
２ ｢並列｣の表現法

＊｢並列｣はどんな場合に効果を発揮するか？

岐初は｢並列｣という投呪方法について,悦|ﾘlしよう、これは構成要素の

間に関係性がなく、単純に構成要素を並べて、それを１つずつ説明して

いく場合に使う。この方法は分析の結果や'Ｍさを報門するときに頓領で

ある。

分析の結果を羅列したり、１１ｉ'ﾉﾐを淡々 と述べられた()すると人はあきて

しまう。Ｉ淵査の報告などで淡々と分析紬鵬を述べるプレゼンテーターに

僻易したり、ついつい眠りに誘われたりした継験を持つ人は多いだろう。

′Ｗｆがこの表呪法を号えたのも、，|＃ﾘﾐの鮒11を脱IIllするときに、’1ﾘと

かＩＨＩき雁の関心をこちらに向けたいと思ったからである’1F'だの羅列と

はいえ、それがその後の職略提案の伽iであることがよくあるこのよ

うな場合、その事実を聞き手がしっかり皿解していてくれなければ、せ

|図し３．２－１９２つの要素を｢並列｣で表現する

並列<２の表現〉
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っかくのすばらしい戦略提案も受け入れられない。こういう憂き目にあ

わないためにも｢鞭列｣は効果的な我現方法なのである。

具体的には、前ページの図３－２－１のような表現〃法となる。

ＡとＢ(ＡとＢに関連性がない、もしくは対立関係)、あるいはＡとＡ

(ＡとＡは何らかの関係がある)という２つの構成要素を並べて表現する

ときに使う。このフォーマットを使うのは、比較的艮く、２つのことを

記述したいときが有効である。例えば、右の図3-2-2の災現例のように

ターゲットのプロファイルを明らかにしたいときである。特にオピニオ

ン解(影響力を持つ屑)と一般牌の温度差を見せながら、ターケットのイ

メージを明らかにしていく場合に向いている。

また市賜機会と問題点を列挙する場合にも使える。分析の結果から得

られた市場機会と問題点(メリットとデメリット）を対比しながら見ても

らうことができるからだ。

“並列〈3の表現＞

柵成要素が３つとなり、それをいろいろな形で並べることで表現する

方法である。８４ページの図３－２－３のようなフォーマットを使う。

これは企画書のなかでとてもよく使われる。３つの図形の関連性は、

①単純に３つの事実を妃述する、②あらかじめ３つの要素で構成される

切り1-1を用いて記述する。例えば、「衣｣｢食｣｢住｣とか｢心｣｢技｣｢体｣とか

音楽の３要素である「リズム｣｢メロディ」｢ハーモニー｣など、③１つの切

りl」を３つに分岐する。

この③の例が図3-2-4である。表現例は兼者がコンセプトを設計した

麻世のゲームソフトの例である。麻雀につきものである｢ツキ｣という考

え方をどうにかコンセプトにできないものかと考え、ツキを構成する要

素を｢呼び込む｣｢逃がさない｣｢呼び戻す｣と３つに分岐させることにした

のである。おかげさまで、このソフトはとてもよく売れているが、ツキ

を念頭に世いて無理やり３つの切り口をひねり出し、それを機能化した

と知る人はほとんどいないだろう。
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|図怯3割2.2】並列<２の表現>の例

