
んどない。できるだけ慰縦的に、丈iWtを作っていこうとみえたほうがい

い。そのためには企体を.1聯分して、’四ﾉkIﾙ柳IIiを迩拙-ﾘー るとよい“炎塊

例は、

①インターネットの可能性＝問題提起

②呪爽逃避をするネカマの反人Ａの例＝‘だ例

③新しい''1分を伽衆するＢＢＳ櫛j'11人Ｂの||l＝卿'１

（41インターネットは人間を進化させる〃lＡＩに|姉'tづけられるべき＝

結論

とデザインされている。こうしておけば文厳の令休榊造がイメージで

きるだろう

雌後にこの１つをさらに細分化して｢目次｣を作ろう，１つのブlフック

が200'i':だとして、それをさらに３つ程度に細分化してタイトルをつけ

れば、１つのタイトルは70字碍度で表現すればいいことになる。こうい

う怠識づけをすれば、文唯をilにうという怠欲が尚まり、葱味のある文

厳になっていくそうして結采的にいい文iVtになるのである

もちろんこのアウトフレームを記入する際には、｜･分に思号のトライ

アルをしてほしい､，ああでもない、こうでもないといろいろ悩みながら、

このシートに記入していってほしい

第１画誰でも優れた戦略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術４１



鋤Ｅﾒー ﾙというｲﾉべー ｼｮﾝ

4２

義理の母にすごいのがいる。もうとうに60歳を過ぎているが、何

をやらせてもうまい。料理は玄人はだし。特に煮物は出しを強くし、

醤油や塩を抑える本格派である。また50歳を過ぎてから始めた民謡

や三味線は名取になるだけでなく、その後、師範となって自宅で教

えている。さらに花札などのゲームもうまい。箪者が本気になって

かかってもあっさりひねられてしまう。こちらも相当自信を持って

いただけに、かなり悔しい。

彼女は年齢のせいもあるが、特別な高等教育を受けていない。普

通に高校まで進み、勉強には興味を持たず、普通に結婚した。旦那

は警察官であったので、ごく平凡な生活をし、２人の娘を育てあげ

た後、自分の道楽に逼進したのである。

しかし、もし特別な高等教育を受けていたとしたら？決して身内

のひいき目ではなく、ひとかどの業綱をあげていただろうと思う。

少なくとも、箪者以上であったろう。彼女の独創的な料理の仕方や

花札の記憶力、策略をみると、きちんと教育さえ受けていれば、ノ

ーベル賞も夢ではなかったような気がする。

一方、彼女よりも若い主婦たちの間で発明ブームが起きている。

男性ビジネスマンでは決して気がつかないような発明で億万長者に

なっている者もいると聞く。形が変えられる落としぶたや通常の半

分の大きさしかないダイエットスリッパなど、主婦の暗黙知が形式

知となることで生まれた発明である。義理の母のような人間が、そ

の力をビジネスに向けたからであろう。母の時代では起こらなかっ

たことが、今の時代では起きている。

発明の成功者のインタビューを読んでいて興味深いことがあった。

それは発明そのものよりもそれを形にすることのほうが大変だった

という意見だ。毎日の生活のなかで｢こういうものがあったら便利だ

なぁ｣という意織はつねにあった。また、それを実現するために自分

で工夫した商品もどきを作ったりもした。しかしこの後、それを文

／

／
／



之呈冒

鋤ＬＵｍ

章にして申請する段階でつまずくのだそうだ。商品もどきを作るこ

とには何の抵抗はなくても、それを文章化して人に説明することが

できなかったというのである。

ここで一役買ったのがキーボードである。雑記用具を使って文章

を｢書く｣のには抵抗はあっても、キーボードを使って｢打つ｣ことに

は抵抗がない。これはＥメールをやっているからだそうだ。Ｅメー

ルは手紙を書くのとは違い、口語に近い言葉を打てばいい。かつて

行われていた井戸端会識を、インターネットの世界でやっている感

覚である。これが習恨として根づいたおかげで、主婦たちは自分の

発明を形にすることができた。

これはとても大切なことだと思う。義理の母のように優れた人間

でも、いったん家庭に入ってしまったら、その範囲でしか実力が発

揮できなかったのが２０世紀だった。が、２１世紀はこういう人間に自

分の力を発揮できる環境が与えられる。Ｅメールというイノベーシ

ョンはコミュニケーションを円滑にするだけでなく、暗黙知を形式

知化するという副次的効果ももたらしていた。こういうことが、実

はまだ気がついていないだけで、たくさんあるのではないか。

そして、本書で提唱する｢図解｣もまた、このキーボードと同様の、

いや、それ以上の効果があると思うのである。

鰯１童仰碓でも倣れた峨略が立てられる｢アウトフレーム｣の技術４３
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アウトゾレームを使っていくらＩＩｉｉＷｉで脱iWJのある戦略を勝えついた

