幸か不幸か隣国にいる中国人の競争心から

るかをはっきり伝える。だめな時もその理由を明快に伝えなけれ

刺激を受けそれに学ぶ必要がある」。筆者も心から同感だ。

ば相手がイライラしてしまいネガティブな会議に陥ってしまう。交
渉相手の感情に気配りをし、早い段階で合意書をドラフティング

次回第３回は実際に米国で遭遇した交渉力を使った成功事
例をお話ししたい。

(見える化)すると、場の雰囲気が変わり議論の整理が進む。これ
らの事を米国での会議などで学んだ。
用意していた全体のロードマップを最終合意段階で見せ、合
意書のイメージを共有する事も有効だ。米国の契約書の厚さは

著者紹介

尋常ではない。日本の様に問題が起きてから話しあうという習慣
がないだけにこうしたことに慣れておかねばならない。
昨年、ニューヨークのウオールストリートにあるＡＩＧ本社(世界最
大の保険会社)を訪問した。ＳＶＰ(筆頭副社長)VP(副社長)や人

トランスエージェントパートナー
G&Cビジネスコンサルタント

平沢 健一氏

材育成部長とお会いした。彼らはいずれも3ヵ国の現地法人経
営の経験がありそれらの国の言葉も文化にも精通していた。始
めからジョークの応酬で、筆者が５年間米国でビジネスをやり、そ

大手電機メーカー在職中にはアメリカ、欧州、中国の社長

の後欧州と中国を経験したことに話題が集中した。日本と米、欧、

や会長を約20年務め、全現地法人で黒字経営を果たし

中のビジネスや価値観の比較を尋ねられた。あらかじめ準備し

た。中国では生産、販売、サービス、ソフト等13社の統括

ていたから大変盛り上がり、一気に２時間の会議がフィニッシュし

会社の董事長、総経理を歴任し2商品でシェア－トップを
実現、大幅なリストラ、売掛金の回収、強い人脈作りなど

た。

で実績を挙げ業界で最初の直販体制と現金回収を実現

米国だけではないがジョークとユーモアは極めて大切で、筆者

した。

は米国、欧州、中国の代表的なジョークを絶えず復習しながら新

すでに56ヶ国をビジネスで訪問。現在はＧ＆Ｃ(グローバル

しい物を付け加えるようにしている。

＆チャイナ)ビジネスコンサルタントの代表取締役として、
主に中国へ進出する企業の支援などの実務の傍ら、大学

米国5年の駐在で様々な米国人と交流した。一緒に旅行やゴ

/大学院で教え、さらに日本経団連、各地の商工会議所

ルフをし、家に招かれ結婚式にも呼ばれた。預かったホームステ

や日中の多くの企業等で海外派遣者教育などのセミナー

イの日本人高校生は地元の有名高校を卒業時「ナショナル・オ

講師や執筆活動で活躍中。日中における産学官の人脈

ナー・ソサイアティ」という優秀賞をもらったが、こちらも様々な米
国人と交わり応援して貰い国際人に成長した。米国とは正しくそ

も豊富で、日中を往来しながら自身の豊富な中国におけ
る事業成功体験のほとばしる思いを伝える指導には定評
がある。

ういう国だ。
やはり正義と公正をベースにした「信頼や思いやりと寛容」の３
要素は米国でも基本的価値観として共通したものだと心から確
信した。若い時の米国留学、駐在を勧めたい。
最後に前述のエズラ・ヴォーゲルが次の様に指摘している。
「内向きになってきている日本人を外国に向けるきっかけは何
か」という問いに彼は次のように答えている。
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SAMURAI SPIRIT

ヤマト（中国）運輸有限公司

井上裕一氏

サムライインタビュー
企業訪問編

ヤマト（中国）運輸有限公司
上海市徐匯区淮海中路1010号
嘉華中心30階3006室

http://sh.cn.ta-q-bin.com/

今回は日本式サービスを中国市場に導入し、中国市場開拓に挑戦しているヤマト（中国）運輸有限公司を取り上げます。
その立ち上げに尽力し、教育トレーナーとして活躍される井上裕一さんにインタビューをさせていただきました。

中国に赴任されたきっかけは何ですか？
日本全国のヤマト運輸の社員を対象として「中国でゼロからのプロジェクトを立ち上げる。参加
しないか」との募集がありました。私は、海外経験はまったくなかったのですが、ヤマトで10年間
働く中で、是非挑戦したいと思い応募したのがきっかけです 。

動機は何だったのですか？
ヤマトの仕事をもっと好きになりたい。もっと誇りを持てるようになりたいというのがその動機で
す。日本のヤマトで働いていた時は、ヤマトの教えを耳で聞いて、心で聴いてという感じだったの
ですが、より肌で感じるという部分が足りないと思っていました。全くヤマトが存在していない異
国で勝負することで、ヤマトの教えが世界でも通用するのかを試してみたい、ヤマトの教えの素
晴らしさをより肌で感じたいと思ったのが大きな動機です。