ターゲットのプロファイル

|オピニオンカスタマー層Ｉ

児島孝氏(４２歳】

･雑醗Ｊ●●●●､1の副纏築艮である。

･自身でも取材をし、原穏を普く。対談
芯どの隙はデジカメで対験者を撮影す
る‘，

｡I則鳳隊という主蝿の投禍マニア准組職

しており、その賞金獲得の概子と｡＠
◎。_坐で紹介している。

･ゆえに彼女たちへの影塑力は大きく、
彼が推奨することによって動く層は
８万人は下らない。

|一般消費者層】

渡辺恵美子さん(３５歳）

･圭塑)､長男(B)､長女(4)の4人家族
と｡、包己

,独身時代は商社に勤めており、流行に

は敏感なほうであった。

･とはいえ、迂踊にブランドに流される
のではなく、自身の尺度で購貿するタ
イプである。

･デジカメは買いそびれていた。己うそ
ろそろ買い頃と思っている。

･自分の耐性が発揮できるデジカメはど
れなのか知りたがっている。

市場分析の結果

【問題点１

･目標(③万本>に対して、実売は大きく

下回っている(③ﾉﾙド)。

｡Ａ商品を除く、市期の啄収がはかれて
いない(A商品だけからしか顧客がと、
ていない)。

･後発で参入したにもかかわらず、戦い
の相手がNC‘1商品であるA商品になっ
てしまっている。

'店朋でのポジションがいまひとつ不明
研。刷客の明碗な隅貿動機が作れてい
ない。

1市場機会）

｡Ａ商品が絶対といわれる市場に、後発
で参入したにもかかわらず、１０％の
シェアを獲得した。

･参入に際しての広告活動は大成功をお
さめた、

｡Ａ商品、Ｂ商品を除けば、いちばん存

在感のある商品となった．

｡強い営莱力を背景に、店頭でのフェイ
ス取りは噸珊。

第３軍.~脱褐力が数倍になる｢図解企両窯｣の作り方８３



|図＞3.2.4》並列〈Ｂの表現>の例／麻雀ソフトのコンセプト

唖’

,図>３蜜2-3’３つの要素を｢並列｣で表現する

個々人の描牌からどういう牌か
危険牌芯のかを示唆してくれる
機能。

並列<３の表現〉

ついていないときほど他駁が早く
て、フシてしまうもの。そこで他

家の進行具合が色等でわかる機能
海つける｡
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＊並列<4の表現＞

ルド成喫紫が４つある場合‘これもよく使われるケースである。水,Iの

読者の〃々 には、マーケティングや)』《iIi関係のil:蝋の方も多いと思うが、

この分１１１には‘1つで椛成されるものが多い。例えば、ＳＷＯＴ分析という

ものがあるが、これも''1社の｢強み｣と｢卿み｣、’'1Ｎ:を取り巻くＩ機会｣と

｢御威｣という,1つの櫛成要業をまとめるものであるまた、マーケティ

ング戦略の.Ｉ典索｢商品戦略｣｢価絡戦略｣｢流辿戦略｣｢プロモーション戦略」

も４つであり、腐告戦略も「クリエイティブ｣｢メディア｣｢SP｣｢PR｣の.１つ

であるこういうものをわかりやすくまとめるのに、このフォーマット

は遮しているといえる。ここでは、ドの図3-2-5のようなフォーマット

を仙う‐

さて次ページの表現例、図3-2-6はデジカメ分岬での企業の競争状況

を調べて、ｉ畑な企業の状況をまとめたものである。各々 の企巣のlllliliIIi

|図＞３．２－５’４つの要素を｢並列｣で表現する

並列<４の表現〉
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|図し３．２厘６１並列〈４の表現>の例／デジカメ市場の分析

