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はじめに

岐近、側解がはやっており、それが究極のIIllWだとi{帳する人が多い。

が、筆者が述べたいのはそうではなく、似Ｉ解はあくまでもｒｆ段｣であり、

|｣棟はその先の、すばらしい戦略や企画を立案し、すばらしいＩｔ４ｉを行

い、ひいてはサクセスストーリーを'だ呪することにある。水,l｝ではIxl解

を'1標に慨くのではなく、あくまでもＦ段として派川し、すばらしい戦

略を立てることをIIIlWにしたいと思う，

図解はﾄｽIを組み合わせればいいのだから、考えをまとめやすい。また

箇条‘ＩＦきや注釈を入れればいいのだから1-1語に近い。これは｢文蹴を群か

なきやならない｣という強迫観念を排除してくれるだろう。ほかにもたく

さんのメリットがある。モレやダブリをチェックするのに優れているし、

論理的に考えることにも向いている。結果的に問題解決ﾉJがつくだろう。

また、プレゼンテーシゴンの際には、相手の興味を１１．１iめることができる

し、Ｉ‘1分が脱iﾘlするのにも便利である。IxI解をｆ段とすれば、似れた能

ﾉJを形式知化することができ、すばらしい戦略を1Xて、すばらしい１１:‘１１：

が実現する111能性は,航､。

この流れに沿って本１１では、徹底的に図で考え、閃で炎現する方法を

解説していきたいと思う。まずはマーケティング理論を川いたフォーマ

ッl､を使い、Ｉ鵬にでも簡単に、間度な戦略・企lIIIiを,Iﾉ:案する方法を説IﾘＩ

する。そして、それを炎現するために文章と図形化、Ixl解の述いを理解

していただき、効果的な企両書を作り上げる方法を紹介する。

閉塞した11本を改ｉｌ#するには、１１本人全貝が発想を形にし、どんどん

すばらしい企lI1Iiや峨略を出していくことが!匝喫なポイントだと思う。企

画ができる、できないというＩＨの中から、企lIIIiや戦略の１k案など雛にで

も考えることができ、それがすばらしいか、瞥迩かで､|;11断される世の''１

になってほしい。そのために、微力ながら二'一殿年かかってたどり済い

た４１端の鱒えを硫持のみなさんにご紹介したいと思う”

２１世紀の繁栄は、実体がないバブルではなく、１１本人・人ひとりの能

力の結集によって築き上げようではないか。

2003年４信 村山涼
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傘企画･戦略立案のポイントは｢要素｣と｢論理」