日本式の社員教育を中国でする上で苦労されることは何ですか？
「中国人の教育は大変ですか」などとよく聞かれることがありますが、基本的には中国人も日本
人も根本は変わらないと思います。自分が受けた良いサービスは誰でも忘れないですし、自分が
されたいサービスを、お客様にすれば喜ばれるということは、国を超えても理解できることです。
あとはやり方の問題です。具体的にどのようなやり方をすれば良いサービスとなるのか、その事
を伝えています。また中にはヤマトと同じ思想をもともと持っている人もいます。そんな人とは言
葉がわからなくても通じるものがあります。そんな彼らの中からは今、管理者として頑張っている
人も出てきています。

教育で大切にしていることは何ですか？
ヤマトの理念をしっかりと伝える事です。社訓、企業姿勢、社員行動指針の内容、その意味を
しっかりと理解してもらうことです。その中心はお客様第一主義です。我々はお客様の笑顔のた
めに仕事をしています。私は常に、「上司を見るのではなくお客様を見ろ」と伝えています。ここに
来ている中国人にやる気のない人はいません。私の役割は彼らの期待を壊さないようにすること
です。ヤマトのいいところは実力のある人が頑張れる職場であるということです。頑張ればどん
どん出世できます。SD（セールスドライバー）からスタートし、すでに支店長になった人間もいます。
すべては自分自身の努力次第なのです。私はヤマトの先輩からいままで教わってきた事を中国
で伝えています。ヤマトスピリッツをしっかりと伝授していきたいと思います。
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井上さんご自身がヤマトに入社して印象に残っている事は何ですか？
やはり先輩に厳しく指導してもらった事です。よき先輩に会えた事が一番大きいと思います。実
はヤマトに入社するまでは私は仕事を10近く変えていました。何をしても続かない人間だったの
です。そんな自分を厳しく育ててくれた先輩には感謝しています。よき先輩方は、言葉は足りなく
ても、常に熱い気持ちで接してくれました。当時先輩の仕事ぶりを見、常にお客様の事をよく考
えて仕事をしている姿勢、その姿に強い感銘を受けました。
また自分を一番支えてくれたのはお客様でした。最初の頃は失敗などして、お客様に厳しく怒ら
れることもありました。しかしそんな厳しいお客様が、頑張れよといって夜弁当を持ってきてくれ
たこともありました。そんな時は心から人は温かい、ありがたい存在だと思いました。感謝と感動
で涙を流しながら荷物を配った事もあります。お客様に怒られながら励まされてきました。いつも
どこかで誰かに支えられてきました。そんな体験が今の自分を支えています。

教育トレーニングの様子

中国でヤマトのサービスは浸透してきていますか？
今は荷物が急増しどんどん増員しないと追いつかない状況です。そういう意味では順調に拡大
しています。しかし一番最初は苦労しました。皆のやる気は非常に高いが荷物がまったくないとい
う状態でした。日本と違いゼロからお客様を開拓していかなくてはなりません。サービスは良いが
価格は他社より高い、我々の価値をお客様にどう伝えるかがカギでした。そんな中で有効だった
のがお客様へSD（セールスドライバー） が実際に配達することでした。荷物は下に決しておかない、
必ず両手で持つなどさまざまな行動をお客様の前で実演するのです。これが一番我々の価値
を伝えるのにインパクトがありました。
我々はこれだけの事をしてこの価格です。そこには単価が高いと感じさせない自信もありました。

お客様の反応はどうですか？
コールセンターにはお客様から感謝の言葉をたくさんいただけるようになりました。中にはお客様
の人気者になっているSD（セールスドライバー）も出てきています。お客様からの感謝の言葉は
我々の大きなやりがいとなっています。

今後の展開は？
我々のサービスを理解してくださるお客様が徐々に増えてきています。安さが売りの快递(kuai
di) と は 違 った 面 での 付 加価値をお客様に 理解していただけるよ うに 努力し ていきます。
今後は中国各地に拠点を展開していく予定です。私は現在の上海拠点を中国人に任せられる
体制を一刻もはやく作り上げ、さらに中国各地の新拠点立ち上げに注力していきたいと考えて
います。

所感
ヤマト運輸の井上さんは長崎出身の九州男児で、厳しさの中に温かみがあり、人を惹きつ
ける大変魅力のある方でした。また今回教育現場を案内いただいた井上さんの上司の峰さ
んも熱いハートを持った大変器の大きい方でした。中国市場開拓にヤマトスピリッツを持って
挑んでいる皆さんはとても素晴らしい方々でした。フロンティアスピリッツこそ今、日本に求め
られているものだと感じています。
取材に協力いただきましたヤマト運輸の関係者の皆さまに心から御礼申し上げます。
（インタビュアー 安藤雅旺）
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ヤマトグループのグループ企業理念です。（会社案内より）
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ヤマトグループのグループ企業理念です。（会社案内より）
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NPO法人日本交渉協会理事長 藤田忠

藤田忠の交渉行動講座
人の連帯における意味
「人」の説文学的解釈
図の漢字「人」をじっと見てください。
どんなことに気がつきますか。

人

これは長い棒と短い棒がたがいに支えあっている姿を示して

先の説文学的な「人」の解釈で、原初的には例えば長い棒が
男であり、短い棒が女と解される。このような人格的な結びつき
を前提としているのが人間である。
さらにもう少し川瀬教授の先の論文を読んでみよう。

