
んな人か。またやめたj'11'１１は'''1なのか，そんなことを|ﾘlらかにする，

ＷＷ)j淵合はまず'11111,11を'だっているＩｌＷｎに１１:って、じっくり脱察する。

そのうちにお'祥を装って、店幽に側A1する。これだけで先ほどあげた跳

間のほとんどは解決する。筆|骨の場合はｉｆ要なお容さんは30代のり)女、

つまり家庭で使う杵い岬iである。これは尚齢容が多い縦まめとは大きく

述う点である。こういうことがわかると、どういう鵬|ﾙlが蝋ましいかが

11'1断できて、効串・効果的な股|ﾙlができる。

そして分析の岐後は｢選択基準｣である。商''1111を選択している堆準は'１１１

か。商品の機能なのか、ブランドなのか。あるいはilli格なのか。チャネ

ルや広衿が原Iklとなって遊ばれているということはあるのか。つまり、

１１１が原|ﾉ《|となって逃ばれているのかをIﾘlらかにすることがここでの||的

となる｡

現在のように不景気なときは、価絡が頑要なポイントとなる。一方、バ

ブル期のような好景気のときはブランド・'1.IillIi桁が選択のj‘馴(Ｉになって

いた。またI‘IIIIWiだと思っていたものが|IlIi桁で巡ばれていたり、iIlli桁だと

思っていたものがブランドであったりすることもあるここをI［しく兄

極めて、それに適切に対処することが成功のキモといえよう。飛膿のj脇

合は、使い勝手がいいということ、つまり、簡便性が逃択の鵬((iとなっ

ている多機能である術まめに対して、伽'iiだから逃ばれているわけで

ある‐

＊８つのマーケティング戦略立案要素

以ｋ、ここまで分析の勝え〃とその'１f例を脱lﾘＩしてきたが、これにノル

づいて今度は戦略のぢえ〃と'川'1を脱lﾘlしていくことにするこれには

８つの要素がある。

「基本戦略｣は市場に参入する際に、どのように戦っていくかを決めるこ

とである。競争状況分析で行った門祉の地位分析に雌づいて行う

リーダーは沸辿きわめてオーソドックスな戦略をとるものであるＩｌｉ

場全休を考え、それを拡大する方向を||指すＩｌｉ蝿が肱ﾉ<すれば１，１然と

自分の光1毛が伸びるからである。また低価格競争には持ち込まない尚

価、高利益で椎鯵することが最もリーダーにとってトクだからである

第１軍誰でも優れた鞭略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術２１



これを自ら壊していくことは得策ではない。また下位の競合が新しい競

争をｉｔ掛けてきた場合、同圃化対応をするのがセオリーである。鮫大の

経営資源を持つリーダーは、同じことをすれば勝つことができるからで

ある。

チャレンジャーはリーダーと同じおいしい市場を狐うことになる。リ

ーダーと同じことをやっていては勝てないので、リーダーにはまねので

きない｢革新的戦略の採用｣と｢差別化｣が戦略のセオリーとなる。そのな

かでも｢差別化｣は有効な戦略である。製品サービスや価格、チャネルや

販売・プロモーションなどを競合と差別化するのである。競合にはつけ

られない価格にするとか、競合とはまったく別のチャネルを使うといっ

たことだ。化粧品業界では、対而販売が基本であった化桃品を、チャレ

ンジャーたちが訪問販売や直販に置き換えていった。これはチャレンジ

ャーがチャネルの差別化を仕掛けていった結果である。

ニッチャーは特定市場の制圧がｕ標なので、戦略セオリーはリーダー

と同じになる。周辺濡嬰拡大、非価格競争、同閲化対応である。ただし、

全方位ではなく、特定市場への集中が基本方針となる。

フォロワーの戦略セオリーは｢模倣｣である。リーダーやチャレンジャ

ー、ニッチャーが市場で成功した方法をすばやく取り入れ、彼らがうま

みと思っていない部分(低価格市場など)やさほど魅力的ではない土俵(ロ

ーカル市場など)を獲得していくのである。

筆王の場合はもう筆まめしか敵はいない。市場地位も、バリバリのチ

ャレンジャーである。だから戦略のセオリーは｢差別化｣となるわけだ。

「価値設計｣はお客に選んでもらうための価値を作ることである。例えば

蛾王でいえば、差別化という戦略に対して、具体的にどういう価値を作

って溌別化するのかを考えることである。

筆王では｢年賀状わがまま放題｣という価値を識計した。パソコンで年

鴛状を作った人は、自分でプリンターを使って刷る人もいれば、専門店

に印刷を依頼する人もいる。また印刷も投I卿も全部やってほしいという

人もいる。それならば、こういう要望にすべて応えて｢どんなわがままに

も応えられる筆王｣という価値を作ろうと考えたのである。

「商品戦略｣は先の価値設計を受けて、具体的にどういう商品にするかを

2２



勝えることである。lilliilIIiを具体化するには機能をぢえ'１Nすことが雌もて

つとり1,1い。だから迦附は機能を勝える”lIill岬にliIli桁もI1i喚なＩｗｉｌｌⅡ1,巡ぴ