企画爵を作るにあたってへi端がまず考えたのは、企画当の椛成喚紫と

論理をどのようにするかであった。

大学のWiImlが法ilLだったので、論文を作成することには慨れていた。

そしてその作成においては、全体を椛成する｢要素｣と｢論理｣が大切であ

ることを知っていた。だから企lIwi苔を構成する要素と論理さえわかれば、

企画宵は作れるのではないかとぎえたのである。

これはそのとおりであった。分析すべき喚莱、1iilt略として必喚な喚糸、

Ililt術として必典な興業、そしてそれらをつなぐ論理。これらさえわかれ

ば、企画il}は作れる。１１１:'だや､11例を検討し、私見を述べていく法仲のI論

文とよく似ているのである。

グ
で
■
■
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アウトフレームとは何か？

「優れた企両を立ててみたい｣｢戦略虻案をしてみたい｣と思っても、途111

で州析してしまう人は多いと思う。「さあ作ろう」と思っても全然進まな

い。ちょっと11；いてみては|これじべ'ダメだ｣と思えてきて、すぐ,'｝いた

ものをゴミ箱付きにしてしまう。’'１を隠そう、これは戦省''1身の維験で

もある。特にこれは雌初に陥肌された営業職からプランナー職に災肋に

なったときに浦切に感じた想いである。

入社４年11の災助で、マーケティング職に従4i:することになった。そ

こで戦略立案のための企lIlIilI｝作りに|上事として取り組むことになったの

だが、会社員としては４年唯となっていたので、あまり初歩的なことは

恥ずかしくて聞けない「企lIlIiliFはどう作ればいいのか｣｢おもしろい発想

はどうしたらできるのか｣｢峨略や戦術のセオリーはどの1'｝緋から‘,)』:べば

いいのか｣と、知りたいことはlilのようにあった。が、聞けなかったり、

聞いても的を射た'''１答をもらうことができなかったりした。

ここでは、まずこうした初歩的な疑問を解決することから船めようと

思う。
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さて、法仰の論文を,Iくとき、Ｖ端がよくやっていたことがある、そ