いる。

「旧約の民イスラエルの始祖アブラハムについて伝承は次の

漢字の成り立ちをこのように説明する学問を説文学という。長

ように語っている。

い棒と短い棒がたがいにつっぱって直立してたのでは人になり

族長アブラハムは神の命にしたがって、一族のものや家畜を

ません。

ひきいて、すみなれたカルデアのウルの都をあとにして旅の途

たがいにゆずりあい、支えあって人になるのである。これは新

に上った。この時に際して、神はつぎのように約束した。

渡戸稲造博士の説明である。

『わたしはあなたと契約をむすぶ。あなたは多くの国民の父とな

それにしても、漢字はなかなかうまく出来ている。人間はたが

るであろう』（『創世記』第17章）

いに協力しなければ何もできないことを暗示しているのです。

この約束は部族を代表する族長アブラハムに対して語られた。
旧約の世界は族長の世界である……イスラエルの父祖は、

「人」のキリスト教的解釈

羊を飼いながら牧草地を求めて移動をつづける遊牧の民・

キリスト教では次のように言っている。

族の民である。かれらはまた、オアシスに定着生活をいとなむ

旧約聖書の最初は『創世記』です。ここに人の創造が語られ

先住の他民族の間にしばしの宿りを求める寄留の民でもあっ

ています。

た。族長にとって一族の安全こそ何をおいても守るべき重大

「……人は土のちりから、神のかたちにかたどって作られ、命

事であったから、アブラハムの物語に見られるように、この目

の息吹きを吹きこまれて生まれた。アダム（人の意味）はこうし

的のためには巧妙な交渉の策略や、時には武力の行使も辞

て創造され、エデンの園の中におかれた。

さないことが必要だったのである。」（傍線は著者による）

また、主なる神は言われた、『人がひとりでいるのは、よくない。
彼のためにふさわしい助け手をつくろう』
しかし、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣のなかに
は、人にふさわしい助け手がみつからなかった。
そこで主なる神は、人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨
の一つを取って、ひとりの女を造り、人のところへ連れてこられ
た。そのとき人は言った。
『これこそ、ついにわたしの骨と骨、わたしの肉と肉。男から
取ったものだから、これを女と名づけよう』
それで、人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となる
のである。（『創世記』第2章）
『人がひとりでいるのは、よくない』人には助け合う者が必要で

までは前述のように人にならない。連帯を求めざるを得ない。対
立から連帯を求める活動には戦争があり、交渉があり、説得があ
る。
戦争は相手の殺傷をも含んで連帯を求める活動である。交渉
は相手を傷つける物理的力の行使は含まない。しかし、交渉は
脅しを含む心理的力と論理的力を利用して連帯を求める活動
である。説得は論理的力によって連帯を求めている。交渉にはも
ちろん説得的側面も入る。ビジネスにおいても、家庭においても、

あるが、それは鳥や獣ではなく、他の人間でなくてはならない。

今日交渉が非常に多くなっている。新聞を見て、「交渉」という文

男と同じく神にかたどって作られたもう一人の人格としての女

字を見ない日はないと言っても過言ではない。現代は「交渉の時

でなくてはならない。男と女との霊肉をかねそなえた人格的な

代」なのである。

結びつきが人類社会の出発点である」
（川瀬謙一郎稿『キリスト教における結婚・家庭観の伝統』）

K0174
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交渉によって人は人となるのである。

/ 株式会社 トランスエージェント

Vol.2_8_2011-05

藤田忠プロフィール
1931年 青森県生まれ。一橋大学及び一橋大学大学院に学ぶ。ライシャワー博士が所長を務められたハーバード燕京研究所に
研究員として渡米。その際に交渉学に接し、衝撃を受ける。 以後、憂国の念をもって、日本での交渉学研究に心血を注ぐ。1983年
に国際基督教大学で『交渉行動』の講座を開設。これが日本でハーバード流交渉学を紹介した嚆矢となり、以後常に交渉学の最
前線で研究、教鞭をとり現在に至る。
【著書】
『交渉力研究Ⅰ，Ⅱ』プレジデント社
『交渉の原理・原則』総合法令
『交渉学教科書』文眞堂 Ｒ.Ｊ.レビスキー/Ｄ.Ｍ.サンダーズ/Ｊ.Ｗ.ミントン 監訳
『交渉ハンドブック』東洋経済新報社 日本交渉学会 監修
『脅しの理論』光文社
『幕末の交渉学』プレジデント社
『心理戦に負けない極意-交渉にゼッタイ強くなる！』PHP研究所 安藤雅旺共著
『ビジネス交渉術』PHP研究所 著者：マイケル・ワトキンス 監訳
など多数

第２回 ネゴシエーション研究フォーラムのご案内

お知らせ

交渉に関する実践的な考え方と交渉技術を学べます。

ＮＰＯ法人日本交渉協会と株式会社トランスエージェントでは、交渉に興味をお持ちの方を対象に、定期的に交渉に関する実践的
な考え方と交渉技術について学ぶ機会として、「ネゴシエーション研究フォーラム」を開催しております。
第2回のゲストスピーカーは、異文化コミュニケーション研究の第一人者鄭偉氏です。今回は価値観、立場、主張が違う人と対立し
たとき、相手をどう理解すればよいのかについて、体験学習形式で学んでいただきます。
第1部 ワークショップ学習 14時15分～15時45分（質疑応答含む）