のポイントとなるので、その機能に対するll11i絡もどえる‘．とはいえ、｜‘Ｉ

社で技術的に作ることができなかったり、卿前でやるにはお金がかかり

すぎてしまったりという場合は、提|偲先を兇つけてＦを組むということ

も多い。

‘i唖のj〃合も、このＦを組むという〃法をとった”いろいろとＩ淵べて

みると、パソコンからインターネットで注文して、印刷も拙'洲もしてく

れるという夢のようなサービスを行っている会社がすでにあった｡さっ

そくこの会社と交渉し、独IIiでサービスを提供してもらうことになった。

これが火さな,荊題となった｢ポスコミ｣サービスである。そしてもう１つ

｢無限デザイナー｣という機能もつけた。これはイラストやレイアウトを

組み合わせることによって、無限に近い数のデザインができる機能であ

るイラストに関してはliii年に２１ﾉj点もつけてしまったので、「わがま

ま｣の喚求をかなえるには無限しかないだろうと勝えたのであるかくし

て、ポスコミと無限デザイナーという、常搬ではどえられない機能が火

現することになった。

「ターゲット戦略｣は今まで述べてきたようなmillII〔、機能が縦にいちばん

史持されるかをぢえ、決めることである皿附はここでＩ淵在を↑j:うこ

のターゲテイングもlilliliIl殿‘il･とlIil隙、成功のキモとなるところなので時

間と労ﾉJをかけるのだ。この調企は前1ｉｔなもので、織定したlilIilll1i、機能

が誰に評価されるかを、比較的多めの被験箭(300人から500人礎度)に髄

問をして判別する

縦.Eの賜合もこれを行い、かつ1W年のユーザーの状況も勘案してター

ケットを決めた。縦|畠はすでにメジャーなブランドになっており、年齢

的に判別するのはむずかしいので、広く年flii状ソフト使川葱向箭とした

楠iiiにいえば、お店に年侭状ソフトを買いにくるすべての人であるそ

のなかでも特に、ｉ伽!)に熊点をあてたここ散ｲ|:;の、Ｅメールの使川率の

I断まりとＡＤＳＬの将及を醤えてのことである刑述で術'1判茂統できる

ADSLなら噸}も気催にパソコンを使うようになるだろう｡ならば年幽状

ソフトもロ分で賀うようになるのではないか火際、ここ激年そういう

第１章令誰でも優れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術２３



張姉が急期しているだからここを攻略していこうと考えたのである。

「チャネル戦略｣はどこで売ればいちばん閲ってもらえるだろうかを号え

ることである雌近は便利になり、淵Ylf荷はいろいろなところで欲しい

ものが手に入るようになった。生活に必要なものはコンビニで24時間手

に入る忙しいときは通学・通勤の途''1のキオスクで商i'1,1,を手に入れる

ことができるまたモノを光るところは駅のなかにもあるし、街のなか

にもたくさんあるめんどうだったら、家のハソコンでTl1うこともでき

る。このようにたくさんの選択肢を持っているiiIifWfに興ってもらうた

めには、こちらから買ってもらう場所を械械的に||:掛けていくことが大

切である。近年｢売り場｣というiili側的なi１．雌よりも｢1'(い脇｣という周紫

が使われるようになったのは、こうした'Ｍｉｌｉを受けてのことである。

縦１２もここに蚊を使い、近ｲド家族岬で鴨ﾙILな郊外1,1J収Aii(ノジマ、コジ

マ、ヤマダ等)に注ﾉJした。龍婦がお客となるならば、彼女たちは前部圏

のカメラ11t販店まで出かけてきて買いはしないだろうきっと家の近く

の火'ｕＩ１ｔ販ｌ１ｌｉで買うことを求めるにちがいない．

「タイミング戦略｣はさらにどのタイミングでI|:掛けていけば雌も光れる

だろうかを考えることである。年賀状ソフトの雌椛期はもちろん12月で

あるが、ここに砥点展開するためには、それ以前に光り朔を確保しなく

てはムリであるといってもあまりＩＩＬい'I剛lから腿側しても,ﾉゼれないし、

ヘクをすれば返姉されてしまう恐れもあるここのタイミングを的確に

判断することがマーケターの腕のみせどころとなる

「エリア戦略｣｢営業戦略｣はどの地域に、どれだけの常菜マンを張りつけ

るかを考えることである。激に限りがある常災マンをどの地点に剛研し、

どれだけの戦ﾉJを傾けるか。これは戦いとlIilじできわめて1,喫なことで

ある。縦lⅡ備艮は少数粘鋭で強敵を倒したし、ＩＭｌＩＩ蛎,Iiは符地に縁故を

作って令lIilに同を配った。徳川家康は_i畠要地をおさえ、強敵を地方に追

いやった。成功する人は独''1のエリア戦略、桝災戦IIllfをとるものである。

＊ケース･スタディ<水のマーケティング戦略策定＞

以上、１２の要素を考えていただければマーケティングは完ｒである．

念のため、架空のケースを使って縁えてみることにしようこれで完令

唖’



