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前書き P'･()lｏｇｕｃ

２冊の事典をつくったあと、2003年４月に刊行した「最強の戦略は「図」

で立てる！』が筆者のデビューとなった。マーケティングプランナーに必要

な知識を、当時の流行であった図解という仕立てでつくっていったのだが、

幸いなことに、多くの読者の支持をいただいた。

アマゾンでいただいた言葉をご紹介すると、

将来コンサルや企業のマネジャーを目指す人、あるいはマーケティング部で活躍
したいと思っている人には必読の稗だと思います。

本来、「戦略論」や｢マーケティング」という分野はただでさえ直感的な理解を必

要とされるため、図が多用されます。しかし、多用はされますが、図はあくま

で脇役でした。しかし本書は、「図解』を中心として『戦略』とは、を論じてい

るわけです。

コンサルやマネジャーにとって、もちろん「論理力」は必要だと思いますが、た

とえば交渉などの場面で、自社の戦略を｢直感的」に顧客に理解させることは、

今後さらに重要になってくると思います。本書は『戦略』と『図解』を同時に学

べる書です。

実際に私が国金に提出する計画書の付属資料として何点か引用したが、担当者

いわく、あまりによくできている計画書だったそうだ。

文章よりもわかりやすい図解の実例をいくつも見た。マーケティングのプレゼン

など複雑な論理構造に対しても、「流れ」を図で見ると不思議とすっきりとのみ

込めた。

広告・マーケティング戦略を整理し考えるうえでの強力なツールが満載です。筆

者が提示するチャート類を利用することにより、抜けモレのない分析・戦略立案

が可能となります。また、筆者が実際に利用したチャートの実例がかならずつい

ているので、わかりやすく、利用しやすい柵造になっています。

と、こちらの目論見が読者のお役に立てたように思う。
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とはいえ、２００９年のいま、内容が古くなってしまった感は否めない。ま

たアマゾンには評価ばかりでなく、

マーケティング関係者でないかぎり、この本はあまり役には立たないが、面的発
想を手に入れるためのトレーニングにはなる。

蕊者は広告会社勤務からコンサルタントと、広告・マーケティング畑の人です。

本書は、従って、広告・マーケティングの分析・戦略立案にはピッタリですが、
そのほかの分野には直接生かせないかもしれません。

というご意見もあった。

そこで内容を全面的に新しくするとともに、『最強の戦略は「図」で立て

る！』では扱わなかったビジネスに関するページを大きく加えた。

本書のおもなポイントを列挙すると、

０分析は、市場の状況を切り口として述べる仕立てに変更するとともに、

ヒット商品や成功事業の分析も加えた

、商品設計について大きくページを割いた。拙著『パワーコンセプトの技

術(誰談社)」の重要なところだけを詳述し、さらに筆者がかかわった事

例も提示した

③マーケティングの要諦であるターゲティングについても詳述した。特に

『最強の戦略は「図」で立てる！」では扱わなかった法人向けのターゲティ

ングを、事例とともに詳述した

④先ほども述べたが、ビジネスについて大きくページを割いた。ここでは、

ビジネスの切り口、ビジネスモデル、収益モデルと３つの切り口で述べ

ているが、特に、わかりにくい収益モデルを理解していただくために力

を入れた

⑳プロモーションも、ｉ最強の戦略は「図」で立てる！』では広告コミュニ

ケーションを中心に解説したが、本書ではＷｅｂと価格をテーマに解説し
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た。特に価格は、テリスの分類、プロスペクト理論、心理会計効果など