としても、それを今度はプレゼンテーションなどでまわりに理解させて

いかなければならない。そのときもやはり｢|､xl｣というものが砿喫な.F殿

となる。

この縦ではまず、’11Ｆに何かを|次える際に川いられる３つの炎ﾙ,l方法

について巻えてみる

ここにその３つの表現を用意してみた。「文判｢閃形化｣｢似Ｉ解｣の３つ

である。これらはすべて、｜ﾉﾘ容はlIilじだが、表現の形を変えてある．そ

れぞれが表現として、どのように災なるかを叩解していただくのがIＩ的

であるまずは｢文箪｣である

写
Ｉ ｢文章｣｢図形化｣と｢図解」

韓３つの表現

4６

太宰治への読書行動のモデルを作成してみた。このモデルは大き

く３つの装置、「人間失格｣を読む気にさせるくトライアル装逓>、太

宰の他の作品を読みたくさせるくリピート誘導装置>、太宰の作品を

全て網羅したくなるくリピート装置>から成る。

まずはトライアル装置。思春期を迎えた若者、特に早熟な連中が

同世代の既読者の口コミやうわさで｢人間失格｣を読む。そこで強い

影響を受けて、周りの仲間に推奨する。これが何世代にも渡ること

により口コミやうわさが定着し、思春期になると｢人間失格｣へのト

ライアルがかかるようになる。

次はリピート誘導装置。推奨された人間は、今までに出会ったこ

とのない分かりやすい口調で退廃と挫折を語りかけてくる太宰にど

っぷりハマる。まるで自分のためだけに話し掛けてくるような太宰

に強い紳を感じてしまう。そして他の作品も読みたくなってしまう。

つまり、「人間失格｣という作品よりもそれを書いた太宰治という人



間自体に魅力を感じてしまうのだ。

最後はリピート装世である。何冊か太宰作品を読破すると、周り

に太宰シンパと言われる人や太宰を本格的に研究している人が現わ

れる。そこで太宰、および太宰作品についてお互いに感想や意見を

述べ合うことになる。これらの人たちを広く太宰ファンと呼ぼうと

思うが、彼らの意見は不思識と一致する。これは太宰という作者を

起点として作品を論じるからである。そして、この会話を通じて自

分がまだ知らない太宰作品を知ることになる。そうするとその作品

が読みたくてしょうがなくなる。この繰り返しで、あらゆるダイブ

の太宰の作品を読破することになるのである。

これは姉杵がかつて縦,淑こ褐,11tした文iWtの‐部である作家太宰端のフ

ァンになっていくその過擢を椛荷なりに勝えてみたことが,酷かれている。

さらに、この文噸を｢似|形化｣したものが次ページの図２－１－１である

これはいいたいことの附造を似l形で炎呪して、そこに腿点だけを11}いた

ものである。先の文Wfはトライアル装棚、リピート砺導装悩、リピート

装憧という３つの観点から述べられているので、これを３つの脚形で表

現したさらにそれらは、慨喚、枕,ｉｆ対蕊、結果という視点でi１Fかれて

いるので、それを縦'IillIにして、マトリックスで炎現した

さらにこれを｢例解｣してみたのが49ページの図2-1-2であるいいた

いことを、図形を細み合わせて炎呪するのである「Ixl形化｣は|､xI形を配値

して、そこに要点をIIl;けぱよかったのだが、この収Ｉ解は似l形を組み合わ