異文化対応を考える

～無意識の先入観、思い込みへの気づきと多面的理解の技術を学ぶ～ 講師： 鄭 偉（テイ イ）氏

鄭 偉氏プロフィール
上海外国語大学大学院 異文化研究
センター 兼任教授・修士指導教官
異文化関係とコミュニケーション専攻
国際基督教大学 行政学博士課程修
了（学術博士）
株式会社エイシア 取締役

アジアのコミュニケーション研究に関しては、地域の歴史的、思想的背景を深
く掘り下げ、独自の視点で今起きている問題に鋭い分析を行い、日系企業内
部のコミュニケーション問題には、自ら行ったフィールドワークに加え、多数の
ケースを分析して説得力の強い解決策を提示している。現場重視のアプロー
チは常に高い支持を集めている。
著書『現代コミュニケーション学』（共著）/『中国と日本における時間 - 異文
化を流れる「時差」』（共著）

第2部 パネルディスカッション 16時00分～17時00分

異文化環境下での交渉の進め方

パネリスト： 鄭 偉氏

土居 弘元(NPO法人日本交渉協会

常務理事）

【受講対象】：

交渉に関する興味をお持ちの方なら、社会人、学生問わず、どなたでも参加いただけます。

【日時】：

平成23年 月

【場所】：
【受講料】：

中央大学駿河台記念館 ６７0教室 東京都千代田区神田駿河台3-11-5 TEL 03-3292-3111（記念館事務室）
一般 3,000円（消費税込み）

5 21日（土）14時00分開場

ただし、交渉アナリスト2級、交渉アナリスト補資格保有者、及び交渉アナリスト養成講座受講生は1,000円、
交渉アナリスト1級会員は無料となります。参加費は当日ご持参ください。

お申込み方法など詳細は

お電話でお申込みの場合： TEL:

K0174

http://www.nego.jp/forum/

0800-111-8715（通話料無料）

特定非営利活動法人日本交渉協会（JSNS）

ネゴシエーション研究フォーラム事務局
東京都目黒区碑文谷5-14-13グレースビル2Ｆ
株式会社トランスエージェント内 担当：山田・内海

/ 株式会社 トランスエージェント

Vol.2_9_2011-05

SAMURAI SPIRIT

サムライインタビュー
～中国市場開拓に挑むビジネスパーソン～
上海ラクトコンサルティング
http://www.rakuto.com.cn/

今宮 徳洋 氏

なぜ中国に会社をつくったか？
そもそも中国とかかわるようになったのは、大学生のころの一人旅です。そのとき、中国の人たちにものすごくよく
してもらい、それで中国への関心が一気に強まりました。そこで思い切って在学中に１年間、北京に留学。そこで中国
語をマスターしました。
帰国して、大学を卒業後、一度起業しましたが、まったくうまくいかず、挫折。そのとき、ふと浮かんだのが、中国で
の再チャレンジです。語学留学した経験を生かして、中国で一旗揚げようと思ったのです。
そこで、運よく得たのが、人材派遣会社での仕事。２００３年から５年間、働きました。仕事そのものは楽しかったので
すが、ただ自分の中では、「この仕事を私は一生やりつづけたいのだろうか？」との疑問がつねにありました。なので、
働きながら、ずっと「自分は本当は何がやりたいのか？」と模索しっぱなし。いろいろ考えていくうちに気がついたのが、
自分は昔からイベントを企画して、みんなに喜んでもらうのが大好きだったということでした。
「イベント・プロデュースの仕事がしたい！」。まったく初挑戦の分野でしたが、「人生は１回きり。どうせなら自分が本
当にやりたいことにチャレンジしたい」と思い、２００８年、いまの会社を起業しました。最初は、たったひとりでのスタート
でした。

ビジネスを継続するには、「安定収入」が必須と考える
弊社は２つの業務を柱にしています。ひとつが、私が起業した動機でもあるイベントのプロデュース業です。そして、
もうひとつがレストラン等の予約代行業務です。
イベントのプロデュースの仕事は、弊社主催でスポーツ大会やコンサートなどを開催したり、上海にある日系企業
に向けて社内イベント等の企画・運営をお手伝いしたりが、主な業務です。従業員数が１０００～２０００人規模となる
と、忘年会ひとつをとってもかなり大仕事です。社内だけではなかなかまとめきれません。そこで弊社にアウトソーシ
ングしていただくわけです。
ただし、イベントのプロデュースの仕事は、年間を通して安定した収入が見込めないところがあります。波があるの
です。これだけに頼ってしまうと、会社はいつまでも安定しません。先ほど、日本で起業して失敗した経験があるとお
話ししましたが、その原因のひとつが、まさにこれです。安定した収入源を確保できていなかったのです。
「その二の舞は演じたくない」。そこで、安定収入を得られるビジネスも同時に立ち上げました。それが、弊社のも
うひとつの柱である「予約代行業務」です。ここで安定収入を確保して、そもそもの夢であるイベント・プロデュース
の仕事を伸ばしていこうと考えたのです。

リピーター率８割以上の裏には、体を張った努力あり！
その予約代行業務の中身ですが、これは、各種飲み会等の幹事さんに代わって、お店探しから予約までをお手
伝いするというサービスです。
このサービスでは、上海にある飲食店さんと契約をし、加盟店リストをつくり、そこからお客様にご紹介させていた
だいています。お客様には無料でのサービスを提供する一方、ご紹介する飲食店さんから「紹介料」としてお金を頂
戴しています。