を紹介し、プロモーションとしても、また価格戦略としても読者のお役

に立つよう配慮した

また『最強の戦略は「図」で立てる！』でご要望の多かった、アウトフ

レームと名づけた空欄のフォーマットもデータでご提供することにした。こ

ちらは箪者が代表をつとめるユニバーサルプランナーズのホームページから

ダウンロードできる。ぜひご活用いただきたい。

http:"www､u-pIanners・com／

また本瞥にもとづいてさらに勉強をしたいという方のために、筆者の

メールマガジンもご紹介しておく。本書は、かなりの部分が、ここで醤い

たものをベースにしている。月・水・金の週３回、無料で配布しているの

で、こちらもぜひご活用いただきたい。

｢村山涼一の見えないものから考える」

http:"www・ma92・CO、/､/OOOO263446・hｔｍｌ

本番では、ユニバーサルプランナーズで扱った内容も含まれている。こ

こで、それに携わった受講生のみなさん、スタッフにお礼を述べたい。ま

た文章作成に協力していただいた奥村光英氏、竹谷明泰氏、北島範子さん

にも感鮒したい。

最後に縄集をお願いしたサイエンス・アイ編集長の益田閏治氏に感闘し

たい。昨年末、不意の母の大病に執筆が大幅に遅れたが、嫌な顔のひとつ

もせず、予定どおりの刊行を実現してくださった。そこには大変なご苦労

があったことだろう。この場を借りて、お礼を申し上げたい。

2009年４月 村山涼一

1W害心夕
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Part１３つの表現

Part２図形化の方法

Part３－図解の方法

Part４まとめの方法

序章では、I文章J｢図形化｣｢図解｣という3つの表現方

法の違いから、文章を図形化、図解する具体的な方法
について解説する。またあわせて、自分の意見をまとめ
る表現方法についても醜明しよう。
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ここに「文章」「図形化」「図解」という、３つの表現を用意した。これら

はすべて、内容は同じだが、表現の形を変えてある。それぞれが表現とし

て、どのように違うのかを理解していただくのが目的である。まずは「文

章」から。

楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形にし

て存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げるというのが、い
ままでのレコード業界のビジネスモデルだった。

だが、ここで紹介されているレコード業界の新しいビジネスモデルは、こ
のコンテンツを無料にしてしまい、そこに付随するフィーで稼ごうというも

の。これを実現するために、マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が

無料で聴けるようにする。すでに世界４大レコード会社のうち３社が合意して
おり、やがては市場の８割の楽曲がマイスペースで、無料で楽しめるように
なる。

では、どうやって収益を上げるのか？

１つは広告。これだけのプラットフォームをつくればサーキュレーションはす
ごいだろうから、広告モデルはいける。

もう１つは有料ダウンロード。無料で聞けたとしても所有できるわけでは

ない。大好きな楽曲、アーティストなら所有したいと思うはず。これも有望な
モデルである。

さらにコンサートチケットやＣＤ、Ｔシャツなどの関連グッズを販売する。そ

してこれらの利益を、マイスペースとレコード各社が分配する。

長期低迷が指摘されるレコード業界だが、それはデジタルコピーによる海賊
版の氾濫が一因している。今回はその問題点を逆手に取って展開されるビジ
ネスモデルである。これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わない
だろうし、在庫ももたないのだから、不良在庫に悩むこともない。

(2008年８月２８日日経産業新聞３面「デジタル時評レコード業界の革命」
を題材に執誰）

、序軍はじめに



図形化ｌは、さらにこの文章を「図形化」したものである。これは文章

の構造を図形で表現して、そこに要点を入れたものである。

図形化１１文章を図形化

い志志での
■毎 一画一一一一曲

ビジネスモデ」

新しい
ビジネスモデビジネスモデ夢

楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形にし

て存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げる

－

占司レ

③マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が無料で聴けるようにする

③世界4大ﾚｺｰド会社のうち3社が合撤

●やがては市坦の8割の楽曲がマイスペースで．無料で薬しめるようにな器

さ剰し

■色色■■｡｡｡●曲凸● 凸合凸■曲■■■凸■■

収益モデル

広告

●これだけのプラットフォー

ムをつくれば、サーキュ

レーションはすごい

③広告モデルは有望

有料ダウンロード

⑨無料で１１１１けたとしても所有

できるわけではない

、大好きな楽曲、アーティスト
なら所有したいと思うはず

間連グッズ

●コンサートチケット

⑨ＣＤ

⑨Ｔシャツなど

鰭里とし己00.