四 Ｖ

(‘全部ｿﾆ.-.でそろえ‘
【源たほうがいいかしら？ー

だってパソコンもぐソニー
ソニーだしＣ

Ｔ Ａ~、一二

【価値】使用価値

【ベネフィット】
八一ドとソフトを総合的に提供
Iシーズ｝技術力

｜へ、‘一､吟〆-へ
ｊ

慢影からプリントまで

全部おまかせだか謂士フイルム
ら､私はフジね。

【価値】一貫価値

【ベネフィット】
撮影からプリントまで一質
【シーズ】フィルム、プリント

一一

シャープ
シャープｅ

【価値】一点集中価値
【ベネフィット】液晶技術
Iシーズ】液晶

とベネフィット(受披)、シーズを一言でまとめ、購買動機を吹き出しに

してみた。実際の報('i1Iドは100ページ超のものであるが、こうやってま

とめれば１枚ですむ。企II1lill｝で必腿なのは｢腿するにどういうことなの

か｣なので、これで|･分ことは足りてしまうこのページを兇ただけで１

つの競合企業がどういう状況であり、どのような附興動機を持たれて、

ii1i費背に支持されているかは-11瞭然であるからだ。これが似Ｉ解のﾉJと

いうものである

＊並列〈多の表現＞

５つ以上の構成喫衆が存在する場合に使う聞き手に意欲を持たせ、

あきさせないで記憶にとどめさせようとする、ダイヤグラム表呪法の水

仙がｿ剛(されるところである。図3-2-7のようなフォーマットが川いら

れる

８８ページの上の表現例(図3-2-8)は発峻期にあたる商品の戦略セオリ

ーであるもし文噸でダラダラ説明されたら、聞き手は間違いなく眠り

師；



図伊3.2-7】５つ以上の要素を｢並列｣で表現する

第３章○説栂力が数倍になる｢図解企画掛｣の作り方８７

に藩ちるであろう。これを５つの構成要紫からなることを雌初に述べ、

①Ilij州の性絡はどう、②需要戦略はこう、と最後まで説明していく５

つのＩ１ｌｌＩ成喚紫があることは-111,,LれぱＩﾘ11'１であるし、lllIiを辿って脱1ﾘ'さ

れても後ノバリができ、全休の把梶も奔易にできる

またその下の表現例は購成要素が６つの例である。これは‘淵1Ｗ)甥点

を抜粋して説明しようとしたものである祁手をあきさせないためには、

この炎呪例のようにイラストを使川したりしてⅧい印段を持たせないこ

とも砿喚になるそして、吹き出し風にして1淵侮の項''ごとに甥点を'１

準していくポイントになるところはゴシックにするなどして強Ｉ淵する

そうすることで、後の戦略提案で覚えておいてほしいことだけを記憶に

とどめさせるのに効果を発揮する。

Ｃ
Ｃ
Ｄ

１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
二
５
｜
偶



図防３．２８】構成要素が５つの場合とＳつの場合の例

1雛



３ ｢帰納｣の表現法

次は｢帰納｣という表現方法について脱lIllする

これは、繊放の榊成喚衆を検討し、それらから結倫を弾き出すときに

使う。典休的には、あるテーマを検ｉＩする隙、３つの検討項'1があると

すると、そのつつを検討してiMLた３つの1,,1解をさらに検討して１つ

の結論を導き出すような方法である．

これは、①どのような喫莱を検ｊＩしたかがすぐわかる、②その喚素に

どのような1,11解を加えたかがすぐわかる、（り岐終的に《｝た紬IMiiがすぐわ

かる、というメリットがある。つまり、企画者の思考の軌跡がわかりや

すいのである。もし企画者の_i§張に述祁感があったとしても、どの段階

で述和感を持ったかがすぐわかる｡これは企'''1i聯と|H'|き'の関係を良好

にするためにとても役にｳ:つ

また、このフォーマットを利川することにより、物'ＩＦをあいまいに判

断することが少なくなるだろう。なぜなら、あるテーマを与えられた場

合、それをどのような要素で検討しようかと号え、さらにはその検討要

素を・つ・つｒ職につぶして、結論を弾くというクセがつくからである‘

その結果、分析の科学性が1冊まり、Ｉ‘１分のi畠恨のIlilli性も商まるさら

に、自分自身の思考するﾉJが正確になり、大きく!渋った結論を導き出す

ことも少なくなることだろう②

＊帰納〈2の表現＞

検!;､l喚業が２つの場合の炎呪方法である。とはいえ、検ｊ|要素が２つ

という客観性が乏しいケースは少ない。むしろこれは検討というよりは、

２つの柵成要素を吟味し、そこから結論を聯き出すようなときに使うも

のだろう。例えば、「過』ｕと『呪ｎｉ..、｜キャッチコピーlと｢デザイン｣、「Ilj

j珊機会｣と｢問題点｣のように、対･になっている２つのものを検討し、兄解

を述べていくようなときに適している。

次ページの表現例の図3-3-1は、近過去と呪ｲl;の広fI；表現について検

露３章脱偲力が数倍になる「 図解企両撫｣の作り方８９



