
士の協力体制を柵築したという。

組織の分化の行き過ぎを避けるに

は、組織単位を越えた取組みを実行す

る。製品別組織ならば､キヤノンの事

例のように､機能の統合を図る組織横

断的なプロジェクトを設置する。他社

の事例では､顧客情報を事業部を越え

て共有し、提案の品質とスピードを向

上するナレッジマネジメントの仕組み

を活用している。

また､自分の所属する組織の権限の

維持･拡大に固執するような､全社の

目的から見ればマイナスの帰属意識

を、全社最適へ､そして外部へ向けさ

せる意職改革も統合メカニズムにより

期待される効果である。

その意識改革や情報共有を促進させ

る手段として、ボタールを活用した

Ｂ２Eソリューションに注目が集まって

いる。図表3は､経営プラットフォーム

の概念図であるが､その中心に位置す

るB2Eとは､ビジネス・トゥ･エンプロ

イ(社員)の略で、企業と社員との間、

図褒３経智プラットフォーム

Ｆジコジ

ナレッジ
データベース

島』鍵：_一●

圃顛弱Ｉ

ＲｅｔｈＩｎｋｍｑＳｔｒａｔｅｇｙ

社員同士のコミュニケーションを推進

する仕組みである。Ｂ２Ｅを導入する

ことで、社員が朝一番で開くＰＣの画

面に､企業から伝えたいビジョンや戦

略に関するメッセージを掲示すること

ができる。また､社員の仕甑内容に応

じて、カスタマイズされた画面を通じ

て､社員が必要な桶報を入手できるよ

うになる。

以上のように､組織枇断的なワーク

グルーブと統合メカニズムは､機能体

の共同体化を防ぐ重要な組織の要素で

ある。この2つの導入に消極的または

失敗すると､共同体化の弊害が表出し、

組綴運堂のトラップに陥る｡その結果、

既存組織の範囲内で戦略を策定するこ

とが普通になり、戦略が組織にしたが

うという現象が発生する。このように

考えると、組織運営面からは、機能体

を共同体化させない限り(これが容易

ではないのであるが)、組織は戦略に

したがうという結論に達する。

P型＆可

人1１

邑一

熊鶏A‘,．
ーー

粟編モニタリング
システム

ヨ引眉

テータウエア八ｳｽー 』ｰ

出所:松永這色｢国譲バランス･スコアカード」『寅淫媛済錆鐙社､2002年】
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株主への経営情報開示