司嵯法

③長期低迷が指摘されるレコード業界だが、それはデジタルコピーによる

海賊版の氾濫が一因している

⑤今回【‘tその問皿点牡逆手にとって展州されるビジネスモデルである

●これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わないだろうし、在側
ももたないのだから、不良在応に悩むこともない

そしてさらに「図解」したものが例解ｌである。図解は文章を、図形を

組み合わせて表現する。上の図形化は図形を配逓して、そこに要点を雷け

ばいいのだが、この図解は図形を組み合わせて表現するところにセンスが

必要となる。わかりやすくいえば、図形化は文章を図で表現する「工夫｣、

図解は文章を図で表現する「技術」である。

岬唖はじめにノノ
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このように３つの表現を連続して並べてみると、その違いがよくわかる

だろう。

内容を理解するという点でいえば、文章→図形化→図解の順であり、

とつつきやすさという点からいえば、図解→図形化→文章の順となる。

さらにもう少し突っ込んで、文章と図のメリットとデメリットを考えて

みる｡

文章のメリットは、細かいところまでくまなく理解させることができ、

読み手に誤解や考え違いを起こさせないところである。一方デメリットは、

とつつきの悪さにある。いきなり長々と書かれた文章がうれしい人はいな

い。反対に、図のメリットはとつつきのよさである。図形化と図解を比べ

ても、文字数が少なく、適度にデザイン化されている図解のほうがとつつ

きやすい。図で構成されていて、文字が少ないというのが最大のメリット

である。一方デメリットは、説明されないとよくわからなかったり、勝手

に誤読してしまったりするところにある。

こう考えると、一概に文章がいい、図がいいというのではなく、状況に

応じて使い分けることが大切である。理解という点では文章がいいし、

とつつきやすさという点では図がいい。

【 }

ＣＤチケット

ダウンロード

ﾉ２解噸はじめに

i，図解正
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コード各社が分配
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、その文章の構造を分析する。全体は何個の文章にまとめられるか、

その各々の関係はどうなっているか、を考える

Ｌ

形化厩
と_三 の
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園■膜■

PARTL2

陥庶はじめにノョ

ここでは、先の文章がどのように図形化されたのかを説明していく。図

形化というのは、図で文章の構造を表現し、そこに文章の要点を記入して

いく方法であるが、これは下記の手順に従って行う。

図解と違い、図形化は桐れさえすれば誰にでもできる。それでは先の文

章を使って図形化をしてみよう。冒頭の文章は、大きく４つに分けること
ができる。

、各図形に文章の要点だけを記入する

①述べようと思う全文を思い浮かべる

③さらに個々の図形ごとに、その図形内部の構造がどうなっているかを

分析する

、その結果を図形で表現する



楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形にし

て存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げるというのが、い

ままでのレコード業界のビジネスモデルだった。→【,】

だが、ここで紹介されているレコード業界の新しいビジネスモデルは、こ

のコンテンツを無料にしてしまい、そこに付随するフィーで稼ごうというも

の。これを実現するために、マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が

無料で聴けるようにする。すでに世界４大レコード会社のうち３社が合意して

おり、やがては市場の８割の楽曲がマイスペースで、無料で楽しめるように

なる。→【2】

ではどうやって収益を上げるのか？

１つは広告。これだけのプラットフォームをつくればサーキュレーションはす

ごいだろうから、広告モデルはいける。

もう１つは有料ダウンロード。無料で聞けたとしても所有できるわけでは

ない。大好きな楽曲、アーティストなら所有したいと思うはず。これも有望な
モデルである。さらにコンサートチケットやＣＤ、Ｔシャツなどの関巡グッズを

販売する。そしてこれらの利益をマイスペースとレコード各社が分配する。

→【3】

長期低迷が指摘されるレコード業界だが、それはデジタルコピーによる海賊

版の氾濫が一因している。今回はその問題点を逆手にとって展開されるビジ

ネスモデルである。これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わない

だろうし、在庫ももたないのだから、不良在庫に悩むこともない。→【4】

ﾉイ序章はじめに



この４つの文章は、【l】が既存のビジネスモデルの説明、【2）が新しい

ビジネスモデルの説明、【３１が収益モデル、【4】が結論としていえること

を述べている。【３１の収益モデルの構成要素が３つあるので、これを図形

化すると側形化ｌのようになる。

i曾鯛号 図形化の手順１

(1１

j盾渉

(2)