せて炎呪するので、センスが必哩となるわかりやすくいえば、阿形化

は文唯を|:<|で炎４，ｌする「l:ﾉ§｣、Ixl解は幻i'tを似|で炎呪する|彼i''１｣である

このように３つの“,lを巡統して､脆くてみると、その述いがよくわか

るだろう。内容を理解するという点でいえば、文噸→図形化→図解のllln

で役に１kつ。一〃、とつつきやすさ、かっこよさという点からはIxI解→

Ｍﾙ化－し虻iWtのⅢ1となる

＊９つの表現､そのメリットとデメリット

さらにもう少し突っ込んで、文i,;'tと似|のメリットとデメリットを吟え

蝿２寂（相手を瞬時に納栂させる「図解｣の技術４７



てみよう‘

文1ｆｔのメリットは、ル'11かいところまでくまなく恥解させることがでと、

Ｉ沈みｆに,洪解や蓄え述いを起こさせにくいところであるだからﾙ,ﾘﾙで

実際に側く者にとってはとても後立つ。一方、デメリットは、とつつき

の悠さにある。いきなりズラズラと11｝かれた文ｉｆを施されてうれしい人

はいないだろう‘,税側してＩﾙｉｆみ進めなければIAI'祥が弧に入ってこないと

ころが文蹴の雌点である

。〃、似lのメリットはとつつきのよさにあるⅨ|形化とlxI解を比べて

も、文'骸数が少なく、適度にデザイン化されている似l解のほうがとつつ

きやすい｜:<lで柵成されていて、文'j':が少ないというのが雌大のメリッ

トである－〃、デメリットは、脱lﾘ'されないとよくわからなかった()、

|図＞2-1-1》太宰ファン増殖モデルの｢図形化」

太宰ファン増殖モデル

画 一回し 兵画

装置名
〃

概要

読書対象
ジ

結果

4８

トライアル装置

･黒吾期を迎えた濁替に

起こる。

･周囲の早熟な宕苔がら

口コミやうわさで誘発
される

人闇失格

・１人闇欠損jの口コミやう

わさは何世紀にもわにる
ようＩなる。

･思石期になると自然と｢人
間安福Iを霊んでしまう凸

リピート誘導装潰

，退廃と挫断奄朋りかけて

くる太宰にどっぷりハマ

る。

,太宰に強い幹を感じてし
まう。

太宰の人間失格以外の作品

o作品より巷太宰という

人間自体に興叫老撒つ
ように芯る。

リピート装置

･太1-,-シンパや研究街と

出会う

o彼らと太宰について語る

と不思京と感想や意見が
一致する。

太宰のさまざまな作品

■

窯黍という作葡逓鵡齢

として、作品が臆じら
rlる。

０画分の知らぷぃ太宰櫛晶

はすべて醗霊したくなる‘



届

＊迅速な意思決定の必要性から｢図解｣が求められ始めた

従来、１１本というllilの意思決定は、喫縦といわれる形式で↑fわれてき

た。これは1,.から上へ、上Iilのハンコを|||､脈にもらっていって、総懲で

決定するやり方である。このときには文蹴を決妓｢1噸と一緒に添|､l･し、

ｋ

|図傍2-1-2’太宰フアン増殖モデルの｢図解」

太宰ファン増殖モデル

画|コミ／うわ性

<太宰の人間失格以外の作品〉〈太宰のさまざまな作品〉

広く太宰ファン

「
１

■●●●Ｏ●●寺●●｡●■
Ｖ

●■

太宰シンパｑ
●
■

より深い大室暁者

勝下にI洪読してしまったりするところにある。文’i'2が少ないぷんだけ、

,ｉ';し０１.蝿でＩＩｌｉ足されないとわか')にくい。