Organization
峨略を実現する組織のあり方

利否関係者対応政府、外部団体との関係拙策

１
１
『
Ｉ
Ｉ
Ｌ

１０，１Thinkl

図蕊４本社の職龍樋IiM

コーボレート戦略と事業戦略の

整合性

地球淵腕保贈の収組み

出所:松永達也『図解バランス･スコアカードＩ（東洋紐済新報社.2002年】

事業の選択と集中、事業間のシナジー創仕

組 織 貿 源 の 最 適 化 新 規 碩 業 開 発

合併・吸収

次に、戦略を策定する機能を、本社

と馴業部門に分けて､戦略と組織との

関係を検討する。権限委譲が進んだ企

業を前提に、戦略策定機能を本社と事

英部門に分けたのが図表4と図表5で

ある。

本社では、コーボレート戦略の策定

と、事業の業綴管理､経営インフラの

整伽､利害関係者管理を担う。コーポ

レート戦略には、耶業のボートフォリ

オマネジメント､経営資源の調達と配

分が含まれる。一方､どの顧客にどの

ような商品･サービスをどのようなノ

ウハウで拠供するのかという事業戦略

の策定とその実行に関する権限は､す

べて事業部門に委ねられる｡このとき、

すべての躯業戦略は､企業が描くビジ

ョン､その具現化の手段としてのコー

ポレート戦略と整合性がとれていなけ

ればならない。

特に、付加価値の高い製品やサービ

スを提供している企業は､顧客に最も

近い顎業部門､言い換えれば顧客に直

接付加価値を提供している部門に､事

業戦略に関する権限を委譲すること

で､顧客志向を徹底し､意思決定のス

ピードを速める分権型経営を志向すべ

きである。その理由は､顧客ニーズや

捉供製品やサービスを熟知している現

場がもつナレッジや、各部門で働く自

律的なプロフェッショナル社員を重視

する｢学習する組織｣が､変化の激しい

外部珊境に適応しやすく、その結果、

照争優位性を高めるからである。

今夏､米国西海岸を5年ぶりにプラ

イベートで訪れ､複数のホテルに滞在

したが､サービスや価格設定について、

一律のマニュアル通りに運営している

ホテルと、宿泊客のニーズに柔軟に対

応しているホテルでは、賑わいに大き

資本調禅

経営資源の調達経営者の育戚、採用、任免（碩莱部門）

基礎技術の研究開発

謂英叶画の謡五

や輩砺団の創迩 罰塑部門の監視業績評価

リス白亜董謹皇

組瞳栂這隅璽

綬営インフラの壁側人瓢評価刷度の柵鎖

慣報技術活用方針の策定

掴擬先の逝定､合併･吸収の立案

地球環塊侃懸の取組み

政府､外部団体との関係槻築

利害関係者対応ｒｒ組合対応

出所:松永達也『図解バランス･スコアカードＩ（東洋経済新報社､2002年】

図蕊５噸鞭郎門の職路棚IIE

_「

-|経営資漂の調達'十i騒識執行人棚の”擁凧任免

ビジネスモデルの簸定

串糞鞭略の策定顧客の雑荷､創適(マーケティング】

噸鰯価値の創週

投資計画の立案

応用按術の研兜Ⅲ罪

雲績管理

票糞計画作成と貝直し

リスク管理



な差が見られた。昨年の９．１１のテロ

後低迷している米国のホテル業界にお

ける勝敗は組織運営に鍵があるのかも

しれない。

事業部門内でも､業務遂行上の椛限

を､顧客と対話するメンバーにいかに

委譲できるかが､勝敗の分かれ目にな

る。事業部門の戦略策定担当者は､現

場から市場や顧客ニーズの変化をタイ

ムリーにフィードバックしてもらい、

それを顎業戦略策定のインプットとす

るのである。その結果､顧客ニーズが

変化し、以前の分析が適応できないと

判断したときには､耶業戦略を変更す

る。そして、馴業戦略にしたがい、必

要ならば組織を変更する｡したがって、

市場や顧客ニーズの変化が激しい事業

を担当する頚業部門では､組織迎営の

柔軟性が求められる。

組織運営の柔軟性を究極的に向上さ

せていくと、個人が組織に所属すると

いう概念すら、意味のないものになる

のかもしれない。部門の壁､企梁の壁

を越えたバーチャルな組織をもつ企業

が競争優位を拙築する時代がくるかも

……雪…'一雪
戦略を問い直す

画、､喧画1日

しれない。もちろん､人間の帰属意識

がそのような組織に対応できれば、の

話ではあるが､創造的でプロフェッシ

ヨナルな職業では以前から見られる組

織形態である。

戦略を実現する組織のあり方

これまで､戦略と組織の関係につい

て検討してきたが､論理的には､組織

は戦略を実現する手段であり､組織は

戦略にしたがうものである。しかしな

がら､偶成員が固定化してくると機能体

は共同体化し､組織運営のトラップに

陥る。初めに組織ありきで戦略が策定

されることが､環象とじて散見される。

その結果､全体最適が阻害され､総花

主義になりやすい。したがって､組織運

営上は､組織横断的なワークグルーブ

や統合メカニズムを駆使して､共同体

化を防止することが必要である。

一方､戦略をコーポレート戦略と事

宰

業戦略に分けると、全社的な組織のあ

り方は､コーポレート戦略にしたがい、

事業部門の組織のあり方は､事業戦略

にしたがう。顧客ニーズや製品やサー

ビスの付加価値に閥するナレッジや、

個人のスキルが競争力を生み出す時代

には､権限を現場に近いところまで委

譲して、現場が顧客に価値を提供しや

すいように組織を柵築することが肝要

である。現場の外部鯛境との対話によ

り、事業戦略を策定・修正していくプ

ロセスは、先行き不透明な、そして、

戦略のサイクルが短くなっている現在

に､有効な戦略簸定プロセスである。

しかしながら、組織という八一ドに

人間という難しい存在を配瞳すると、

そこに組織の論理が生まれ､蛎業戦略

の修正に合わせて、組織を変更するこ

とが難しくなる。これも、実は、機能

体であるはずの企業が共同体化する弊

害にほかならない。組織運営を柔軟に

するには、もう一度､戦略と組織のあ

り方について､その原則論に立ち返る

ことが亜嬰である。、

Think1I102
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ＲｃｔｈｍｋｉｎｑＳｌｍｔＣ回ｙ警蝿噸