れは全休を椛成する腿紫をＮ形で炎現して、・11でわかるようにするこ

とであった。これをやると全体の術造を冊撤してみることができ、文噸

にしていくときにとても便利なのである。

この経験的〃法論を企lII1iに通川して完成したものが、筆者が｢アウトフ

レーム｣と呼ぶ企lI1liを柵恕するためのテンプレートである。'，ｉｆ街はこのテ

ンプレートをマーケティングや広告、出版企幽や就職指導など菜猫範Illl

としている企!IlIiすべてに用いている。例えばマーケティングなら、マー

ケティングに必喫な榊成要素と論理の流れが－Ｕでわかるようにワンシ

ート化されている。だからこのシートをひたすら剛めていけば企IIhiの要

点と流れが明らかになるのである。

このアウトフレームの利点はド記のとおりである。

①暗黙知と形式知の間を作る

『｢知｣のソフトウェアj(緋Ｉ淡社現代新TI)という'1F篤のなかで立花降氏

は、インプットとう'ウトプットの｢IHI｣という勝えを提示し、そこが企I1IIi

を発酵させる'、喫なポイントであることを指摘している。噸のなかで１１Ｗ

黙知(ぞえ)となっているものを形式知(形＝企両書)に置き換える間に、

lIJNHlをかけて忠港することが大切なのだ。

アウトソレームはこの||Allを'1に兇える形にしたものである。これは

確かに人の忠勝の逆筋を形式知化したものであるが、枠細みだけなので

きわめてⅡW黙知に近い。混沌とした暗黙知を暗黙知のままで頚のなかで

発僻させる効果がこのアウトフレームにはある。筆者も最初の頃は、こ

のアウトフレームを眺めながら、ああでもない、こうでもない、と遥巡し

ていたものだが、これは多くの忠号のトライアルを繰り返していたとい

うことである。時間はとてつもなくかかり、結果的に実を結ぶまでに至

らないこともあったが、アウトフレームを眺めていると確実に考える料

仙がつく。

腿応人が)』:の印I櫛・路助数授は、ｉ』I際の『すぐれた意志決定』(Ill央公総新

社)のなかで、人間はより広い範鮒で、多くの忠馨トライアルを砿ねるこ

とができれば、その分だけ創造的になれると述べている。アウトフレー

ムはこの｢より多くの思考トライアル｣を可能にする便利な道具である。

第１童.､雛でも優れた職略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術１１



②抜け落ちの防止

人間の思考というのは、基本的にあいまいである。このことが高度な

意思決定を可能にすることも事実だが、思考の科学性をliIl2ilfすることも

また事実である。企画・戦略立案という作業が科学性を砿視するもので

ある以上、できるだけ厳密に思考できるようにしておきたい。

アウトフレームはつねに同様の構成要素に雑づいて琴えることができ

る。例えばマーケティングなら、筆者はすべてのマーケティングの仕蛎

を同じ１枚のテンプレートをもとに行っている。だからどの仕事もいつ

も均一な要素と論理で解決できる。

また、抜け落ちやダブリがないように思考することがⅡI能になる。抜

け淵ちがあればその典索が需白になるし、１Ｍ記入したところにもう１

度記入することはない。だからアウトフレームは、人'111の思考を｣確に

する効果があるといえるだろう。

またアウトフレームは相手に適切に質問するための)､具としても便利

である。クライアントから説明を受けるときには、相手の要馴をIピしく

聞き出すことが大切である。とはいえ、州手が必要な典件をすべて話さ

ないケースもある。抜け目なく、自分で足らないところを聞く能力があ

ればいいが、初心者ほど聞き逃してしまう。しかし、こうしたときアウ

トフレームがあれば、柑手の話を聞きながらそれを川1めていって、空白

になっているところを質問すればいい。その部分が、相手がまだ譜して

いない部分である。

③企画書のコンテ

アウトフレームはそのまま企画苔のコンテ(台本)になる。ここに書き

込まれたものと流れにしたがって、企画11$を作成していけばいい。これ

があると戴分がラクになる。追い込まれているときなどはアウトフレー

ムを完成させることで余裕を持つことができる。

またすべてを傭撤してみることができるので、ｎ次としても般適であ

る。これをベースとしてL1次を作るといい。筆者はよくアウトフレーム

をそのまま'１次の項に紋せる。相手によっては、こちらのほうが全体的

な考え方が附倣できるのでいいという人もいる。

また自分の思考を再度チェックし、修正するときにも便利である。初

1２



心付のときにはアウトプットをすることが稲上になってしまい、Ｉ当１分の

藩ち雌をなかなか修11;できないしかしプロといわれる人たちは、’1'雌

でもI‘１分の勝えを修Iピして、よりよいものを作り上げる。筆肯のまわり

にいる優秀なプランナーやクリエイターはみんなそうである。ほぼでき

あがった企IIIIiil｝でも納得がいかなければ捨ててしまう。しかし、次に作

る企III1i1IはIiiiの企lI1IilI｝よりも激段いいものになっている

そこまではしなくとも、アウトフレームで何度も忠苫のチェックをす

れば、忠どの誤擢や新たな発想が浮かぶかもしれない。また｢要素｣とい

うミクロな視点と、「全体｣というマクロな視点の両方で考えるクセもつ

くこれは企lIIIiの論剛性、脱ｉＩ州昌を期すことに大いに役立つ

＊おもしろい発想を生み出す脳の使い方

アウトフレームを使った発想法の利点はおわかりいただけたかと思う

が、では、そもそものj１§水となる｢おもしろい発想｣を生み出すには、’1リ

か方法があるのだろうか？

先にアウトプット殖上値侭の締をしたが、'ﾉﾐはこれがおもしろい発他Ｉ