当ﾖト

(3) 職 ㈱

｣郵戸

剛

形取はじめにノ５



そして【'】の文章から、表題（いままでのビジネスモデル）と要点(楽
曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形にして

存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げる）を抜きだして、
図に書き入れる。

同様に、【2】の文章から、表題(新しいビジネスモデル）と要点（・マイ

スペースを利用し、そこであらゆる音楽が無料で聴けるようにする。、世

界４大レコード会社のうち３社が合意。．やがては市場の８割の楽曲がマイ

スペースで、無料で楽しめるようになる）を抜きだして、図に書き入れる。

こうしてできたのが、図形化２である。

図形化２ 図形化の手順２

鵬男燃醐綿捌噸…≦
妙

蝋憲毒勇雲礁鶏1綴宴i鯛鯛：
９
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楽曲というｺﾝﾃﾝﾂを、ﾚｺｰドやﾃｰブ､CDといった実在する形に

して存在意義をだし、それを売買する聖とで売り上げを上げる

●マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が無料で恥けるようにする

⑨世界4大レコード会社のうち3社が合愈

⑥やがては市嶋の8割の楽曲がマイスペースで､無料で楽しめるようになる

次は【3】。ここは収益モデルの話であり、それが、広告、有料ダウン

ロード、関連グッズだという。なので、「収益モデル」という表題を立て、

この３つの要点を書きいれると図形化３のようになる。

そして最後に、が結論であることを示し、その要点を書き入れて、完

成である（Ｎ形化l)。

ﾉ６序噺はじめに



Z4;言嫁

図形化３１図形化の手順３

且

Z4I冨拝

序 章 は じ め に ノ フ

、言いたいことの要点を絞ることができる

⑪図形化することにより、論理構造を明確にすることができる

図形化はプレゼンテーションをする側にも、それを受ける側にもすばら

しい効果がある。

プレゼンテーションをする側としては、

且

関連グッズ

●コンサートチケット

①ＣＤ

⑧Ｔシャツなど

い宙頴電の
凸 画 一 酪一■=一一一

楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形に

して存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げるピジネ

宮
Ｐ
ｒ
ｌ
ｂ
‐

且

有料ダウンロード

③無料で聞けたとしても所有

できるわけではない

、大好きな楽曲、アーティスト

なら所有したいと思うはず

広告

●これだけのプラットフォー

ムをつくれば、サーキュ

レーションはすごい

。広告モデルは有望

●マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が漏料で聴けるようにする

｡世界4大レコード会社のうち3社が合意

,Ｄやがては市場の8割の楽曲がマイスペースで､無料で楽しめるようになる

新しい

ビジネ
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収益モデル



画：Ｉ区Iﾌ腰1IZ4 図形化の完成

梁曲というコンテンツを、レコードやテープ､ＣＤといった実在する形にし

て存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げる

梁曲というコンテンツを、レコードやテープ､ＣＤといった実在する形にし

て存在意義をだし、それを売貿することで売り上げを上げる

⑱マイスベースを利用し、そこであらゆる音楽が偏料で聴けるようにす篭●マイスベースを利用し、そこであらゆる音楽が無料で聴けるようにする

③世界4大レコード会社のうち3社が合意

●やがては市場の8割の楽曲がマイスベースで､無料で楽しめるようになる
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⑱世界4大レコード会社のうち3社が合童

旬やがては市埋の8関の楽曲がマイスベースで、無料で楽しめるようになる

巳
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広 告有料ダウンロード関連グッズ
●これだけのブラットフォー●侭料で聞けたとしても所有◎コンサートチケット