バリュークリエーションモデル
資産ベースで考える事業価値創造の戦略

経営判断を行うに際して、過去の活動

結果を示す財務指標はすでに機能不全

に陥っている。

これに基づいた経営戦略の立案と実現

は、時として企業を大きな誤りへ導く

ことすらある。今求められるのは、企

業価値創造の根幹要素、つまりコーポ

レートバリュードライバーを見定め、

それをベースとして戦略モデルを柵築

することである。ここではそのモデル

をバリュークリエーションモデルと名

づけ、構築と実現に向けた方法論を解

説したい。

鎖へ展開し、主要機能と支援機能にこ

れを分類し、自社が属する広義の事業

領域における相対的な地位の向上を目

指すものであると理解できる。一方、

後者は自社が腕する産業自体の成長性

に魅力が乏しくても、自社が保有､活

用する模倣困難な資源(資産)を用い

れば圧倒的な競争優位の構築が可能で

あると理解することができる。

ここでは、この双方のどちらかへ基

軸を掴いて新しい競争理論を展開しよ

うとはしない。また、どちらとも異な

る視点をもって新たな戦略論を展開し

ようとも試みない。ここでは、前述し

た両論の相互補完となる新しい視点と

して｢コーポレートバリュードライバ

ー(CorporateVaIueDriver､企業

価値創造の根幹要素)」を考慮するこ

とにより、不確実性の高い今日におい

て､より実現可能性の高い戦略構築の

方法論を展開するものである。

ここに示す航争戦略柵築のフレーム

ワークを紹介するに先んじて、日本企

業の例をもって理解しつつ､本論の中

心的課題である資産の獲得･保有と意

思決定能力を含めたその活用能力が持

続的な鶴争優位を柵築するという考え

を具体的に示すこととする。

|や１

企業の持続的な成長を実現し、かつ

競争優位を描築するために重要とされ

る要素に関してはさまざまな識者によ

り長く議論が交わされ､インターネッ

トの普及とニューエコノミーと称され

る産業柵造の劇的な変化が生じた時期

においてはさらに多くの議論が交わさ

れたと記憶する。

蕊論の中心は､継続的な競争優位を

柵築するには、コストを最小化するオ

ペレーション効率の向上と、価値を創

造する戦略的ポジショニングの組み合

わせにより達成されるとするものと、

他方自社が保有するケーパビリティー

を匝要視し､模倣困難な経営資源こそ

が競争優位椛築に不可欠であるとする

2つに大別することができた。

前者は価値創造のプロセスを価値連

ＫｅｎｊｉＳａｋａｉ

Ｌ

可

君



1985年以前､日本の時計メーカーは

グローバルな時計産業において圧倒的

な競争優位のポジションを生産能力、

技術力、コスト競争力に加えブランド

価値により築いていた。当時の国内海

外を併せた完成品出荷総量は現在の約

3倍強を有しており、日本の精密技術

を代表する企業群と称されていた。

しかし、1985年のプラザ合意による

為僻変川に伴う海外向け出荷総里の低

下に加え、国内法規制(輸入関税の撤

廃、物品税の廃止など)の変革が起き

た1990年にかけて成長は鈍化し、以

降昨年まで長きにわたり右肩下がりの

成長カーブを示すに至っていた。

他方オメガやロレックス、スウォッ

チに代表されるスイス詩計メーカー

は､スウォッチグループ(当時ＳＭＨ社）

が股立された1985年以降、スイス政

府の政治的支援を受けつつも､独自の

成長戦略のもと、先行する日本の精密

機械メーカーの市場において圧倒的な

市場地位を獲得するに至っている。法

的規制鯛境の変化が生じた1990年当

時､両者が採用した成長戦略､成長ド

ライバーの特定に明らかな｢異なり」

があったのか。