K0174
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上海ラクトコンサルティング
幹事の仕事は面倒ですからね。代行に対するニーズはかなりあると思いましたし、そうしたお客様にくり返しこの
サービスをご利用いただければ、安定した収入が見込めると考えました。そして、その読みは見事に的中。現在、リ
ピーター率８割以上。弊社の収益を支えてくれています。
これだけ高いリピーター率を確保できるのは、弊社の情報への信頼性が高いからだと思います。このビジネスの肝
はまさにそこ。お客様に満足していただけるお店しか紹介していません。そのため、現在、加盟店は約140ありますが、
すべて私が「客」として食べにいき、「いい」と思ったお店です。開拓のため、毎晩のように食べ歩き、その結果、痛風
にまでなりました。いってみれば、この１４０店舗は、私が自ら体を張って得た「生きた情報」なのです。

日中友好の架け橋となるイベントをどんどん企画したい
現在、弊社のビジネスは、上海でビジネスを展開する日系企業や、上海に暮らす日本
人を対象にしています。でも、せっかく中国にいるのですから、いずれは「中国人」に向
けても展開していきたいと考えています。
とくに積極的に取り組みたいのが、イベント・プロデュースの仕事です。日本とちがって、
中国の日常生活ではイベントごとがあまりありません。学校においても文化祭や体育
祭といった行事がなく、ひたすら勉強のみ。だからでしょうか、社員旅行などを企画す
ると、中国人社員の人たちはものすごく楽しそうです。
こうした姿を見ると、中国においては「イベント」に対する潜在的なニーズが高いと感
じます。そこで、花見や花火大会、体育祭といった四季折々のイベントを弊社が提案
し、この中国で根付かせていきたいと考えています。

そして、そうしたイベントが何らかの形で日中の友好に寄与できればという夢もあります。中国と日本との間には、
現在もさまざまな問題が存在しています。中国で暮らしていて思うのですが、日本に行ったことのない人ほど、日本
への不信感が強い。これは日本人も同じですよね。相手を直接には知らないためイメージだけが先行し、相手に対
しておかしな先入観を持ってしまうのです。
そうした先入観を払拭するには、やはり交流する機会を増やすことです。実際、中国の人の中でも、日本に行った
ことがある人は、日本にとても友好的です。私自身も大学生のときにはじめて中国を訪れ、そこでのいろいろな交流
を通して中国へのイメージがガラリと変わり、すっかりファンになってしまったくらいです。
そのためにも、弊社としては、お互いを知るきっかけとなるようなイベントをどんどん発信していきたい。そうしたこ
とを視野に入れながら、今後ともビジネスを展開していきたいと思っています。

チャレンジすることを通して、「やりたいこと」は見つかっていく
私は中国に来て８年目になりますが、いま日本では、「やりたいこと」がなかなか見つけられずに苦しんでいる若い
人たちが多いと聞きます。それは、何もいまはじまったことでなく、私の学生時代もそうした傾向はあったように思い
ます。実際、私もなかなか「やりたいこと」が見つかりませんでした。漠然と「何かしたい」と上海に渡ってきてからも、
数年間、「自分が本当にやりたいこと」を模索しつづけていました。ようやく発見できたのは、２８歳のときです。
こうやって実際に「やりたいこと」が発見できて思うのは、チャレンジしつづけることの大切さです。頭で考えている
だけでは「やりたいこと」は見つかりません。行動を起こし、いろいろチャレンジする中から、だんだんと見つかっていく
のだと思います。
私は高知県出身ということもあり、坂本竜馬の大ファンです。彼の残した有名な言葉に「世に生を得るは事を成
すにあり」があります。この世に生まれてきたからには、何かを成さなければならない――。私の人生の柱になってい
る言葉です。
人生は１回きりです。だからこそ、自分の「やりたいこと」をやる。そこに必ず結果はついてくるはずです。というより
も、「やりたいこと」に取り組む過程で、必ず自分自身が成長していきます。そして、その成長こそが「事を成す」と
言ってもいいのではないでしょうか。だからこそ、私はこれからも「やりたいこと」にこだわっていきたいのです。

K0174

特定非営利活動法人日本交渉協会（JSNS）

/ 株式会社 トランスエージェント

Vol.2_11_2011-05

士魂商才コラム

NPO法人日本交渉協会 常務理事
株式会社トランスエージェント 代表取締役社長

営業道に挑む

安藤 雅旺

「心理戦に負けない極意
-交渉にゼッタイ強くなる！

第１回 営業は素晴らしい仕事である。

私が考える５つの「営業の魅力」

安藤雅旺・藤田忠共著

」

（PHP研究所）

内へ内へとこもってしまえば、閉塞感が増すばかりです。現状

大学を卒業して以来、20年以上私は営業畑をずっと歩んでき

打破がますます難しくなっていきます。一方、営業という仕事は、

ました。こうして、私が営業の仕事を続けてこられたのは、「営業

必然的に外へと出ていくことができます。そこから、自分自身の可

は素晴らしい仕事である」と心の底から実感しているからです。

能性をひろげる第一歩を踏み出すことができるのです。

営業という仕事につらさを感じていらっしゃる方には、意外な言
葉かもしれません。ただ、私がこれから述べる「営業の魅力」を読
んでいただければ、納得していただけるのではないでしょうか。
私が感じる「営業の魅力」とは、次の５つです。