ムをつくれば、サーキュ･…できるわけではない….｡ＣＤ
レーションはすごい ｅ大好きな楽曲、アーティスト ⑥Ｔシャツなど

ｅ広告モデルは有望なら所有したいと思うはず

一方畳け手は、

必

●これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わないだろうし、在庫

ももたないのだから、不良在叩に悩むこともない

、長期低迷が指摘されるレコード紫界だが、それはデジタルコピーによる
海賊版の氾濫が一因している

、今回はその問題点を逆手にとって展開されるビジネスモデルである

⑨畏期低迷が指摘されるレコード紫界だが、それはデジタルコピーによる
海賊版の氾濫が一因している

、今回はその問題点を逆手にとって展開されるビジネスモデルである

●これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わないだろうし、在原
ももたないのだから､不良在叩に悩むこともない

⑪見た目にとつつきやすく、見たいという意欲もわく

、全体椛造と部分の両方がわかるので、理解がしやすい

こんなにすぐれた表現法であるのにも関わらず、驚くほど簡単にでき

る。まずは図形化を習得することが、「図」で思考・表現する早道である。

ﾉ８序黛はじめに
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函 解の方法方の

図解とは、述べようと思っていることを、図形を組み合わせて表現する

こと。特に、大量の情報をひと目でわかるようにするときに効果的である。

まず図解の手順を説明しよう。

⑪述べようと思う全文を思い浮かべる

⑲その文章の構造を分析する。全体は何個の文章にまとめられるか、

その各々の関係はどうなっているか、を考える

、その関係を図や矢印を使って表現する

⑥さらに個々の文章ごとに、その関係を考える

⑨その結果を図や矢印、注釈によって表現する

図形化と図解の違いを理解していただくために、図形化で利用した文章

をあえて使って、図解してみよう。図形化との違いを実感してほしい。

楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形にし
て存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げるというのがいま

までのレコード業界のビジネスモデルだった。→１，１

だが、ここで紹介されているレコード業界の新しいビジネスモデルは、こ

のコンテンツを無料にしてしまい、そこに付随するフイーで稼ごうというも

の。これを実現するために、マイスペースを利用し、そこであらゆる音楽が

無料で聴けるようにする。すでに世界４大レコード会社のうち３社が合意して

おり、やがては市場の８割の楽曲がマイスペースで、無料で楽しめるように
なる。→【2１

序章はじめにノタ
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長期低迷が指摘されるレコード業界だが、それはデジタルコピーによる海賊

版の氾濫が一因している。今回はその問題点を逆手にとって展開されるビジ

ネスモデルである。これならば、わざわざ不法コピーをしようとも思わない
だろうし、在庫ももたないのだから、不良在庫に悩むこともない。→【11】

先に述べたとおり、この文章は４つに分かれ、【１１が既存のビジネスモ

デルの説明、【2】が新しいビジネスモデルの説明、【３１が収益モデル、【.１１

が結論としていえることを述べている。

まずは、【11。

「楽曲というコンテンツを、レコードやテープ、ＣＤといった実在する形

にして存在意義をだし、それを売買することで売り上げを上げるというの

がいままでのレコード業界のビジネスモデルだった」を図解してみよう。

図解は、基本的に左に提供者、右に消費者を置く。【１１の意味を考える

と、提供者はレコード各社であり、それを顧客が購入するという構造にな

る。それらを結ぶのが、レコード店などの流通。

この関係を図にし、矢印で流れを書き、その矢印がどんな意味をもつか、

注釈を害き入れるとＩｘＩｌＷＩのようになる。

SONYⅢUSIC

では、どうやって収益を上げるのか？

１つは広告。これだけのプラットフォームをつくればサーキュレーションはす

ごいだろうから、広告モデルはいける。

もう１つは有料ダウンロード。無料で聞けたとしても所有できるわけでは

ない。大好きな楽曲、アーティストなら所有したいと思うはず。これも有望な

モデルである。さらにコンサートチケットやＣＤ、Ｔシャツなどの関連グッズを

販売する。そしてこれらの利益をマイスペースとレコード各社が分配する。→

【3１

KINGRECORDS

２〃咋蹴はじめに

蝿翻 図解の手順１

顧客代

荷

益収

SONYMUSIC

EMlMUSICJAFAN

KINGRECORDS