･ファッショナブル

にマーケティングのアウトフレームが使えるようになってもらいたい。

ペットポトルなどで1ll4jfされる｢水｣をテーマにビジネスをするとした

ら、どんなことができるだろうか？先のγウトブレームを使って、，洲尚

の方も少し考えてみていただきたい。'Ｗｆが作成したアウトフレームは

下の図１－２－３のようになった‘

水というのは成災Ili脇であり、ここｌ()ｲドｲiIIil竜がりで成災している

とはいえ、'愉人物もliillﾉ1物もl1WIi,''1の激は多く、この'|鋤に参入するのは

むずかしい(市場状況)。商ll111Iは''11ﾉ､Iメーカー商11Ⅱ'１が80％を超え、かつ人

手メーカー(サントリー、’1本コカ・コーラ群)が嫌IIiしている(競争状

況)。ＩＬＩ内物は家庭で利川され、'愉入物はそのファッション性からHf片に

虻怖されている(顧客状況）水を巡ぷjI畔はlIli桁が火をいようである

lnl時に、Aii頭にどれだけ多く陳'1されているかもポイントとなっている

(選択基準)。

Ili場の分析から以上のようなことがわかったそれではどのような戦

略でIli蝿に参入すれば勝てるか？

|図＞１－２．３，筆者が作成した｢水｣のアウトフレーム

･蛭霊廻匡

･大手メーカーが算占｜｜・巷督・海外の水

第１軍,｡,誰でも優れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術２５

一蹴礁遡趣1-1.rIi圃認趣弧
市場分析 少

Ｐ

Ｖ､日本の水が８０･成長市場
.だが､胆争は戚熟Ⅱ

。

iエリア蝋略

マーケ
ティング

､置弼鯉限庁

興急綴､東急ストア
あたりに限定して

矧Inl5mJ苗 センシブルな層

ざ

ﾛ



これだけ成熟しているのだから、ニッチャーとして特定市場に集中し

てシェアを礎得していくのがセオリーであろう(基本戦略)。そこで飲料

水に近く、まだ市場ができていないカテゴリーを考えてみる。口に入れ

る水という恵味で、料理に使う水を考えてみよう。これはごはんを炊く

水や味噌汁を作る水という意味である。どんなにいい米を買ってきても、

いい出しや味1噸を使っていても、水道水で料理しているのが現状である。

ミネラルウオーターを使うのは何となくもったいない気がするからであ

ろうが、使ってみればもっとおいしくなるはずである。ならば｢料理水」

というしっかりとしたカテゴリー名を作り、料理にこれを使おうと宣言

すれば消智者の合恵が得られる可能性は高い(価値設計)。さらにミネラ

ルウォーターと価格差をつける。ミネラルウォーターを使うのはもった

いないという弧持ちに応えるには、それよりも｢安い｣価格をつければい

い。ミネラルウォーターは２１で定価230円、特価で130円というのが現

状であるが、これに対抗して２，で定価150円、特価50円という価格で

勝負する。料1111川の水は飲料水よりも圧倒的に多く使われるであろうか

ら、この価格でも十分イケルだろう(商品戦略)。

デビューに際して流通は、ビビッと反応してくれるセンシブルな層が

居住している地域に配荷する。例えば首都圏なら、東急線の駅をカバー

している東急ストアあたりがいいだろう。また、料理の鉄人のようなブ

ランド料理人の店と交渉し、そこの御用達商品として使ってもらうよう

にしたい。こういうところに来る人たちはセンシブルな人が多いから、

きっと口コミで広まるはずである(ターゲット戦略、チャネル戦略)。

デビューのタイミングとしては冬がいいだろう。鍋物や汁物が多くな

る季節だから、より強く水のうまさが実感できるにちがいない。地域も

まず首都圏限定でいく。これもニッチャー戦略の鉄則である(タイミング

戦略、エリア戦略)。そして営業は先ほど限定したﾙI浦|iに集中させ、ここ

だけを死守する党悟で行う(営業戦略)。

こんなシナリオがアウトフレームを埋めていくことからできあがった。

確かな要素を、確かなステップで考えていけば、縦にでもこのくらいの

戦略が立てられるのである。
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脳fl-
マーケ
ティング

３ 広告戦略のアウトフレーム

マーケティング戦略ができたら、次は広告戦略について琴えようド

の図1-3-1はマーケティングを前提とした広杵戦略を勝えるためのアウ

トフレームである‘

広fIf戦略はマーケティングの下位慨念であり、マーケティングｋの問

題点を払拭したいときに役立つ、意識的な情報活動である。ここでは、

｢堆水戦略｣I叡一ゲット｣｢ポジション｣｢タイミング｣｢炎現職略｣｢媒体戦略」

｢SI〕職略｣IPR11ik略｣の８つの喫業で吟えている。これも先のIﾍi剛訓を|11に

第１軍(､>誰でも優れた職略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術２７

図傍1-3.1’広告戦略のアウトフレーム
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･’２月・△面賜