こう琴えると、慨に文噸がいい、似|がいいという11'1断はドせない。理

解という点では文漸がいいし、とつつきやすさという点では側がいい“

とはいえ、川の流れからいえば、Ixlを川いた思考や炎呪が好まれる傾向

にある。もちろん水,I｝もそういう流れを受けて川版されている，そこに

はどんな」:IMI1Iがあるのだろう？

第２章相手を瞬時に納梱させる｢図解｣の技術４９

<人間失格〉

’
にD

●●D●●●●■■●●■●●6

思春期を迎えた若者 他の｢太宰|未読者

碧例篭

ノ

ｉ
里

■|コミ／うわさ

トライアル装置 リピート露導装置；
坐

リピート装固
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5０

それをじっくり読んでもらってハンコをもらえばいいのだから、文歳の

ほうが郁合がよかった。

とはいえ、この方法は時間がかかるので、迅迷な恵思決定には向かな

い。仕事が単純で、環境の変化もあまりない時代だったらこれでもよか

ったのだが、仕事が裡雑になり、環境の変化が激しい時代にはｲ《向きで

ある。ｌ｣本もバブル期のIiii後にlt4Fのやり方や恵忠決定のスピードがシ

ビアになってきたので、この粟搬というシステムが適さなくなってきた。

ここで台頭したのが｢プレゼンテーション｣である。プレゼンテーショ

ンとは、関係者を一堂に集め、説明し、・気に合意に持ち込むやり方だ。

ドから上に、順番にハンコ取りをしていく巣搬と速い、こちらは関係背

全貝が．気に説明を受け、恵思決定を迫られる。ビジネスのスピードは

こちらのほうが格段に速い。

そしてここで一役買ったのが｢凶｣を活用した企画沓というわけである。

プレゼンテーションでは、その場で理解してもらい、そしてすぐに慰思

決定をしてもらわねばならない。そのためには、とにかくわかりやすい

企画卦で説明することが要求された。そこで企1曲隣を図形化したり、脳ｌ

解したりしてわかりやすくする1冒夫がされた。言い換えれば、プレゼン

テーションの機会が増えるようになって、企画書は｢図｣で表現されるよ

うになったといっても過高ではない。

この流れは岐近さらに顕著である。メモ程度のものから本格的な企画

書まで、図で考え、図で表現することが主流となっている。図で考える

方法は前の章で解説した。本章は、文章と図形化、図解の述いを理解し

ていただき、実際に文意を図形化する方法、図解する方法を、実例をま

じえながら脱明していく。



２ 図形化の方法

ここでは先の太宰治についての丈蹴がどのように似|形化されたのかを

脱Iﾘlしていく｜･xl形化というのは、ｌＷで史lWtのﾙ造を炎呪し、そこに父

噸の喫点をｌｉＬ1人していく方法であるが、これはドIiLlのNllIiにしたがって

行う。

①述べようと思う全文を思い派かくる(ないしは全文を,I｝いてみる。

雌初のうちは彩少めんどうでも全史を,Iドいてみることを伽M)る．

IiijiWtの作父のアウI､フレームも参照されたい)。

②その文唯の椛造を分析する，全体はIIIIl間の文iWf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。