衆知を結集して非凡な事を成し遂げられる
営業では、プロジェクトやチームで動くことがたびたびあります。
そこでは、個人では到底達成できないような、規模の大きな仕事
に携わることができます。そして、たとえ自分自身は凡人であって
も、「非凡なこと」を成し遂げられるチャンスがあります。

実力で勝負ができる

チームで動く営業の場合には、そうした面白さがあります。

世界を外へ外へと拡げていける
衆知を結集して非凡な事を成し遂げられる

人から多くを学べる
先述の通り、営業はお客様と常にセットです。自分ひとりでは
成り立ちません。

人から多くを学べる
可能性をつなぎ新たな価値創造を生み出すことができる

そのため、常に出会いがあります。新規開拓がメインの営業で
あれば、それこそ、毎日毎日、「生まれてはじめて会う人」が登場

それぞれについて、より詳しく見ていくことにしましょう。

実力で勝負ができる
営業の仕事は実力主義です。肩書も昨年の成績も関係ありま
せん。「今」が勝負です。20年目のベテランも手を抜けば、１年目
の新人に抜かされてしまうこともあります。

することになるでしょう。
人との出会いは、人生の財産です。なぜなら、その人たちから
多くのことを学ぶことができるからです。さらに、その人たちを介し
て、新しい出会いもあるかもしれません。
営業という仕事は、そうした出会いの宝庫です。

しかし、これは裏を返せば、いつだってやり直しがきく世界とも

仕事を通じて、自分自身の人間の幅を拡げていくことができ、

いえます。１年１年が勝負なのですから、昨年が不調でも努力すれ

人脈という財産も増やしていくことができる。そんなところにも、私

ば今年は復活することができる可能性があるのです。

は営業という仕事に強い魅力を感じます。

その時々でどれだけ自分が努力したかが、直接、結果となって
現れるのが営業の仕事。その意味で、とても気持ちのよい仕事だ
といえます。また、実力さえつけられれば、ベテラン・若手に関係
なく評価されることも、営業の魅力ではないでしょうか。

世界を外へ外へと拡げていける
営業の仕事は、つねに相手がいます。お客様とセットです。その
めた、オフィスの中にこもっていては仕事になりません。外に出て、
たくさんの人々と接していくことが必要です。
これは非常にすばらしい経験になります。なぜなら、自分以外

可能性をつなぎ新たな価値創造を生み出すことがで
きる
営業の仕事は、お客様に商品やサービスをご提供することで
す。そして、それらの商品やサービスは、それぞれのお客様にとっ
て利益になる形でお届けできなければ意味がありません。お客
様のお役に立つことこそが、営業の仕事の根幹なのです。
そして、こうした商品やサービスは、お客様の中に新しい変化
を起こすだけの力を持っています。お客様が、その営業担当者に
出会わなければ起こらなかった変化を起こし得るのです。

のさまざまな価値観に触れることができるからです。そして、それ

言ってみれば、営業の仕事とは、価値創造のコーディネートで

ぞれのお客様のお役に立つためにはどのようなサービスを提供

す。お客様とさまざまな新しい可能性をつなげる役割を担ってい

していけばよいのかを考える中で、自分も変化・成長していくこと

るのです。

ができます。
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「お役立ちの心」こそが、営業の本質である
私がこうした「営業の魅力」に最初に気がついたのは、社会人
になって２年目のときです。

「お客様を『取引』の相手として見るのではなく、共通の目標に
向かって一緒に『取り組む』相手として関係を築いていきなさ
い」

私は、大学卒業後、人材開発・研修プログラムを販売する経営

当時の私の成績は、これ以上は下がることはないというくらいに

コンサルタント会社に入社しました。そこが、私の営業人生のス

ひどいものでした。そこで、ワラにもすがる思いで、上司のこの言

タートです。

葉を実践してみることにしたのです。

入社早々の研修期間に命じられたのは、企業診断・企業研修
の営業です。３、４人でグループを組み、営業を行います。メンバー
全員の業績の総和がグループの目標に達すれば、正式な配属
先が決まることになっていました。
私が担当したのは有楽町地区。たくさんのビルが立ち並ぶこの
オフィス街を、それこそ飛び込みで１日100件まわる勢いで営業

まず行なったのが、自分が販売している商品をどう使っていた
だければ、お客様のお役に立てるのかを意識することです。
そのためには、それぞれのお客様に対して、念入りなリサーチ
が必要になりました。「どんな仕事をしているのか」「どんな課題
を抱えているのか」等をしっかり把握することに努めるようになり
ました。