＊広告戦略の基本設計

まずは広告の｢基本戦略｣を|ﾘlらかにする。徹底的な商品連呼によって

早期に認知を高めるやり〃もあれば、生活者の気づきを喚起していくや

り方もあるどういう作戦でコミュニケーションを細み１ｋてていくかを

決めるのである。

兼王の場合は''１１州l職に排ち込んで、それを店頭で折州するという戦lIVf

とした。具体的にいえば、先に述べたような画期的な価価、機能をマス

コミに徹底的に紹介して、いろいろな記聯を11Fいてもらうのであるブ

レスリリースと呼ばれるマスコミ向けのl‘lｉ|:案Iﾉ1をli1IIIlもIIlIII1Iも行い、

して考え方を説明していこう(図１－３－２参照)。

図し1-3-2）広告戦略のアウトフレームの例

瑠&

･女伸而客の斜,、
郊外型罰販膿

･カメラ量販店

旨基本聡路
マーケ
ティング

リーダーとの
一隅打ち

卜

→女性字婦

･多頻度りし
コンセプト､ＵＳＰ
の提示

｡Ｗ門､洞無雑

へ'|畷|I提供
･姿ｉＭ－･”ｽテ

、

０
１
ト
ー
ｒ

一
昨
託
門
】

鍔

それを店頭で
毛実させる

･１０月・火
｡１１月・プ

づいた人貝没下

,鯛買誘引一・デモ

‐解蕊鴎』し

爵表現蝋略圃罰届媒体蝋

ス

陵崩恵同省

筒祁懇ビジネスマン

|タイミング'一
コミュニ
ケーション ･年駕状ソフト ･１０月一店頭ＳＰ

･１１月一PR,広雪
･１２月一デモ

わがまま放題
な年賀状ソフト



llil時にプレス'11,11．荷が細鵬部に何庇も足を巡ぷ。これにより、｜'||《l:IIWIIlIIi

に(I利な’附報を!'｝いてもらうのである４iMI;の似れた1i'iY1i荷はIiiに繰り

返される広('iよりもマスコミが紹介する１１１柵のほうを'1;噸する。みのも

んた氏の『おもいっきりテレビ』で紹介されると商品が飛ぶように売れる

というのもその証拠である。

そうしてマスコミで紹介されたものを店航に排ち込んで|ルパする。そう

した1,'i報がモノを貿おうと思う段階で決定打となり、洲1Ｗfは｢iIi蝋でき

る筋がこれだけ紹介しているのだからこれを災おう」となるわけであるく

次は｢ターゲット｣である。これは、「マーケティングターゲット｣1.販売

ターゲット｣｢広iliターケット」という３つに分けてきえる必喫があるだろ

う。マーケティングのWi度を上げるには、広く1ｉＩ州!'』雄をするターケッ

トと販売''1能性の高いターゲット、そのなかでも広(!iによる形禅が大き

いターゲットに分ける必要があるからである。

現代のようにiililWfが評熱している時代は、広告を．'.｢てばモノが光れ

るというようなことはまずない。むしろ企堆や1吋'1111,のｌｉ淵llな|iii'|iMを提供

し、店頭で峨興の後ｌｌｌＩしをしたほうがよい結果につながる。卿ｌｉは１，ii蚊

に導くためのトリガーとして使用したり、企業や商,ｌ１ｉ１ｌのブランド形成に

使川したりしたほうが効果的だろう。だからこそ｢広告ターケット」は、

販売ターケットのなかでも、広門の影弾を愛けそうな人に特化して勝え

ることにしている。

繁工の場合は販売ターゲットであるｲｌｆ賀状ソフト意向肯に加えて、ｉｆ

部間に勤めるビジネスマンを広告のターゲットとした。年凹状ソフトと

いうのは、血さんが欲しいといって、１１肌さんが買いに行くことが多い

ようである．それならば、例えば'IuIliのドアに広ilfが州ていれば、｜いけ

ない、頼まれてたな｣ということになって峨災が喚起できると思ったので

ある。

次は｢ポジション｣である．これも広告このポジションという恵味であ

る。マーケティング上で作った価ＩｌＩｌｉや機能を、広fiiで''11といったらいち

ばん剛解してもらえるか、欲しいといってもらえるかをぢえることであ

る。例えば、近年の火ヒット商品に｢サブリ」という飲料があるが、サプ

リのマーケティング上のポジションは｢サプリメント入り健康飲料｣であ

第１軍‘、誰でも優れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術２９



、

った。が、広告上では｢身体を浄化する飲料｣を表現しようとしたのだろ

う。だから広告では、サプリメントが含まれているという機能を強調し

ないで、身体が浄化されるというイメージを作っていた。

神聖なイメージをバックに、タレントの吉川ひなのが一言｢サプリ」と

いうコマーシャルは、若年屑を中心にヒットして、これが原因となって

急激にシェアを伸ばした。もっとも、筆王の場合はマーケティングと広

告のコンセプトを同じにしており、もちろんこういう場合もある。

「タイミング｣も広告展開上のタイミングの意味である。マーケティング

上ではキャンペーン期間の初めとI1l間、最後に山場を設けてメリハリを

つけるようにしても、広告は費用の関係で般初だけ、などということが

よくある。ここでいうタイミングは、こういったマーケティング上と広