③その結果を似|形で表現する

：1さらに佃々 の|､xl形ごとに、その似|形|ﾉﾘ部のｌｌｌｉ造がどうなっている

かを分析する

⑤その結果をさらに図形化する

⑥各図形に文章の要点だけを記入する

Ixl解と述い、似1形化は慨れさえすれば縦にでもできる文iWitを兇やす

く、まとめればいいのだ

＊太宰治についての文を図形化してみる

それでは先の文噸を使って似l形化をしてみよう

く、、1つに分けることができる

まずこの文iWrは火き

太宰治への読書行動のモデルを作成してみた。このモデルは大き

く３つの装置、「人間失格｣を読む気にさせるくトライアル装置>、太

宰の他の作品を読みたくさせるくリピート誘灘装迩>、太宰の作品を

全て網羅したくなるくリピート装置>から成る。【１】

まずはトライアル装置。思春期を迎えた若者、特に早熟な連中が

第２童相手を瞬時に納柵させる｢図解｣の技術５１



同世代の既読者の口コミやうわさで｢人間失格｣を読む。そこで強い

影響を受けて、周りの仲間に推奨する。これが何世代にも渡ること

により口コミやうわさが定蒲し、思春期になると｢人間失格｣へのト

ライアルがかかるようになる。【２】

次はリピート誘溺装迩。推奨された人間は、今までに出会ったこ

とのない分かりやすい口調で退廃と挫折を語りかけてくる太宰にど

っぷりハマる。まるで自分のためだけに話し掛けてくるような太宰

に強い紳を感じてしまう。そして他の作品も読みたくなってしまう。

つまり、「人間失格｣という作品よりもそれを番いた太宰治という人

間自体に魅力を感じてしまうのだ。【３】

最後はリピート装置である。何冊か太宰作品を読破すると、周り

に太宰シンパと言われる人や太宰を本格的に研究している人が現わ

れる。そこで太宰、および太宰作品についてお互いに感想や意見を

述べ合うことになる。これらの人たちを広く太宰ファンと呼ぼうと

思うが、彼らの意見は不思議と一致する。これは太宰という作者を

起点として作品を論じるからである。そして、この会話を通じて自

分がまだ知らない太宰作品を知ることになる。そうするとその作品

が読みたくてしょうがなくなる。この繰り返しで、あらゆるタイプ

の太宰の作品を読破することになるのである。【４】

この４つの文章は、【ｌ】が全体の椛造を説明し(「トライアル装価｣｢リ

ピート摘導装慨｣｢リピート装世｣の３つから成るという文噸椛造)、その

下に【２】【３】【４】の文章が３つ、並列の関係となっている。これを図形

化すると図２－２-１のように表現できる。

次に個々の文章を検討していこう。【２】の文章を分解してみよう。

。まずはトライアル装織。

●思春期を迎えた特者、特に芋熟な連中が①

●同世代の既読者の口コミやうわさで｢人間失格｣を誠む。そこで

い影響を受けて、周りの仲間に推奨する。②

5２



・これが''１１'1t代にも波ることにより１１コミやうわさが定ilfし、③

・忠僻Ulになると「人lHl失桁｣へのトライフ'ルがかかるようになる‘

④

というようになる。これらはどのような視点で,'かれているかという

と、まずは、トライアル装綴とは何かという｢概要｣が１１かれている。こ

れは忠｛創りlを迎えた''１桁に起こり(1)、｜‘Iilllllの!IL熟なハ:杵から１１コミやう

わさで総発される②という部分である次はIIIIが,沈まれているのかとい

う｢読書対象｣である｡これは｢人間失陥｣が読まれるという②にあたる。

さらにトライアル装憧はどういう結果をもたらすかという｢結果｣が11か

れている。これは|,人lllI失陥｣の１１コミやうわさは11111t代にも漉るように

なり③、忠/測りlになるとI'|然と｢人IHI失枯｣を縦むようになる.lという部

分である。

こうやって個々に検討してみると、この文竜は｢概要｣｢誠,'｝対繋｣｢結