ＲＳＣＧ･インターナショナル社の副

社長ジャン・フランソワ･ベンツ氏が

1980年代初頭に衰退しかけたルイ・

ヴィトンのブランド再興に関して述べ

た言葉の中にヒントが隠されていると

巻えられる。

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
パリュークリエーションモデル

サプ

塞

些
雲
望
皇
雪

融

ｻプﾗ篤霊
握識目】

サプライヤ】

ピノネスバート丁一】

えた。ストアーのためにシンプルで洗

練され､ルイ･ヴイトンのスピリッツを

反映したイメージをつくり、これに基

づいて140の支店が設立された。コミ

ュニケーション戦略においては1983

年以降、アメリカズ・カップのスポン

サーとなり、1987年からはルイ・ヴイ

トン・カップとなり、これを契機とし

て知名度をさらに上げようとした。

(中略)ルイ･ヴイトンのような企業は、

機能性を超えライフスタイルを売り込

むのが良い方向であるI。

以降今日までの時計市場におけるシェ

アの逆転という結果である。

このように両者を対比すれば、

ＬＶＭＨ社は自社の成長ドライバー狂

｢スターブランドの育成と維持｣である

と称することができ､同時に日本の時

計メーカーは成長ドライバーを技術

力､製品力に基づいた｢顧客基盤の維

持と拡大｣とせず､生産コストの削減と

流通チャネルへの投下量の拡大と見た

のかもしれない。日本の時計メーカー

と同様な手法はスウォッチグループの

成長ドライバー特定にも見ることがで

きる。彼らはムーブメントや高級時計

の販売を通じて得た資産に優位性があ

ったが､先行する日本企業との市場に

おける競争には不足な資産のいくつか

があると気づき､デザイン研究所を創

股し､部品の鯛買技術を社内で開発し、

かつ国内にあった他社との協業によっ

て流通プロセスを高度化し､今日のス

ウオッチ･ビジネスを成功へと導いた。

スウォッチグループ・ジャパン社長

ブルース・ロバート・ベイリー氏のイ

ンタビュー記事の中にも同社のマーケ

ティングとブランドに対する強い意思

をうかがい知ることができる。同社で

は、毎月開くブランドマネジメントに

閲するミーティングへ、ブランドマネ

ジャーだけでなく、ロジスティクス担

ケース：

国内時計メーカーVＳ

スイス時計メーカー

彼の言葉がＬＶＭＨ(モエヘネシー・

ルイヴィトン･グループ)の時計甑業を

指しているものではないが､同様な視

点と、これに基づいた自社の資産の特

定と成長ドライバーが特定され､今日

の市靭競争力をもつに至ったと想像す

るのは易しい。

一方､日本の時計メーカーは同時期

どのような戦略を選択したのか。彼ら

は後発であるスイス勢の台頭に対し、

時針流通風の拡大と生産コストの削減

に注力していた。８０年代の後半、日本

のある企業は世界最大の生産量を誇

り、国内市場においては､当時台頭が

荷しかった量販店向けの販売を拡大し

つつ､生産効率を高める戦略を採用し

た。この結果が招いたものは、1997年

鋤湖１バリューダイナク

「世界中に散らばっていた歴史的な

ものを買い戻し、それを復活させ、ル

イ･ヴィトンの美術館をつくり、旅に閲

する展開を始めた。次に国際的なキャ

ンペーンを行い(中略)、ルイ・ヴィト

ンの起源、存在価値がそこにあると伝

lＯ６１Ｔｈｉｎｋ

霊
。
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踊躯活用による
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不確実辱罵境における
リスクの管諏