告股開上の関係づけを明確にすることを目的としている。

念具体的な展開

広告戦略の具体的な腰開は｢媒体戦略｣｢SP(セールスプロモーション)戦

略｣｢PR戦略｣と、それらをどのように表現するかを決める｢表現戦略｣の

４点を考える。

「媒体戦略｣は、情報への反応がいい人たちに対して、広告を使ってどの

ように刺激を与えるかを考えることである。主にマス媒体(テレビや新

聞、雑誌などの広告)を使っての認知の渡得を目標とする。しかし、商品

を知っているということが購買を決定していた時代とは異なり、現代は

商品を認知していることが必ずしも購買を約束するわけではない。とは

いえ、認知が今でも購買の意欲や決定の大きな要因であることにはちが

いない。その意味では依然として広告の果たす役削は大きい。

「SP戦略｣は贈買の可能性が高い見込み瀕客に対して、どのように購買

を決定させるかを考えることである。店頭で最終的に選択や購買決定を

する現代の消費者に対して、とても効果的な戦略である。具体的には、商

品までの動線作りや売り場作り、店頭作りやPOP(店長の推奨や他の商品

との比較など)、カタログやパッケージなどの打ち出し方を考え、それを

実行することである。

「PR戦略｣は一般生活者に対して、どのように有益な情報を提供するか
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を琴えることである。この'|iii報提供により、′ｌｉ活荷の峨貿恵識、ＩＩｌＷＨ意

欲を喚起するのである。現代のような'k活什が成熟しているⅡ#代では、

広告のような直接的な刺激よりも、ＰＲによる間接的な1iIf報提供のほうが

効果的であることが多い。

「表現戦略｣は映像やグラフィックなどの表呪物をどのように効果的に表

現するかを勝えることである。広('iでの炎呪物は、大きくデザインとコ

ピーに分けられる。この２つがうまくシナジー(机乗効果)を起こす表現

がいい表現だといわれている。

華士の場合はポスコミサービスや無限デザイナーを素材として、ＰＲを

中心に腿|ﾙ'し、それを袖完する意味で広街を使った。つまり、記１１:が出

ることを11棟として、ダダでI'いてもらえる場合はそうして(PR)、ダメ

な場合はお金を出して沸いてもらう(広拷)ことにした。そして先に'1$い

たように記蛎となったものを店頭で活用した，

これらの要素を埋めていくことで、投定したマーケティング戦略を脳

杵戦略に緋とし込み、′ﾉさ↑]:していくことができるのである。

第１章○誰でも値れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術３１



４ アウトフレームを応用し、
さまざまな発想を生み出す

アウトフレームは､IWj、マーケティング戦略と広杵戦略を汚えるため

に作られたものだが、これは他のものにもあてはめることができるま

ず｢典衆｣と｢総哩｣を決め、それをIxl式化して１枚のシートにするのであ

る。猫背の場合はマーケテイングや広牌のほかに、出版や就職指導が仕

瓶なので、この分野にも応川してみたこれからご紹介していくが、き

っとほかの分野にも応川することができるだろう諦什のみなさんには、

ぜひ1.1分の||:'1Fに応川するにはどうしたらいいかという祝点で銃み進め

ていた斧ぎたい

＊アウトフレーム活用例'〈出版企画の立案＞

まずは出版企lIIiiのアウトフレームである本,Iもそうであるが、縦･荷

のj珊合、出版物をI:llij:するj脇合は必ず企l1lIIiIIfを作るその隙にいつも使

っているのが、（了ページの図１－４－１のシートである

企l1jljを説明するときには｢企画意図｣から述べるこれは商談やプレゼ

ンテーシ．,ンとＩｌｉｌ械、令休の甥約と''1身が企IIIIiをしたｕ的やj１Ｍ｢'1を、ま

ず求められるからである

続いて、社会･iIlf蛾を述べるここでは｢時代のキーワード｣や｢マクロト

レンド｣、「生活者の動向｣を妃入する。企IlIIiを稗眼するときに背策として

どえた、現代の特徴やﾉk活什の助向をまとめておくと、企lIlIiの存在意幾

がすぐわかるからである

そして戦略部に入る．ここではlll1iｲ《肋で｢コンセプト｣｢読者｣｢勝算｣を

考えるこの３つはどれが先というものではなく、1,1時に３つを考える

のがよい。倹休をどういう桁針でいくか(コンセプト）、どんな人に読ん

でもらうか(1洲箭)、それは､ｌ１たるか(11純1':)という３つは、仔々 とても慌

縦に間係するからである“

さらに戦術部に入る。コンセゾl､を雌もうまく1↓体化し、誰もが災い

たいと思わせる｢タイトル｣をつける。，'｝緋のタイトルは商舶のネーミン
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グとl1ilじであるその博し悪しによって売れ行きが絡段に述うまた｢造