果｣という３つの視点から11かれている。そして他の｢リピート諭騨装li‘･I}」

｢リピート焚悩｣のところも'11嫌の視点でiIかれていることがわかる

|図伊2-2-1》「図形化｣<ステップ１〉

太宰ファン増殖モデル

匙mＬ 睡迅一典圃ロ

トライアル装置 リピート誘導装置 リピート装澄

第２軍相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術５３



まとめると３つの装縦が、３つの視点でI1fかれているということにな

るこれを側形化すると図２－２－２のように炎塊できる

さらに光ほど分解した、【２】のトライアル装置の要点部分を記入する

と図２－２－３のように炎現できる。

統いて【３】のところを【２】と同様に分解してみよう

・次はリピート読螺装棚

●惟挺された人間は、今までに出会ったことのない分かりやすい１１

「淵で退廃と挫折を語りかけてくるﾉk幸にどっぷりハマる。Ｌ

●まるでｎ分のためだけに話し掛けてくるような太宰に強い緋を感

じてしまう巴

●そして他の作,YＩも縦みたくなってしまう③

ｏつまり、人|H1失桁｣という作品よりもそれを１１Fいたﾉk幸治という

人lMll'1体に魅ﾉJを感じてしまうのだ。④

と分解できる（Tと②が｢概要｣部分であり、③が｢読書対象｣、④が｢結

果｣であるこれを11さ加えると図２－２－４のようになる。

|図>２．２．２シ「図形化｣<ステップ２〉

装固名塑
車■ゴ

概要宝

読醤対象

結果
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太宰ファン増殖モデル

■ 迅 一 日 圏 Ｌ－厘劃

トライアル装置 リピート誘導装置 リピート装置



図傍2.2-3】｢図形化｣<ステップ３〉

装匝程

概要

読闇対象

結果

太宰ファン増殖モデル

、幽一一睡Ｌ虫画

トライアル装悩

･思番期と迎えた蒋宥に

起こる‘』

･周囲の早熟な若者から
口コミやうわさで騰発
念れ為,、

人間失格

。「人間失格｣の口コミやう

わさは何世代にもｐたる
ようになる

。思智期に邪ると自然と｢人
間失格陀続んでしまう。

リピート賦源蛙世 リピート装脳

図＞２－２－４３「図形化｣〈ステップ４〉

装置黒

概蓉

読書対象

結果

太宰ファン増殖モデル

産辿」■麺一 典 画

トライアM1塵罰T堂

･思蚕期を迎えた名者に

起こる,，

･間園の!;!別な稽例から

口コミやうわさで麟発
きれる。

人間失格

｡『人間失措｣の口コミやう
わさI蔑側世代にもわたる

ようになる．

･思菩鵬に写ると呂然と｢人
醤美溢:を蓋んで1-,蓋う全

リピート誘導装置

､理踊と逆祇を蕊、かけて

くる太宰にどっぷりハマ
る．

､太宰に強い獅牡感じてし

まう

太宰の人間失格以外の作品

,作品よりも太宰という

人間自体に輿聴を１hつ
鍾弓に芯為凸

リピート装瞳

第２愈′相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術５５



さらに【４１の部分を分解する。

・雌後はリピート装祇である．

Ｃｌ｢'１冊か太'権作品を読破すると、周りに太宰シンハとIiPわれる人や

太宰を本格的に研究している人が現われる１

ｏそこで太宰、および太宰作品についてお爪いに感想や慰兄を述べ

合うことになるこれらの人たちを広くｋ'撚ファンと呼ぼうと思

うが、彼らの葱兄は不忠,識と一致する。２）

・これは太宰という作者を起点として作品を論じるからであるそ

して、この会話を通じて自分がまだ知らない太宰作1V,を知ること

になる③

ｏそうするとその作''１，１，が縦みたくてしょうがなくなる‘（１）

ｏこの繰り返しで、あらゆるタイプの太宰の作,'1,1を,洲破することに

なるのである。⑤