をⅢ'1ifしているのをご付知だろうか。ただr¥けぱいいという態度で企幽

11｝を作っていては、おもしろい企I1IIilI$にはならない。これは虻他氏がい

うように、インプットとアウトプットのlHlで、企iiliiを発僻させる作堆を

しないからである。

それではなぜ発鮮1ﾘl間を持たせたほうがおもしろい発想が生まれるの

だろうか。そのj1MIl1を、上智大学教授福島章氏は天才を題材に説明して

いる。「天|'､－６'1造のハトグラフィー!(識談社現代新沸)という,'｝輔のな

かで柵脇氏は、ノ〈|'.たちがインプットとアウトプットの|Ａｌで、いろいろ

な発川lや発兇をしたことを紹介している。以ドニュートンがﾉj(fﾘIﾉJの

法MIIを発1,1IしたくだりをリI川する値、

''1時、大学部Iliにペストが流行する兆しがあって、ニュートンは故郷

で｢’,ド:間の体I]」を楽しむべき道のりにあった。すなわち、いつもと巡

って、学問に完全には没頭してはおらず、いくらか心的緊張がリラッ

クスして、意‘縦と前意識との境界がぼやけていたときである。このと

第１軍．誰でも(固れた戦略が立てられる「アウトフレーム｣の技術１３



きに、りんごが落ちるのを見たことから｢万有引力の法則｣が｢着想｣さ

れたのだという。

福島氏はそれまで意識のなかで一生懸命考えていたのに到達しえなか

った着想が、自我の緊張がゆるむときに浮かんでくるのだと述べている。

そしてこれは前意識がなせるわざであると説明している。Ｉiii意識とは、

①そのときは意識されていないが、かつては意識されていて、思い出そ

うとすればすぐに想起できるもの、②もともと意識されなかった心理過

程やイメージ、の２つからなる。

この前意識は、自我の力を弱め、一時的に原始的な欲求に身をまかせ

る退行状態を作り出し、今まで論理的・術識的・言語的・デジタル的で

あった思考を、連想的・アナロジー的・非常識的・イメージ的な思考に

変換する。この変換が、芸術的創造や科学的発見を誘発するのである。確

かに、長いこと考えていても、なかなかいい答えが出ないのに、酒を飲

んでいるときや、うとうとしているとき、散歩をしているときに、ふっ

と解決した経験は誰にでもあるだろう。これは、すでに前意識において、

ある程度準備されていた思考が、軽い退行状態のなかで偶然に知覚刺激

を受け、着想に結実したのである。

＊前意識を活性化させる筆者の方法

さて結論づけてみたい。おもしろい発想をするためにはどうしたらよ

いのか。

先の印南氏の指摘、できるだけ多くの思考トライアルを繰り返すこと

と、この福島氏の指摘、創造的な退行状態＝意搬的なリラックス状態を

作ることがその答えといえるだろう。テーマを何度も何度も考え抜き、

意識的にリラックス状態を作ること。それがおもしろい発想を誘発する

のである。筆者はこれをきわめて意識的に行って、おもしろい発想を得

るようにしている。もちろんアウトフレームを頭のなかに浮かべながら

である。ここで２つほどご紹介してみよう。

１つはサウナを使う方法である。解決したいテーマがあるときに、イ

ンプットしなければならない怖報を徹底的に順にlIIIき込んでからサウナ
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に出かける。サウナではこれ以ｋの州細を吸収することはできないから、

勝ち合わせた‘iIlf報の範|川で徹底的に勝え抜くことができる。

そしてサウナの熱郊のなかでひたすら考え抜く。もうダメだと思った

らすかさず水風呂に飛び込む。こうして意識的に緊狼とリラックスを作

り出すことで、おもしろい発想を筋発することができるのだ。′ﾉﾐ際、ヘｉｆ

符の企lIlIiの多くはこの忠勝作猫から'kまれている。この作難のイメージ

は以ドのとおりである。

頭のなかにインプットした情報がうごめいている。必死に、アウトフ

レームにしたがって考えようとする。しかし、思勝は順不Ｍで、あちら

からもこちらからも浮かんでくる。やがて肉体的な限界＝熱くて入って

いられなくなる。

すかさず水風掛に飛び込む。まず肉体的に気持ちがいい。さらに、も

やもやしていた頭がすっきりしてくる。すると不思縦なことに、もやも

やしていたぢえがすっと解決するのである。そして第２ラウンドに向か

う。こういった作災を卜激'１１１，２時ｉＩＩ近く繰り返す。２時|ﾊlもこうして

いるとたいていのテーマはほとんど解決できる。

もう１つは睡眠を利川する方法だ。こちらは思考と炎現作業を舵行し

て行うときに重宝する

まず作災できる時間を確保する上Ilならその‘１８時IHIを作推'1洲'1にあ

てるその間はﾉ,§本的にこの作業しかやらない前l1iLな食‘ＩＦとトイレ以

外はこの作業に没頭する。雌初にインプット作災に入る。徹底して必喫

な情報を頓に叩き込むのだ。引川しようとする文噸や参琴文献、浅料の

散々……インプットが終わったらアウトフレームを持ち出し、それを

兇ながら思考のトライアルを繰り返すただし、決して文'ｆにはしない

ひたすら検討要素にしたがって忠勝する。

筆者の場合は、この作業の限度は３時間である。３時間もやっている

と頭がクラクラしてきて、とても疲れる汗をかいているのではないか

と思えるほど、脳が助いていることが'ｊ４感できる

そしてこういう状態になったら|睡眠に入る創造的退行をI‘１分の前恵

識にまかせてしまうのだ。不思議なもので妙はみない。脳がすっかり渡

れているせいか、深い眠りに落ちる。とはいえ、２１１判Alもすると’1が党
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めてくる。ここからがポイントなのだ。