企業活動における

貿眼ポートフォリオCD
糠、

当者、メンテナンス担当者、総務、財

務､人事の担当者までもがこれに参加

するとしている。なぜ同一､あるいは

近隣の産業に屈する企業においてこの

ような差異が生じたのか。

我々 は､2000年12月に『バリューダ

イナミクス｣(東洋経済新報社)を出版

し、冒頭に次のようなメッセージを示

している(図表1)。

｢これまで、そして現在に至るまで使

用されている伝統的経営分析手法や寅

産の評価方法だけでは、ビジネスモデ

回凝３．パリュークリエーションモデルのフレームワーク

､::I芝11ｲ爵綴”Ｈ”、函

ル構築のために重要な資産の特定が不

完全、かつ不十分である'。

経営判断を行うに際して用いる財務

指標はすでに機能不全となっており、

これに基づいた経営戦略の立案と実現

は、自社の画かれている環境認識すら

危ういものとし、時として大きな誤り

へと導くことを示唆した。以降に､本

論の主題であるコーポレートバリユー

ドライバーに焦点を当てた戦略モデル

柵築を述べる。

↓ 蝉鼠卜 サプライヤー

経営戦語舜テ
経営一鰻営碗行力の充実一企莱ブランドカの向上一経営戦路実現力の謹化一

可能性の塗大

バリュークリエーションモデル

バリュークリエーシヨンモデル

(VaIueC｢eationModel)は｢バリュ

ーダイナミクスjにて提示したフレー

ムワークを基礎としている(図表2)。

同著において、すべての経営資産､物

的資産、金融資産、顧客資産、組織資

産、従業員･サプライヤー資産のポー

トフォリオ種管理することの堕要性を

説いた。

実際の活動へ進化させたのが､バリ

ュークリエーションモデルである(図表

3)。このモデルにおいては、寅産捜索

ごとの定量的な捕捉と評価を重要視し

てはいない。広く知られているとおり、

企業が有するブランドの価値評価など

に関Lﾉては､これを定遥的に評mliするア

プローチが存在しているが､その評価

結果が企業活励へと展開され､新たな

価値創出あるいは新たな資産の拡大に

霊要となる要素単位や､実際の企業活

動との連関性が明らかとされていない。

無形資産を定量的に評価する方式と

これに対する市場や投資家における認

識基準にはいまだ明碓で共通なものは

存在しないという現状を踏まえ、ここ

では具体的な企業活励の刷新へ示唆を

+…ｭーﾀー|‐ グループ企閣

経雷磯蕊革新グループシナジーによる
可脂性の拡大鰐堂推進力の安定･甚大

臓溺卜
＝■碩巽収益力の■人的資源における■関連ｺｽﾄ構造の■関連収益構造の■資本･資金政諭の
元■安定･充災■ 費用対効果向上■再揖凝■再捌築■効率化

§ﾖ霞
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実現力の醐化
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与え得ることができるフレームワーク