(1)と②は｢概要｣部分、③と④は｢結果｣部分。そして⑤は｢読審対象｣部

分とな為

I図伊２．２．５》太宰ファン増殖モデルの｢図形化」

装直名シ

概 要〆
〆

概要

読悪対象

結果

5１５

太宰ファン増殖モデル

冨麺Ｌ §』
トライアル蓑置

､思審期を迎えた若者に

起こる．

p間凹の早熟呼蕃省から

口コミやうわさで誘発
まれ為一

人間失格

｡「人間失椛｣の口コミやう

わさ雌伽#代|‘・紗わたる

ぶうに芯る。

､思春期に怒ると自然と｢人
間失格｣を読んでしまう。

リピート誘導装置

､退廃と挫翫を語りかけて

くる太室にどっぷりハマ

る

･太宰に強い群を感じてし
まう。

太宰の人間失格以外の作品

D仰品よりも入牢という

人間自体に興味逓凋つ
ようになる。

リピート装置

o太宰シンパや研究醤と

出会う

｡彼らとよ噸について脳る

と不思綻と感迎や懲見か
一致する。

太宰のさまざまな作品

･太宰という作荷と趨点

ハノて、｛1品が腕じら

イ・1る。

･自分の畑ら融い太宰作品
はすべて紬値したくなる凶



これを[Iき加えると光成である(図２－２－５参照）

鐙｢図形化｣の効果

図形化はプレゼンテーションする側にも受け手にもすばらしい効果が

ある。

プレゼンテーシＩンする'11||としては、

11,|､xl形化することにより、諭恥|附進をIﾘIWiiにすることができる

②いいたいことをIルホすることができる。

一方、受け-Ｆは、

①兇たｕがとつつきやすく、兄たいという意欲も柳く

②全休椛造と部分のII1j方がわかるので、剛解がしやすい

こんなに優れた炎呪法であるにもかかわらず、驚くほど簡iiiにできる。

まずは図形化を群得することが、「同｣で思考・表現する111道である。

奪図形化のケース･スタディ

今度は別の史('iiを似|形化してみよう。まずはドI1Llの文f;'tを!沈んでほ

しい、

現在の社会環境は、ＩＴというキーワードを使わずには説明できな

いほど、それが果す役割は大きい。とはいえ、その概念はきわめて

広いため、ここではブロードバンドという観点から述べることとす

る。なぜなら、｜Tが現実化する初期段階はブロードバンドが市場を

牽引するからである。

さて、ブロードバンドとはインターネットを大容量化する技術革

新と言える。これにより今まで消費者がストレスに感じていたこと、

例えば、ネットサーフィンがスムースにいかなかったり、不安定だ

ったりすることが解決されるのである。一方、新しく得られるメリ

ットもある。その一例としてストリーミングをあげてみたい。【１】

ストリーミングとは、映像/動画をインターネットで見ることであ

る。ブロードバンド以前の環境では動画を見ることはできなかったｃ

これが．可能になると新しい、いろいろなメリットが生じる。ひとつ

第２軍＝相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術５７



には、オンデマンドで、リアルタイムに見たいものが見られるよう

になる。例えば、今まで見られなかったテレビの再放送や、借りて

こなければならなかったレンタルビデオの映像がいつでもインター

ネットで楽しめるようになる。二つ目は、世界中のどこにいても楽

しむことができるようになる。インターネットは世界中に張り巡ら

せてあるから、海外から日本の番組を見ることができる。例えば海

外に出て、今まで続けて見ていたドラマが見られないということは

なくなるのである。三つ目は、フェイス・トウ．フェイス(面と向か

ってのコミュニケーション)が実現するようになる。リアルタイムで、

映像/動画を流すことができるのだから、いよいよ個人レベルでの

｢テレビ電詰｣が現実となることを意味する。【２】

要約するとストリーミングは、まず｢いつでも｣、これはタイムフ