Ｉ言|が党めてもベッドのなかでぐずぐずしていると、嘘のように轡えが

浮かんでくる。何度も思考トライアルをしてもまとまらなかった考えが

すっきりとまとまる。思いつかなかった答えも泉のように湧き出てくる。

インプットに３時間、睡眠に２時間。こうして湧き出た答えをキーボー

ドに叩きつけていく。アウトプットの時間は３時iHlが限度だろうか。そ

の後また短い睡眠をとって、インプットに入る。

これを１セットとして繰り返す。２日間だと５セットから６セットを

こなすことができる。

これを筆者は、２ＬＩを６日にする方法といっている。この１セットが

迦縦の111の作業11tに匹敵するほどの、密度の澱いものだからだ。この

作業法のおかげで、２日で５，６本の企画書を作れるようになった。と

はいえ、粗製濫造ではない。どれも質を約束できる企画書だと自負して

いる◇

優れた戦略の立案には、「図｣で自分の考えを整理したうえで、さまざ

まな方法で発想を喚起していく必要があるのだ。
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２ ｢マーケティング戦略立案｣のための
アウトフレーム

さていよいよ具体的なアウトブレームの誠に入っていこう』

ハ:い頃というのは思いつきのままに、どんどん企IlIIiや1iltlllffを発想する

ことができる。これはﾊ:さゆえの無IiHさからくるものであるが、州Ｉ↓に

はおもしろいものもあり怠外にヒットしてしまうこともある。'Wjfもや

はり20代はやりたいことが多すぎて、また欲しいものが多すぎて、それ

らを発想するだけでいくらでも企lIlIiや峨略が作れた

だが、それがしばらく続き２０代も後､卜になると、Ｉ‘1分の企llIIiの｢でこ

ぽこさ｣に弧がつくようになった。ある企|川はいいが、ある企IIIIiは岐悠。

作る企山に画一的な精度が伴わない。また主観的な企両が多く、誰にで

も好かれる企凹になっていない。これは企l山iに科学性が欠如していたこ

とが原肱1であった

連れらの|川越点を解決するjIl1論が必喫だとどえ、その州論としてマー

ケティングの理論を使った。マーケティングは考えなければならないポ

イントとセオリーを教えてくれる．また沖迦ではなく、時代によってそ

の形を変える．マーケティングはつねに進化しているのだ。マーケティ

ングをむずかしい'､)::間ととらえるのではなく、伽のllIの1,,1〃と|川胆点の

対処法(セオリー)を教えてくれるものだととらえると、こんな便利なも

のはない。

かくしてマーケティングをベースにしたアウトフレームが'こまれた

それが１９ページの図１－２－１である

これは分析をする部分と戦略を}kてる部分(マーケティング)の２つか

らできている。分析の部分で状況をIEしく判断し、戦略の部分でｉｎIをす

るかを決めるのである。

まず分析の部分から脱明していこう稲荷もかつては、わからないこ

とは徹底的にI淵代したものであったしかしある頃から、Ｉ淵代をしなく

ても、自分の目で見たことで兇当がつくようになってきた。さらに!！}縦

やインターネットで手に入る資料があれば|-分判断ができるようになっ
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た。その際、繁者が判断している要素というのが、この分析部分に書か