をしました。とにかく数をこなし、そこで数字を上げていくというア

ここから、私の営業スタイルは変化します。

プローチです。

ひたすら数をこなすアプローチではなく、出会ったお客様それ

たくさんの会社がひしめく東京という立地もあって、私のこの数

ぞれと深い関係を築くことに主眼を置くようになったのです。面談

を稼ぐアプローチは大成功。見事トップの成績で研修を終了する

をさせていただく相手も、担当の方だけでなく、トップの方や各部

ことができました。

門の責任者の方、現場の方など、複数の方々にお願いすること

その後、私は晴れて正式に名古屋営業所の配属。入社して
６ヶ月目のことです。ところが、ここで私は大きくつまずいてしまいま

が多くなりました。ときには、その会社の営業担当者に1日同行さ
せていただくということもしました。
そうしていると、次第にその会社の「現状」や「ニーズ」が見えて

す。
配属された名古屋は、東京と大きく状況が違っていました。会

くるようになりました。そこから、既存の商品をそのまま販売するの

社の本社の数が少なく、スタッフ数にしても東京よりはるかに小

ではなく、「こう活用していただくと効果があるのではないでしょう

規模。東京にいたときのように1日100件まわろうとしても、そもそ

か」といった提案営業をさせていただく機会も増加し、一社から

もそれだけの会社数がないのです。「数をひたすらこなす」という、

年間で1000万円以上の注文もいただけるようになりました。

私のこれまでのアプローチは、名古屋ではまったく通用しません

そのあたりから、私の成績も次第に上昇し、最終的に、2年目は
同期でトップ、販売基準達成率では全社で5位という成績を上げ

でした。
その結果、名古屋に移ってからの私は、ほとんど契約をとること
ができず、成績は下降線をたどる一方。研修はトップの成績で終
了したにもかかわらず、入社1年目の成績はビリから2番目と惨

られるまでになっていきました。
1年目の終わりの腐った私はいなくなりました。営業という仕事
を心の底から楽しめるようになったのです。
この経験から学んだことは、「お客様への『お役立ちの心』を

憺たるものでした。
「名古屋にいるかぎり成績を上げることは無理だ……」
1年目が終わる頃、私は腐りかけていました。
しかし、そんな私を粘り強くサポートしてくれた人がいました。

持って行動すれば、自然と数字もついてくるのだ」ということです。
それが、私の営業の原点となりました。当時お世話になった上
司はその後その会社の社長に就任されました。いまでも心から感
謝しています。

当時の私の上司です。
私が名古屋に移って以来、さまざまな面で指導をしてください

当時から20年間、その姿勢からはずれないよう心がけ仕事を

ました。とりわけ私が数字が出せなくなってから、何度もアドバイ

してきたつもりです。そして、そうした営業を続けていく中で、冒

スしてくださったのが、次の言葉でした。

頭で挙げた「営業の魅力」に気づいていったのです。

「人間には『お役立ちの元素』がある。それを意識し、大きくして
いき、お客様にぶつければいいのだよ」
つまり、営業をする際には、つねに「お客様のお役に立つ」とい
うことを意識しなさい、というのです。
さらに、こんなアドバイスもいただきました。
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交渉学エッセンス ～「交渉」について考える～
国際基督教大学 名誉教授
NPO法人日本交渉協会 常務理事

土居 弘元

「交渉理論」について
ウルフルズが歌う「明日があるさ」に次のような1節がある。
♪新しい上司はフランス人 ボディーランゲッジは通用しない

個々の要因について詳しく検討するとすれば、他の領域の知
識･理論を借りてこなければならない。）。それによって交渉理論
の枠組みが出来上がった、と思われたのであるが、それではまだ

これはチャンス これはチャンス 勉強しなおそう♪

十分 で はな い こと が３ D交 渉と いう 考 え 方 としてD. LaxとJ.

どのようなことでもチャンスと捉えて勉強する。そういう態度は

Sebeniusによって提起された。交渉は単に個人的なものだけで

今後ますます重要になってくる、と思う。では、何を勉強すればよ

はない。もろもろの利害集団（stakeholders）が絡んでいる。それ

いのか。状況に応じて必要と思えるものにチャレンジすればよい

ら利害集団の調整をしなければ相手方に押されてしまう。これを

のであろうが、この歌の場合は「コミュニケーションが出来るもの」

セットアップ（枠組みの設計）と呼び、これを十分にする必要があ

ということになろうか、と思う。さしずめ交渉学はその１つになるで

ると説くのである。（準備の段階のものを｢取引設計｣と彼らはい

あろう。（歌からは実用的語学のニュアンスがあるのだが…。）企

う。）昨年のヨーロッパが提唱した｢黒マグロ漁獲規制｣に関する

業が国際化すればするほど、日本流の｢腹を読む｣などという芸当

国際会議で規制禁止が否決されたのは、日本の農水省の努力

は困難である。もっとも高齢者と若者の間でのコミュニケーションも

によるものではなく、中国のこの３D的な努力が効果を表したもの

困難なことであるのは間違いない。

だと私は考えている。アフリカ諸国と、日々の活動を通じて諸々
の利害関係を構築しているということが、事に当たって効果を示

それでは、コミュニケーションが上手く行くようなことを学べばよ
いのであろうか。もちろん、話し合うという行動がとれることは重要

すのである。ここに、単なる論理の妥当性だけでは図れない交渉
理論の難しさがある、と思う。

なことである。しかし、重要なことは何を話し合うかである。話し
合うことの内容、それを認識し把握していなければいくらコミュニ
ケーションを学んでいても仕方がない。いくら説得術をマスターし
ていても何を説得するかの内容が十分に捉えられていなければ
困ったことなのである。交渉理論はそのような視点から、テーブル
に就いて話し合うという研究･教育からテーブルに向かう前にど