本｣は水の作りであるどのような大きさにするのかハードカバーかソ

フトカバーかベージ数はどれくらいか水史の文'j':の大きさはどうす

るか。そういったことを決める，現征のように活字離れが牌しい時代で

は、ソフトカバーで薄く、活字の大きい‘I｝瀞のほうがとつつきやすいた

めにﾘれるとはいえ、こういう水ばかり作っていてはコアな11F緋ファ

ンは嫌がる』ここをどう判断するか、典剣に噸を使わなければならない

次は｢価格｣。価格はこの吉籍が刊行されたときに、どこに#'‘tかれ、ど

のような11ド職と肩を椛くるかが大きなポイントとなる’171じょうな水な

のに械端に,１.ﾙければ売れない。〃、安くては利iIfがあがらない。Ｉ'||：

部合でIIliづけをするのではなく、こうした勝雌が必1脚となってくる

次は｢配本_lどこの！1$店に、どれくらいの部激をＩＮＩ｣るかを決めること

である。通常、謀籍の配本は取次（トーハンや11版など)が行うが、どの

ような,IWlliを雌I|'的に攻めたいかをいえば、そのぢえにしたがってIWij,ｋ

してくれるものである

|図>１－４．１９出版企面i壷案のアウトフレーム

弓企 画癒図 一]_１Ｆ胴睡冨丞懇1-1
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司醗者’－１

そして雌後は｢プロモーション｣．典休的には広(!;活肋と｢I店での販促

IlIi肋、ｌ)R派肋がこれにあたる。，|｝緋は新|ﾙ|広i1iがi；であるが、賜合によ

っては炎辿広iIiなども使うI1W11i対蛾としては、火111に陳列してもらう

ように交渉したり、チンピラといわれる陳列ビラを作ったり、、ド合川の

P()Pなどを作ったりするＩ〕R派1lilﾉはマスコミにＩｌＩｆ接i'$鯖を持ち込んで紹

介してもらうように交渉したり、サイン会などのイベントをI|掛けてマ

スコミに取材させたりすることである

これらを踏まえて完成させたのが図１－４－２のアウトフレームである

まず、木,Ifの｢企画意図｣は、「はじめに｣で述べたとおり、図解を使っ

てすばらしい企lIIIi・峨略を作ろうという新しい考え方をiltの中に提示す

ることにあるIirい方を換えれば、Iilfでも企l1IIi・戦略が作れるIltのI|'に

なろうと啓蒙していくことが''約なのである

これを号えた｢社会背景｣は、とにかく不餓気で人々の気持ちはクライ。

このままで11本は大火ﾉ《なのかとｲ《亥になるとはいえ、どうにかした

いとは思っている水､'1は敗流が解決してくれればいいと思っているが、

’

|図し脚－２）出版企画行案のアウトフレームの例
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園
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いっこうにラチがあかないので、これに棚っていてはダメだろう。つま