の柵築と、価値創出へ向けたマネージ

メントの新たな視点に大きな特徴があ

ると考える。

国内においてはソニーが生産拠点を

統合し、かつＥＭＣＳと呼ばれる生産委

託先企業を分社化したケース、ＮＥＣ

が国内生産拠点を海外のEMS企業へ

砿渡､売却したケースなどを挙げるこ

とができる。

企業というものは､企業弼蛍1-のス

テークホルダー(株主､顧客､従業員）

との関係は｢企業が創出する価値とス

テークホルダーが期待する価値の交

換｣をベースとして存在している。よ

って､ＥＭＳによって生産プロセスが外

部委託されているような場合において

も､委託先砺業者によって自社のステ

ークホルダーに提供される価値を明ら

かにし､これを業務機能(活動)ととら

え､双方が保有する資産を含めて同一

の図表上へ記述することが望ましい。

同様に､物流|削能を外部委託してい

るような場合(ＢＰＬ)においても、自

社が市場と顧客へ訴求する価値の具現

化をするパートナーであり、自社の市

場における広蕊なブランド価値をも高

める亜要な業務棚能を､双方が有する

資産をベースに行っているとすれば理

解しやすい。

２資産を定羅する

1０８Think！

管理要件

資産に関しては、前述した５つの資

産カテゴリーを用い､各カテゴリー内

にどのような貿産要素が含まれている

のかを記述する。前述した各種活動を

行うに際して､「何を｣、「誰を｣活用し

ているのかを理解し、これを詳細要素

単位(活用資産)へと展開する。当然

業務活動を実施するに際して利用し、

消費する資産要素(活用資産)は多岐

にわたると予想されるが､可能な限り

網羅性をもたせた定義が望まれる。

加えて、資産要素記述に際しては、

数値化されたデータに基づいて定蕊可

能な資産と、数値化されることはない

が明らかに資産であると認識される定

性的な演産とが混在し、かつ異なった

プロセス間においてそれらが共有され

るケースが存在する。このような場合

においては、数値化されていないもの

までも含め、これを記述することに留

意する(図表5)。

パソコン市場において他者を圧倒す

る成長を持続しているデルコンピユー

夕において重要な資産のひとつに｢力

１価値創出活動のプロセスを記述

管理嬰件

瞬寅･在庫予算逃妙菅理

調逼寒ﾂﾄﾜー ｸ批逃箇理
隅買計画管、

サプライヤー叩旧悟珊

リブライヤーマネジメント方針笛ｕ

買劉費管理方針遵守管理
購買管理方針道守宮班

財務管理

価値創出活動とは､事業ごとの価値

連鎖(VaIueChain)を意味する。自社

内にある各躯業単位にこの価値連鎖は

異なりがあると想像され､事業ごとに

価値連鎖を認識することから始まるｃ

また､各秘活動をプロセスごとに戦略

要件､業務要件､管理要件といった屈

別に分類し記述することを開始する

(図表4)。

このように業務を階層化する理由

は、それぞれの階層ごとに使用され消

閏される資源に明らかに異なりがある

と認識し､資産と業務の関係性に関し

て理解を深めるためである。

この際留意すべきは､社外パートナ

ーとの協業により実現されているプロ

セスや、アウトソースしているプロセ

ス、あるいはＥＭＳなどへ作業委託し

ているようなケースである。

図表４築務の鯛個別に分期

霞宜括果雷理

研究進捗管理

献隔運成皆迎

知的財脈棚恢Ⅲ

戦略要件

企塑藩皿

~Fm6tionll構成要件

企業シーズ探求研究

実用化実譲研究

研究発表
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費用分担計狸

Ｎｏｎ
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剖剥ｐ 瞬阿･口碑

基理研究計画鯛定

応用研究計画嫡定
服発研究計測諭池
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獅幽ネットワークの節定
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剛五箇巣宵迎

研究巡捗管迎

副剛珊脱管珊
知的IMiiRMI管1１１

ReRhmkIngStrategy

が真似ることの困難なサービスを提供

することによって、買い替えときに

｢またデルを｣と顧客に真に感じても

らえる亜要な｢資産｣を有していると

者えられる。

資産のライフサイクルと変数を示し、

期待される効果を明らかにすることか

ら始める｡｢従業員資産の保有水準はﾜ」

と問われれば､数値化されたデータが

存在せず､返答に窮するとも想像され

るが､以下のように問い掛け、これを

数値化することにより代言買産保有水

準を糖定することが可能である。

スタマー･サポートのプロセス｣を挙げ

ることができる。彼らの成功は「デ

ル･ダイレクト･モデル｣と呼ばれる顧

客への直接販売が著名であるが､同時

に顧客を支援するカスタマーサポート

機能も付け加えられるぺきである。国

内のパソコンメーカーの多くが頒客サ

ポート機能を､コスト削減の観点より

外部委託しているのに対し、同社では

それら機能を社員が担当し、莱務評価

基準として顧客満足度を設定し、他社

Ｂ資産の現在価値

…保有する資産一一・

及び活用基準を測定する

‘従業員数

･従業員へ支払う給与賃金の総額

･現存の従業員を全員震雇したと仮定

し、同じレベルの人材を外部より現

在のそれと同数新たに採用する際に

発生が予測されるコストの総額

･過去従業員向けに実施してきた各種

研修費用の総額

･イノベーティブな研究開発起案の件

数

図褒Ｓコーポレートパリュードライパー
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資産の保有水準を明らかにし、その

噸凝固活用貿歴を桝遥込む
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仮にこのように定蕊がなされれば、