著者紹介
国際基督教大学 名誉教授
ＮＰＯ法人日本交渉協会 常務理事

土居 弘元

のような準備が必要か、という研究･教育も包含するという形に変
わっていった。「交渉における準備」といった形での研究が進ん
だのである。それでは、十分な準備をする、とはどのようなことをい
うのであろうか。
準備の理論としてR. FisherとD. Ertelは“Getting Ready to
Negotiate”を著し、その書で交渉の７つの要因を示した。講座
のなかでも、あるいはハンドブックでも示されているものである。交

1966.3 慶応義塾大学経済学部卒業
1968.3 慶応義塾大学大学院商学研究科修士課程修了
1971.3 慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学
1971.4 名古屋商科大学商学部専任講師から助教授、教授へ
1983.4 杏林大学社会科学部教授
1990.4 国際基督教大学教養学部教授（社会科学科所属）
1995.4 教養学部における一般教育科目として交渉行動を担当
2007.3 国際基督教大学を定年退職 （名誉教授）
2007.4 関東学園大学経済学部教授
現在に至る

渉においてはこの7つの要因が十分に検討されていなければな
らない、という論理である(ただ、フィッシャー達が示したものはそ

著書・論文
『企業戦略策定のロジック』

の7つの要因と、それらをどう考えて準備をするか、という概要で

中央経済社 2002

「価値の木分析と交渉問題」

“Japan Negotiation Journal”Vol.2 1991

ある。

「交渉理論における決定分析の役割」 “Japan Negotiation Journal”Vol.16 2004
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季刊誌「士魂商才」 発刊にあたって
現在の日本は、かつての勢いを失い、国家財政は大幅な赤字

我々はそうした気概をもつ人達を支援するツールとしてニュー

を示し、社会全体が閉塞感に包まれ、内向き思考に支配されて

ズレター「士魂商才」を2011年より発行することにいたしました。

います。縮小均衡の傾向が強まり、新興国に押され萎縮している

士魂商才とは日本資本主義の祖である渋沢栄一が打ち出した

ようにも見えます。

概念であります。渋沢栄一はその著書『論語の算盤』の中で、士

とりわけ、日本国内の若者はＩＴ化の進展と経済的豊かさの土

魂と商才の両面を持つ必要性と、それを養うために論語を学ぶ

壌の上で、同じ価値観を持つ仲間とのみ接触し、コンフリクトを回

ことの重要性を唱えています。士魂商才とは、義と利の合一であ

避している傾向が強いとも言われています。海外の日本人留学

ります。こうした原点を大切にしながら、あらたな発展にむけて道

生の低下もその一端を示していると言えるのではないでしょうか。

を切り拓いていく具体的な行動が重要であると思われます。

内向き社会と言われる現代、日本の国力が徐々に低下する

「士魂商才」では自らの力でビジネスを創りだし、世界と対峙

中、我々現代の日本人は、過去の遺産を切り崩して生きている

し、前進していく人達を応援していきます。自らの殻を破り挑戦

状況にあると言っても過言でないのかもしれません。この事態を

していこうという気概をもった人達や、世界的視野に立ち、積極

脱するにはビジネスパーソン一人一人が戦後の焼け野原から復

的に異文化と協働していこうとするパイオニア精神の持ち主にス

活した日本人の原点に返り、日本人特有の勤勉さ・誠実さを武

ポットを当てていきます。またグローバル化に必須のスキルである

器に、外に向かって果敢に挑む姿勢を復活させる必要があると

「交渉力」にも着目していきます。特に異文化の中で生き残るた

思われます。まさに積極果敢な営業マインドの再起が求められる

めの「交渉力」の開発も本誌の重要な使命と考えております。

のではないでしょうか。

発行責任者 安藤雅旺
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昔、菅原道真は和魂漢才ということを言った。これはおも

しろいことと思う。これに対して私は常に士魂商才という

ことを唱道するのである。和魂漢才とは日本の特有なる

大和魂というものを根底としなければならないが、しかし、

中国は国も古いし文化も早く開けて孔子、孟子のごとき

聖人賢者を出しているくらいであるから、政治方面、文

化方面その他において、日本より一日の長がある。それ

ゆえ漢土の文物学問をも修得して才芸を養わなければ

ならぬという意味である。（
中略）

特定非営利活動法人日本交渉協会（JSNS）

士魂商才というもの同義の意義で、人間の世の中に立つに

は武士的精神の必要であることは無論であるが、しかし

武士的精神のみに偏して商才というものがなければ、経

済の上からも自滅を招くようになる。ゆえに士魂にして

商才がなければならぬ。その士魂を養うには、書物という

上からはたくさんあるけれども、やはり論語は最も士魂

養成の根底となるものと思う。それならば商才はどうか

というに、商才も論語において十分養えるというのである。

道徳上の書物と商才とは何の関係もないようであるけれ

ども、その商才というものも、もともと道徳を以て根底と

したものであって、道徳と離れた不道徳、欺瞞、浮華、軽

佻の商才は、いわゆる小才子、小悧口であって、決して真

の商才ではない。ゆえに商才は道徳と離れるべからざるも

のとすれば、道徳の書なる論語で養えるわけである。

（
渋沢栄一著「
論語と算盤」
より）
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