リーを実現することを意味し、次に｢どこでも｣、これはプレイスフ

リーを実現することを意味する。そして｢誰とでも、面と向かって｣、

これはコミュニケーションフリーを実現することを意味している。

【３】

このようなことが現実となると、人のコミュニケーション能力を

進化させる方向に働かせるようになる。言い換えれば、既存の制約

を解放し、人間のコミュニケーション欲求をさらに充足させること

となる。結果として、不完全であった非対人コミュニケーションを

完全に近いコミュニケーションにまで高めることとなるであろう。

【４】

この文蹴は火きく‘1つの部分からできている｡まずはこの４つの関

を考えてみよう(図２－２－６参照)。

【ｌ】はこの文章の｢前提｣になっている。社会環境を述べようとする

の文章全体の前提として、ＩＴという切り口から述べようとしているの

が、ＩＴという概念自体が広すぎてうまく脱明するのはむずかしい。だ

ら現実化しているブロードバンドという、ＩＴの下位概念から説明する

いっている。そしてこの部分を受けて各論を述べているのが、【２】

【３】である。【２】はブロードバンドのメリットとして管場する｢ストリ

まずはこの４つの関係

社会環境を述べようとするこ

5８



１３１
I旦些【ｽﾄﾘーﾐﾝグが可能にすること，

|図隣2-2-6》文章を分解すると

ミングが''1能にすること｣を３つの例をリ|いて脱Iﾘlしている．【３】はその

【２１の甥約となっているつまり、【２】＝【３】という'＃造である．そし

て【､１１は今まで述べてきたことの｢結果｣となっている

続いて、Ixl形lIill:の関係を考えてみる‘Ｉｌｌの部分は｢前提｣であり、今

後の展開の起点であるので矢印をドに引く。【２】【３】は典ん1'1の部分に

ＩＩＷ１Ｉするが、【２１が脱IﾘI、【３】がその喚約という側係になっているため、

ﾉ!§から【iへ矢|;'1を引いて横に､liiべたこうしたほうがＩM'Ⅲ的にflM解しべ，

すいからであるそして【ｌ】【２】【３１から｢結果｣として【.１１が導き出せ

るので、矢印を【･Ｉ】に引く．こうしてできあがったのが、図２－２－７で

ある

さらに、併々 の|､xl形に腰点をIIL1人していく。まずは｢前提｣の部分を分

解する。

・現ﾊﾐの社会環境は、ｌＴというキーワードを使わずには説明できな

いほど、それが果す役削は大きいとはいえ、その概念はきわめ

て広いため、ここではプロードバンドという肌点から述べること

とするなぜなら、ｒｒが４，l’災化する初期段階はブロードバンドが

１１１

第２画相手を瞬時に納偲させる｢図解｣の技術５９

〉前際

、
／

結果

１４｝



Ilij〃をポリ|するからである“①

・さて、ブロードバンドとはインターネットを火祥Ilt化する彼術'ｉｌＩｉ

新とiirえる。④

●これにより今まで消費苫がストレスに感じていたこと、例えば、

ネットサーフィンがスムースにいかなかったり、不安定だったり

することが解決されるのである。③

・・〃、新しく得られるメリットもある。その・例としてストリー

ミングをあげてみたい。④

ここはｋ記のように４つに分解できる。これを要点化すると、「ITは、

初期段階ではくプロードバンド>をもって具体化していく」｢ブロードバン

ドはインターネッ|､を人祥IIt化する彼術‘I|‘新である｣｢これは今までスト

レスであったことが解決される｣｢一・〃、新しいメリットも'こまれる｣とな

る。【２１【３】【４】も同様に喫点化して、似l形に記入すると右の図2-2-８
のようになる

|図し2-2-71さらに文章を分解すると

１１１

前提〉
【２】
－【ストリーミン

【４１

結果〉
BTO

’グが可能にすることが可能にすることＩ

－

‐L上

亡〉
Ｅ>’
Ｅ〉

、”

③回