()、｜‘１分で解決しないかぎり、111も解決しないことがわかってきた。だ

からこそ、「コンセプト｣を｢サクセスストーリーをﾂﾐ現させる似Ｉ解rI}｣と

した。そして本０１を縦んで、Ｉ‘１分で問題を解決していこうという菰極的

な人たちを｢読者｣ターケットとしたＩ執､換えれば｢ステップアップする

んだ｣という強い怠欲を郷つ人たちを統什として想定している‘

本11｝を1:illjしたときの｢勝算｣は、１つには似Ｉ解をテーマにした本とい

う1h場ができあがりつつあることと、もう１つは、市場はできあがりつ

つあるが、水,1Fのような特徴を持ったiIf輔はないことである。水雷は図

解をテーマにしているが、似Ｉ解をＦ職とぢえ、Ｉl的を発想ﾉJ・企両力の

向l:にrtいているこういうコンセプトの水はまだないだろう

このように琴えた水!'ドの｢タイトル｣は、企両怠凶、コンセプトと‐賞

する｢雌強の職略はｍＩｊで立てる！」とした「造本｣は256ページ仕立て

で、Ａ５判の火きさ、ソフトカバーである「価格｣はターゲットが明確で

あることと、お'11'叩.ち感を馴成するために1,50()111とした「配本｣は本,I｝

の性価を勝えて、ビジネスマンが雌まる間都|割の大姻１１F店に集中させる．

蝦後に｢プロモーション｣であるが、もともと本‘!}の企画の発生地である

雑誌｢ダ.カーポ｣|、’IFIiiiに水,Iのさわ()を柵Ili1iしてくれた雑誌..The21｣に

,I部や特鵬をお願いしようと思う

“アウトフレーム活用例(2><クリエイティブな発想を生み出す〉

飛背のⅡ:‘|Ｉの１つに帆職指導というのがあるｰ特にマスコミに入りた

い学41《の指弾を｜･敬年やっているマスコミというところは企lIIiiをした

()、虻iWrを‘I｝いたりすることが11淵なので、やはりこういう能ﾉJに恵ま

れた人を欲しがるようであるそれを11111Wfするためか、クリエイティブ

テストという企lI1IiﾉJを､lllWi:するものや作文が試験に使われている”

クリエイティプテストや作文も企Illiiとよく似たところがある。それは

今までⅡＩ.↑黙ｸ;|IでIWiられて匙た分1111であること、でざる、できないが､||断

ｊ脚(になっていた点にある。、'1然へi端は、これはおかしいと券えるウ:｣鮒

の人|ﾊlである。だからIIlliにでもできるようにしたいと答え、この分野に

アウトフレームの,lﾃえ〃をIJiち込んだまずはクリエイティブテストの

第１、i､,雌でも似れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術３５



アウトフレームをご覧いただこう（図１－４－３参照）

クリエイティブテストというのは、一兄荒Ｗ撫附だと思われる出題に、

独ｎの需えを作っていくものである例えば、バケツを１１１にｌ()０ﾉﾉ仙

允る方法だとか、５分間の天気予報の視聴率を80％にする〃法などとい

う問題が出題されるもちろんフツーに考えてはいけないとんちとい

うか、ウィソトというか、そういうひねりを効かせた群えを出さなけれ

ばならない

とはいえ、まったくのデタラメではダメである根拠があり、筋逆が

辿った、それでいて独創的な答えが求められる。根拠と筋道、これを作

ることにアウトフレームは適している,、ここでは'1本テレビがⅡ他した

｢'1州!|Ｉの人をlIilll#に感助させる〃法｣をどのように勝えていったかをご

随いただこう(図１－４－４参照)。

まず｢出題｣を冷静に分析することから始める。これはIlij跡を分析する

ような盛'地である。1111題は｢111:界!|Iの人を同時に感肋させる〃法｣なので、

それを細かく分けて'111を検討すればいいかをIﾘlらかにするここでは｢''１

界Ｉ'1｣IlIil時｣｢感助させる｣という３つが｢検討要素｣だとわかる，さらにそ

の要莱をどのように豚えていくか、その方針をlﾘlらかにする。それが｢出

題の検討｣である世界同時というわけだから、思想とかＩ雑を超えたと

ころからアプローチしなくてはムリだろう

Ｗｌｌえば、「人類｣というような切り１１でなければM堺全休のＩＨＩ心を雌め

ることはできない。また時間の問題からいけば、’1t界IIil時にテレビで放

送するようなことをしなければ達成できないだろうここまではIli場の

分析をして、戦略の方向性を抽出するのにとても似ている

それでは戦略の策定に脇るとしよう検ｉｌ結果を解決する糸１１、それ

を｢着眼点｣とした人類という視点からみるとI危機｣をテーマにすれば

関心が集11Ｉするのではないか。そのなかでもいちばん身近な仰威である

｢峨爺｣はどうか。もしアメリカとイラクが核戦'１６を始めたといわれても、

ウソとは思えないだろうこれを、テレビを使って仮想映隙化する。「ア

メリカとイラクが．触M'1発の状態になり、核戦'ｉ１が始まる,!『能性があり

ます｣などと伝え、予想披害状況を世界Ｍ時にテレビで延々と流す。そし

てそれが股冊測に達したとき「ぎりぎりで回避しました｣と洲liし、IIil時
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図傍1-4.3》クリエイティブテストのアウトフレーム

I検酎要素

隆

:解釈 蚤

|遍窪'一妙－１鋤|窪鍾Ｉ
'1図＞１．４瞳４》クリエイティブ．テストのアウトフレームの例
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・人瀬という視点で考えた場合､共通の関心事は危僚であろう。

・自分たちが滅亡する可能性､これだけ惇共逆のテーマとなりうる。

・そのなかで､最もリアリティがあり､恐ろしいの膳戦争である。

,仮想賎像でアメリカとイラクが核戦争と芯る可能性が高いことを放送し､患定被害予憩
・岨界点に通した段階でその｢回遊を伝え.すばらしくきれいな｢稲規けの践侭

を延々と流す。

瀞濡す局

ー 披戟二開冶､その予想顕醗を辿界同時に
流し､回選信報とともに絹漉けの腰鹸を流Ｚ
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に朝焼けの映像を流してはどうか。