この資産要素へ何らかの質的量的な変

化を生じさせる変数を定義する。例え

ば､従業員の年間退峨者率などが考え

られるが､このような変数によって創

出される効果(価値)との間に論理的な

連関性を見出すことができれば変数は

頭業活動のPe｢formanceを意味する

ＫＰ|へと転換することが可能となる。

pf5頂冒
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４価値創造のパスを見極める

このような分析を加えることによっ

て､企業価値を高める価値創造のパス

ーコーポレートバリュードライバー

をおおよそ見極めることを可能と

する(図表6)。真に自社の市場価値を

創造し、創造するプロセスにおいて活

用される資産との関係性を理解するこ

とができれば、また多くの企業がコ

アノン･コアとった事業ボートフォ

リオの刷新を行うに際して､あるいは

新製品を市場に投入するに際して自社

が有し、他者にとって模倣困難と思わ

れる資産を照争源泉とした戦略立案を

行うこと在可能とする。

冒頭述べた国内時計産業に属するセ

イコーウォッチ(当時､ＳＥｌＫＯ)では、

自社の価値創造のバスを新たに定蕊し

lI41し、ブランド集中化戦略を新たに採

用し、自社の製品ブランドの差別化へ

と踏み出した。また同時に､製造委託

先との関係性を抜本的に見直し、国内

1万3000店にも及ぶ中小販売店との

取引方法を効率化するという新たなプ

ロセス設計にも着手し、新たなビジネ

スモデルへと砺換を図Ｄ、再度スイス

面喪７フィードバソク分析

勢力との市場地位逆砺を目指した活動

を開始している。彼らは、自社が保有

し、他社が模倣困難な資産として｢ブ

ランド｣、「販売チャネル｣、「生産チャ

ネル｣というサプライヤーとの関係性

に見出したものと想像する。

５戦略シナリオと保有資産への

フィードバック分析

自社が有する価値創造のパスと保有

する資産との関係性を明らかにするこ

とができれば、新たな事業戦略策定を

開始することとなる｡多くの企業では、

供給業者、代替品、規制環境､顧客と

市場､競争会社との関係性を分析する

手法(5Force分析)や、自社の市場に

おける相対的な強み､弱み、機会と脅

威(SWOT)を分析する手法を用いて、

新たな躯染戦略や製品戦略を立案され

ていることと想像する。

しかしながら、同一業界内における

企業間での成長差異､外部環境の不確

実性の拡大､それも選択肢が想定可能

といったレベルのものから、選択肢を

想定することすらできないといったレ

ベルまで多く頭実として起きている事

戦略案及び戦略代替案１ 将来環境予測’

』制澗無
当国ら

VaIuBパス１

生存濡翫

職諮代苗案Ａ ＄

個寧

０１岨

０１１

0】０７

0Ⅱ0ｋ

、、

象の前にあって、それら分析手法だけ

では十分でないと考えるべきである。

いずれの手法も演繰的かつ静的なア

プローチであり、過去の事業成果に墓

づいた現在に基Iljlllを悩いて将来に対す

る予見を加味したに過ぎない。加えて

過去に有していた資産と、企業活動を

通じて消費してしまった資産などとい

う資産のライフサイクルが､現在の企

業活肋､将来行う活動にいかに影響す

るかといった視点が不十分であるから

である。

そこで図表7のような分析が必要と

なる(Boxも参照)。

(1)将来シナリオを策定する

事業戦略より導き出された戦略ゴー

ルへ到達するために､加味すべき外部、

内部の要因とトレンド分析､予見をも

とに､複数の戦略シナリオを策定する。

留意すべきは、Boxの家電メーカー

において行われたように、シナリオは

企業が園かれている環境への認識を示

すものであるという点から、自社が廻

かれている車業瑠境に将来発生が予想

される変化を､段階的なものとしてと

らえるのか､非連続性のものとしてと

戦略代替案毎統計分布

碗育統叶分布

言ねグフフ

冠討挫翻

一界卜2003年１

専卜2003年２

－売上2003年日

１

ＩＯＯＯＤＯＯＯＯＯＯ１Ｅ８７５００００００２３．７６０００００DＤ３００２５ＤＯＯＯＯＯ３７６０００００００Ｃ

⑧ い 当団卜

戦略代替案日 成長ｼﾅﾘｵ’ 資産ポートフオリオ再柵築
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Box総合家廻メーカーＡ社の事例