図伊3画３．１】２つの要素を｢帰納｣で表現する

折i周宍

一一Ｉご

司埴亀多ター

且_墓

i広告表現の例】

二＞ 現状

記号と意味の分離。シンボルとイ メージの分離｡

記号＞意味の広告群

･記号(=形蝦､シーフィアン)の極端芯ノイズ化。
･商品の恵味はほとんど露らずに､強いノイズ

を作ることで昭知を獲得する

一連の｢多田琢』の作品ｅｘ､フントリ･ボス７，
ゼ里ツクス､むじんくん､フジ写ルン．ごす

Ｉ

亨

｡｢解釈｣から｢解読｣へ｡略号の時代(栗浩紀）
･行動を起こさせる広告く岸志津江）

記号く意味の広告群

･獄味(シニフイエ)をイメージとして表現。
･キャッチコピーさえないイメージ1#界を凝現
し､生蕉宥の合意を得る

SMAP関連の作品､ユークロ､キリン生茶

▽

｡〈他者>を直接的|Lとらえ､それに共感的に
参入しうるかのような幻覚を与えるコミュニ

ケーション(大深真幸）

且且

ＰＯＩＮＴ

･生活者の戚熟が広告の<形>を変容させている。

･モノの消賀を生活シーンやライフスタイルの形戚プロセスのなか
でとらえる現代の消費者には､観念的価値=イメージからの脈求が
効果的である。

副０



I;､'し、兄解を述べているものである。まず、近過』そと呪(l遊代炎する脳

(ｉｆ例を促,パし、さらに肱《('１例がなぜﾉkまれてきているのかを述べている。

広衿例を２つの|ﾉLl/ilで対に炎呪し、その杵々 から矢印をリ|いて、１，MWを

述べる四角を置いた。そしてその２つから矢印を引いて、雌後に結論と

して脚身の兄解を述べている。

これが、‘Ｗｆが雌終的にたどりついた|群え｣というわけである，例→

兇解→紬諭という流れで、いいたいことがﾘ１１}紬していくのがおわか')い

ただけるだろう。

＊帰納〈3の表現〉

検,il喫莱が３つというj"合は.ﾙ術に多い‘，Ｗｆのjﾙ合も、とにかく雌

低３つは検討しようと思うせいか、検,;､i甥莱が３つという企llI1illのペー

ジが多い。少なくとも３つの要素を検討しておけば大丈夫ということと、

めぼしい喫素を考えると３つはすぐ浮かんでくるということのせいだろ

うか。フォーマットはドの図３－３‐２のようになる

′ﾉﾐ際試してみよう‘「部膿を|片りる｣という吻合、すぐ浮かぶのは、「家

|図し3.3-2’３つの要素を｢帰納｣で表現する

望翻呈 旦窪

迫函し

第３童脱偶力が数倍になる｢図解企両密｣の作り方９１



賃｣｢部屋の大きさ｣｢駅までの蝿雌｣という３つ。「デジタルカメラを選ぶ」
という場合、「価枯｣｢メーカー(ブランド)｣｢機能｣という３つ。「縛鱗を選

ぶ｣という場合、「タイトル(装丁)｣｢月次｣｢’１$き出し｣という３つ。だいた

いすぐ浮かぶ項目は３つあり、それらを検討することで答えを出せば、

大きくはずれることはない．

さてｲLiの表現例、図3-3-3は、ＤＶＤメディア(DVDを保存するもの）

をまず購買するのは椎だろうということを予測したものである。ＤＶＤメ

ディアは先端市場だから、調査データはほとんどない。こういう場合は、

過去のセオリーと類似市場などから予測することが多い。とはいえ、こ

のように予測すると結果的にその答えが大きくはずれることはない。

＊帰納<4の表現＞

検討要素が４つの場合である。あらかじめ与えられた４つの要素を論

理的に検討して、見解を述べるときに使うことが多い。検討すべき要素

が４つである場合とは、①柑手から提示されたIiiI提が４つある、②調在

などから導き出された結果が４つある、③SWOT分析などのように検討

要素が４つと決められているときなどである。フォーマットは右の図3-

3一４のようになる。

次ページの表現例(図3-3-5)は、ある商船の｢売れ行き｣｢競合状況｣｢特

徴｣｢販充ｕ標｣が与えられていて、それらへの兄解を述べて、肢終的にど

うすべきかを提案しているものである。左側に与えられた事実を列挙し、

その事実に対して右側で１つずつ兄解を述べていく。さらに右側で述べ

た見解全体から縦終的に結総を鞠いている。

ここで注意したいのが、このように検討嬰索が増えてくると、１つず

つに神経を使って考えていくことを省略して、全体で何となく答えを出

してしまいがちだということである。いわゆる、ヒューリスティックス

ー自動思考というものだが、これは人間の意思決定には有効なものでも、

企業の意思決定には乱暴すぎる。１つずつ検討して、答えを導く慎重さ

が大切である。

9２



i図候3.3．３Ｄ帰納〈３の表現>の例／ＤｖＤメディアは誰が買うか？

セオリーから

・先駆的採用者の肴徴は以下

のとおり

一教耐水鞭が高い

一社会的地位が高い

一ﾏｽﾒデｨｱとの擬触滞が問い

一社会参加の度合いが潟い

－イノベーションの採用決定は

他者からの職１Wが有効

|蜘磯“人跡’