感動は、抑圧から解放され、そこに希望が兇えたときにたやすく起こ

る。戦争という危機→回避→朝焼け、というシナリオでこれを意識的に

起こそうというのが、この企画のjIlいである。アウトフレームの｢解釈」

｢結果｣｢解答｣のところを順序立てて考えていけば、このような答えにた

どりつくだろう。

＊アウトﾌﾚー ﾑ活用例③<優れた文章を書く＞

もう１つ、作文を書くためのアウトフレームをご紹介しよう。作文も、

アウトフレームを使うと、均鷺で、おもしろい発想や文歳を作ることが

できる｡まずは完成した文からみていただこう．

【参考文例】タイトル｢インターネット」

カシャ、ウィーン、ジャーン。新しい世界の扉が開く音色は、「ツ

ァラトウストラはかく語りき｣ほど激しくはないが、荘厳である。

インターネット。この血脈にも似た広範なネットワークは我々の

世界を大きく変えた。哲学者の中村雄二郎氏は｢現代のコンピュータ

ー・サイエンスとそのテクノロジーが人間にもたらした－つの全く

新しい現実である｣とそれを解釈する。我々が存在する世界とは異な

るもう一つの現実。だからこそ、そこでは現実(リアル)も成立し、フ

ィクションも成立する。ここにインターネットの功罪は起因するの

であろう。

私の友人Ａはネット上で違う人格を演じるネカマ(ネットオカマ）

である。友人との関係に嫌気がさした彼が逃げ込んだところがイン

ターネットであり、妙齢の女性の振りをして男性を誘惑し、その男

性を軽蔑することに喜びを感じている。最近このような同一性解離

志向を示す若者が急増しているそうだ。この意味ではインターネッ

トは障害を生起する病巣といえるかもしれない。

一方、友人Ｂはアンティーク時計のホームページを作り、ＢＢＳ(掲

示板)で熱弁をふるう管理人である。普段のＢはおとなしく、人見知

りの感がある人物であるが、BBSでは明るく、快活な管理人となる。

3８



これを始めてから現実の世界でもＢはみるみる快活な人物に変容し

てきた。この意味ではインターネットが彼を進化させたといえるの

かもしれない。

インターネットはビジネスの可能性を高めた。さらに人間のあり

方さえも変える可能性を持っている。ただし現在は、いい方向にも

悪い方向にも機能しているようだ。精神科医の香山リカ氏は｢現実社

会に耐えて生き延びるためのサバイバル術、新しい社会への適応の

一形態｣と建設的に解釈する。インターネットを、友人Bのような人

間'性の進化の方向に位置づけていくことが必要だと思う。

そしてこの作文を作るために使ったアウトフレームがドの図１－４－５で

ある

次ページの図1-4-6を参照しながら読み進んでみよう。「タイトル｣｢コ

ンセプト｣のところでは、’j,えられたタイトルからどのようなコンセプト

とするのかを決めてほしいタイトルにしたがってダラダラ文厳を１１$く

のでは、小'､ｿ:ﾉkの悠想文になってしまうそうならないために、タイト

,図傍１．４－５１文章を書くためのアウトフレーム

タイトル

燭
コンセプト

｜予想される|読み手の評価’

全体のデザイン

200宇山で

｢－匹壷逗Ｆ
600字１１で 800字職で

一雨

匹旦 ■国 画唖廼ヨ

〆 『
〆
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ルからいったい何を述べるかを|･分考え、先に決めてしまうのである。

炎呪例ではタイトル｢インターネット｣に対して、コンセプト「インターネ

ットの111能性が'１本を倣う」がＩ設定されている

続いて｢予想される読み手の評価｣である。作文を作るときの大きな過

ちに、読みＦの'又応を勝えないということがある’'１分の文厳を読んで

もらった後に、，挑み]２にどのような鉱排ちを排たせたいのか。感仙させ

たいのか、感心させたいのか、あるいは典感させたいのかそれを瀞え

ずにいい文噸は,I｝けないここをきちんと決めてしまうことが作文上達

の早道といえる

さらに｢全体のデザイン｣をするという考え〃をする文字散が提示さ

れたら、まずその';:激をＩ群分してみよう就職の作丈は8()()'r:である

ことが多いので、８()()÷4＝2()0字を１つの11安ときえることにする。こ

うして分割した１つのブロックで何を表現するか、それをあらかじめ決

めてしまう‘ﾙﾉﾉ心門の賜合、文章を無意識に,Iいて成功することはほと

|図＞１．４．６９文章を轡くためのアウトフレームの例

-|タイトル

インターネッに－塗りＩ
｜コンセプト

インターネットの可能件が

予想される読み手の騨価

白木を救う

石者らしい世界を描写しつつも、又軍腫上手である日本の将来Ｌついて過
高速な見駁を)きている

全体のデザイン

'弓200字豊ｒ－Ｆｒ弓400字まで戸ｒ－1600字までＦｒ一1800字藍で｢一一

ｌ‐‐~-１ k.混唾凸１
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