れている｢市場状況｣｢競争状況｣｢臓客状況｣｢進択雅幽｣の４つである。こ

れさえ判断できれば十分である。筆者がどういったことを判断している

かを理解していただくために、実際に過去に使用したアウトフレームを

例として、説明していくことにしよう。

図１－２－２は繁者がここ数年担当している年賀状ソフト｢雛王｣の2002

年度の戦略を立てる際に作ったアウトフレームである。これを題材にし

て、以下４つの判断の要素について解説していく。

*４つの市場分析要素

まず｢市塙状況｣である。ここでは市場の大きさはどれくらいなのか、

その成長率はどれくらいか、市場を構成している商品はどんなものであ

り、各々がどれくらいのシェアを持っているかを明らかにする。一見む

ずかしそうだが、最近ではインターネットにこういうデータが壁術にそ

ろっている。また市賜の占有率をテーマにした謝籍も多数刊行されてい

るので、それを２，３冊買っておけば足りる。年賀状ソフト市場は、約

120万本市場といわれ、成長率は横ばいの成熟市場である。またこの市場

は筆まめ(クレオ)と筆王(アイフォー)の２社の寡占市場となっている。

次は｢競争状況｣である。ここでは各々の商品(企業)の競争地位がどう

なっているのかを明らかにする。「現代マーケティング｣(嶋口充脚･石井

淳蔵著、有斐閣)によると、市場において競合に勝つためには、

①どの市場で戦うかを明確に規定する。

②その市場がどのように動いているかを見極める。

③そのなかで競合他社はどの程度、経営賢源を投入できるかを判断

する。

④それに対して自社はどのくらいの相対的経営資源を投入できるか

を決める。

の４つをおさえることが大切だとある。マーケティングはよく戦争に

たとえられるが、戦争が戦場を決め、天候を把握し、敵の兵力をはかり、

味方の兵力を考えるのと同じで、マーケティングも市場を決め、社会状

況を把握し、競合の経営資源をはかり、自社の経営資源を考えるという
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図レル２．１》マーケティングをベースにしたアウトフレーム
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わけである。

さてこの賜合、競合、自社ともに経営資源を判断することが敢要とな

る。経営資源は量的経営資源と質的経営資源に分かれ、IMi者は営業所や

営業マンの数、供給力ないし生産能力、資金力など、また後者は企業や

ブランドのイメージやロイヤリティ、品質、広告、営業ノウハウ、チャ

ネルの管理力、技術の水準、トップのリーダーシップなどである。

この量的経営資源の大小、質的経営資源の高低で４つの競争地位が得

られる。リーダー、チャレンジャー、ニッチャー、フォロワーの４つで

ある。

まずは量も質も高いリーダー。相撲にたとえると横綱である。力も技

も充実し、州勝である。リーダーは最大の市場シェアを有し、その市場

シェアを維持することが最大目標となる。同時に名声やイメージの確保

も重要である。

次はチャレンジャー。相撲でいう三役クラスである。経営資源の鎧に

は優れるが、衝が追いつかない。チャレンジャーはリーダーと同じおい

しい市場を狙う。

ニッチャーは相撲でいうところの三役候補である。いい技を持つが、

力がまだ乏しい。ニッチャーは自社が優位を発揮できる特定市場を独占

する。市場全体を制圧するリーダーに対して、その市場の特定部分だけ

を狙う。かつての小型卓に特化したホンダやあえてフルラインを狙わな

いソニーなどがその例である。

フォロワーは相撲でいうところの下位力士である。力も技もない。力も

技もないフォロワーは、競合の力と技を利用して生存することを考える。

市場の状況を調べたら、競合各社がこの４つの地位のどこに位個づけ

られるかを考え、あてはめていけばいい。年賀状ソフトだとリーダーは

筆まめ、チャレンジャーが筆王、ニッチャーは、主にマツキントッシュ

対応商品を出している宛名職人(アジェンダ)となる。

次は｢顧客状況｣である。これはどんな人たちがお客なのかを判断する

ことである。主嬰なお客は誰なのか。デモグラフィック(年齢など)的に

いうとどんな人か。サイコグラフィック(趣味など)的にいうとどんな人

か。これからお客になるであろう人はどんな人か。お客をやめた人はど
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