ブロードバンドの採用者から

･初期採用者はぺﾈﾌｨｯﾄよりも

スペックのすこさで課用を決定

･ｻー ピｽｲﾝの地域の関係から

鯉京､大阪から採用

･棚､踊用者からやや遅れ/と操用

蔑:繍藍縦

元嘉喜雨言
幸診

使ってみたいコンテンツ

1位映画やドﾗﾏを見る

2位音察ｿﾌﾄのダウンロード

3位テレビ電騒

4位コンサートライブ中継

5位ピデｵメール

6位ビデオチャット

（ハイホーマーケティング調べ）

≦§窪を
べﾈﾌｨｯﾄが実感できるもの

･先駆的採用者でもスペック(機能)のすごさ(決定的差別優位点）

で脳賀する超マニア胴と自身のベネフィットが優先されて採用
する屑の2府が考えられる。

|図＞3-3.414つの要素を｢帰納｣で表現する

‐凹む

第３軍４．》脱佃力が数倍になる｢図解企画密Iの作り方９３



ないなら「作る'。作らなければ営業の

|図し3-3.51帰納〈４の表現>の例

ない(新しい機能がない)。

用述だけでない､ＵＳＰ(特長)を訴求し

ていくべきであろう。

ｌＭ
ＩｉｉＷ

●ｅの九、行きは堅調である。 ●●に用途を制限したことは奏効したと
思われる。ただし､画顛的な売れ行きではない。

9４

＊帰納〈多の表現〉

、1ｔ11は複数の喚衆を'1挙する方法だが、Ｊ,,}紬はその１つずつに|,,1解を

述べていく〃法である。これは、あいまいにしてしまいがちなj＃実に、１

つずつ検討を加えていくことを１１能にする。フォーマットは右上の図3‐

３－６のものである。

この方法はI淵介した紬染に対して、それが''１を葱味していくかをぎえ、

兄解を述べていくときに砿'耐-る。,ﾘだというものはやりっぱなしにし

てしまうことが多い。それは調侮で11ｉ実がわかると、それだけで納得し

てしまうからである。しかし火切なのは、その事実が何ゆえに生じたか

をつきとめるところにあるこれをしっかりやらなければ、せっかく火

金を払って網在する恵味がない。

イLiの図3-3-7の表現例は、ある,淵代の結果を筆者が検討したときに作

ったものである。認知や認知経路、利、状況などが明らかになったとこ

既存機能から新しいUSPといえるものを設計し､上梓

すべきである。

｡⑧の用途と名乗る競合商品が噌えて

きている。

潤沢にコミュニケーションに盟用をかけ

＄回し

今回の商品はＵＳＰといえるべきものが

られる商品ではない‘
初哩は③小噌累計Ｅ③塊､‘

士気にも反映するだろう。

似
糊



９
９
９
９
＄
＊
ず
吟
申
き

図>3-3.69多数の要素を｢帰納｣で表現する

カテゴリーの認知が低いカテゴリーを設定する
ことが狐嬰置

第３軍.､脱得力が数倍になる｢図解企両概｣の作り方９５

車
冷
命
中
＊
冷
坤
車
ヰ
カ

Ｉ

図>３．３－７３帰納<多の表現>の例

鷺入這I可が出て這忽い‘麗塵馳支蒲苔46酷Ｉこる達していぢ
いのは.商品があきりにも老人向けの馴をしているからか？

溝足腰駐非需に高い。

地上戦プラスＩ新蝿lの可Ⅲ獣性ワ

価値があるなら亮い⑥のがいいという志向か？

やはり『履笹やすさ』がポイントと芯っている．

高緬品はデパート、普段靴は地元靴麗という二櫛
化か？

1の鵠知とまったく同じ｡娯腿が胆竃ないのは閥
姐営非靭知がしっかりしている証榔。

駈紫鵬剛離職勝騨'･『伽'(』

当駿商材は空中職ではなく､店頭を中心として地
上戦になじむ。

４

３

８

９

５

６

７

1０

２

３
縫顛靴は4696が利用｡半敗以上|忍仙用して
いない。

２ 灘知縫路は店頭､口コミ。

、⑳○③は１８５％の認知.第一想起であるが
非誌短は７５粥である。

1０ 醗入意向は29.5％･非利用は６９５％。

７ 満足度はｓｏ9％｡やや207％･計Ｂ１６％

９ 認知経路は新聞､販売員からの推奨､店即今

４ 馬入場所はデパート､靴店。

５ 価格は７０００円以上が支持されている。

６
隅入理由は履きやすさ(52.2％)｡次いで足が
不言由になったため。

８ ●●●●し7蕊知露は１８帖



ろで、それらについて琴えられることを右に列挙していった。このフォ

ーマットを使うと、左に対してのｲiという兄方と、前後の兄解と照らし

合わせる見方ができるので、梢度の高い見解を述べることができる。

もし相手に信頼されたいと思うなら、右側の見解をしっかりと作れる

ようになるといい。誰でも左側の項目は埋められる。自分で洲企ができ

なくても調在会社に依頼さえすればいいのだから。

しかし、右IIllはそう簡I1iには作れない‘，しっかりと思考し、予測し、仮

説を立てる。これはとてもむずかしい作業である。だからこそ、これが

できる人が重雫されるのである。そういった意味でも、このフォーマッ

トを使うことはとても効果的だろう。ぜひこれでしっかり考える習悩を

つけてほしい。
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４ ｢展開｣の表現法

次は｢展開｣という表現方法を説III1しよう。これはｎ分の琴え方が変化

していく様を炎j〕ける〃法である，Ｉ'|分のどえの脇り変わりを脱弛的に

表現できる。ドの図３－４－１がそのフォーマットである。

思考の軌跡を文章で表現することはとてもむずかしいことである。時間

の流れや思考の言い換え、思考の広がり。こういう部分は雄も文章〃が必

喫とされるところであり、梓通の人にはなかなかうまくできないものだ。

ところが、「股|ﾙl｣の炎呪を使うと伽でも簡liiにできるようになる。な

ぜなら図形と矢印を川いることで、内分がどのような軌跡で考えたかを、

一月でわからせることができるからである。「展開｣は次の３つを簡単に

図抄３．４．１３「展開｣で表現する

【時間の流れＩ

I思考の広がりＩ |思考の言い換え】

翰’

○噂
3D

第３軍t､説得力が数倍になる｢図解企画鯉｣の作り方９７



炎現できる

１:時間の流れ＝これはブロック矢印を襖放1Kね合わせることで、時

間の経過を表現する

鴬思考の言い換え＝脳|形Ａと側形Ｂを欠印でつなぐこれで言い換

える様を表現する

，説思考の広がり＝似l形Ａと進化した忠豚である|､xl形Ｂ、（､、Ｉ)を矢印

でつなぐこれでｎ分のげえが進化したり、仙人したりする様が

炎現できる，

帰納が自分の考えが収敵していく嫌を炎呪するﾉﾉ法とすれば、展開は

自分の考えが変化したり、進化したりしていく様を表現する方法といえ

る．文噸を似l形で机弛化し、Ｉ‘1分の忠勝の仙辿を．11でＪｌＩＷｉ１させること

を||的とする、ダイヤグラム炎呪法の雌も効!,|↓的な部分、それが｢展開」

である

拶展開く2の表現〉

榊成笈業が２つの場合ぢえの｢rfい換えや｢舷ﾉ<｣に使うことが多い

特に言い換えの際に効果的である接統i;Iilでいえば｢言い換えれば｣とか

｢つまり｣など、事前に述べたことを局.い換えたり、喚約したりする場合

をIXl形化(図３－４－２参照)するのである

イ端の||:1#では、勝え〃はIIiIじだがケースによって炎呪を荷い換える

ということがよくある例えば、コンセプトはIiilじだが、それをマスコ

ミにはこう、流通にはこう、消ｆＷｆにはこうと商い換えるような場合で

|図Ｐ３q４．２》２つの要素を｢展開｣で表現する

｡

9８



あるこれは、その立場に合ったい．雌｣のほうが耐きやすいからである

ほかにも、維燐･荷、II1lHWi:｣V1職など、呪j肌によって炎呪を変えたり、マ

ーケティング狐』しi、鴬業、′Ｉ‘i:'八などにより炎呪を変えたりするが、この

ようなとき、自分でわかりやすく‘;､い換えるという意味でも、また受け

ｆにその温度差を理解してもらう迩味でもこの〃法は効1,|､L的である

さてドの図3-4-3の炎』,1例は、あるゲームソフトのコンセプトである,、

１つのⅢilIII〔源ﾙ&を対･マスコミ、対ソさユーザーと‘i,い換えている似lである，

「心を病んでいる杵の救済｣という'1Ｗ,11,|ﾙ1発|量のコンセブI､を1,1といった

ら滴賢者は買う気になってくれるか。．〃、マスコミには'''1といったら

1肥11:として取り上げてくれるか、を枕制.する|､xlである

′彪際にⅢうii1iYWfには、使川感が'災感できるグッとくる,雛がいいだ

ろう‐そこで救済という‘;､雌をサルベージと催き換えてみたこれは沈

没船などの引き揚げ作業に使う‘燕だが、「Iｲﾘ雑な救済｣を意味させるメ

タファーとして使ってみたこれに心＝メンタルをつけてメンタルｻﾙ

べｰジとし､ｹｰﾑっぽさを出そうとしたのである

一方、マスコミに取りｋげてもらうには大我が必要となる澗出細ｆＩｌ

けの｢メンタルサルベージ｣ではピンとくる人は少ないだろうそこで考

え方を変えて、このゲームがどんな仙隈をiiIifWfにもたらすかを考えて

みた。ゲームのなかのキャラクターの心の救済をIＩ的としたケームをや

るわけだから、結果的に人のｊ,Wみがわかった()、弱い荷を助けるという

心地よさを災感したりすることになるこれは‐唾の感情教育といえる

I図傍3-4.3’展開く２の表現>の例／ゲームソフトのコンセプト

[対実ユーザーＩ

メンタル

サルベージ

籾神的救済を楽しむ
(肉体的欲望を満たす
という価値に対時して）

|価値源泉】 (対マスコミ｝

エモーション

チュートリアル

感‘傭というものを
体感させる

(教育する）

第３軍ｆ}脱柵力が数倍になる｢図解企両諜｣の作り方９９



だろう。そこで感情教育の葱で、「エモーションチュートリアル｣という

i錐を作ったチュートリアルはハソコン業界でよく使われる、数行を

葱味する言柴である

こうして｢心を病んでいるI1fの救済｣というコンセプトは、消費省向け

には｢メンタルサルベージ｣、マスコミ向けには｢エモーショナルチュート

リアル｣と!；,い換えられた。もちろん先ほどの側を先に作ってから｢liIIて

いおう？」とぢえたのである“

＊展開く3の表現〉

股間して〃ｲＥするWlf成喚紫が３つになる場合の表現方法である。これ

は、１つの起点から３つに広がる変化を炎呪する賜合と、３つの起点そ

れぞれが進化していく棟を炎呪する場合がある。フォーマットはドの図

３－４－４のようになる

前者の場合は｢カルピス｣を例にしよう。カルピスはそれを起点として、

｢カルピスウォーター｣｢カルピスバター｣｢アミール｣という３つの商品に腿

図倭3-4-4,3つの要素を｢展開｣で表現する

Ⅲ010