国内の繕合家電メーカーであるＡ社。

その中にあって海外メーカーとの市現に

おける期争が激化し、現在市鳩に流通

している製品の相対的な地位が悪化し

ている製品の製造を行っている歌業部

において、次世代商品戦略を企画する

に際して以下のようなアプローチを採用

し、抜本的な餓争優位の再柵築を急い

でいる。

(1)既存製品のカテゴリー分解

製品群は形式.形状、コア技術などに

よりカテゴリー化され、カテゴリーごと

のマクロ的市堀シェア、店舗内シェア、

価格推移のトレンドなどに関するデータ

の分析を行った。この分析により現在

市埋に流通させている同社の主要製品

の多くは、現在把握されている技術動向

や製品化叶画、これにより生まれると想

像される新たな市埋においては鯉争力

を失い、収益性が今以上に悪化する傾

向にあることを定量的で科学的な手法

により知る機会を得た。

(2)ValueDriverの因果関係分析

同社製品の成長に影響を与えると考

えられる影響因子を澗査し、因子間の

関係性を明らかにし、この因子間の関係

性を定量的に捕捉しえるデータの採取

を、以下のシナリオ作成段階の最初に

行った。この結果として彼らは、自社製

らえるのかの予見ごとに、異なった分

析手法の採用を行うことである。

①連続的な変化であり変化の発生にパ

ターンを見出すことができるもの

②連続的な変化であるが､変化の発生

パターンを見出すことができないも

の

③非連続的な変化で､変化発生の予測

（時間、領域など)が不可能なもの

今日の経営者は、これら３つの将来

予測に基づいた戦略立案プロセスと、

戦略的な意思決定プロセスに関する知

ＲｃｔｈＩｎｋｉｎｇＳｔｒａｔｅｇｙ 壱戦略を問い直す 画

品の市魂性獲得に必須な要素として、外

装技術という新たな資産の獲得と、流

通プロセスの抜本的な見直し、販売パ

ートナーとの関係性強化という涜産の強

化と連繋を重要施策であると閥職する

ことができたハ

(3)成長シナリオの作成

同社製品の代替品となりえる周辺吸

品群の製品化励向や、賊閃嬰囚分析、

自社で保有する次世代技術の側発励頂

などのデータを採取可能な範囲で蓋瀕

し、これらを基に、将来の市堀励向をＡ

最大成長率、Ｂ・中間成長率、Ｃ・品小成

長率と定め、ＡからＣの間で起こり得る

売上､市坦シェア､収益性など相関性因

子分析などを用いて繰り返し、砿立統

計分布図をつくり、どのような施策が最

適なシナリオであるのかを見極め、窓思

決定を行った。

これら一連の作業を行った結果、彼

らは次世代製品として自社経営資源を

注力する範囲を結定し、既存の製品化

ラインを集約しつつ、海外生席拠点の見

直し、部品澗遮プロセスの改慈、製品

販売チャネルの再股計へと繭手するこ

とができたのである。また同時に、現在

保有していた広義な意味での生産資産

を新しい製品開発へ振り向ける撹産の

転換を開始した。

見を有していなければならないし、戦

略企画部門においては、より広施囲な

情報チャネルを獲得し、収集分析フレ

ームを描築し、自社における戦略柵築

モデルを橋築することが望まれる。

(2)シナリオごとに資産要素との

関係性を明確にする

ある事象の発生が、自社が保有する

資産にどのようなフィードバックを与

えるのか｡あるシナリオを想定すれば、

資産ポートフォリオから判断し、どこ

に過不足があるのか。それらが顕在化

した時点において、「拙築｣、「連繋｣と

■咽､喧巴1日

いった資産戦略シナリオを同時に描築

する必要がある＝

このように見てみれば、資産と企業

活動の成果における関係性を発見する

手法が必要とされることに気づかれる

であろう。本論にて展開したフレーム

ワークにおいては､「資産全体の評価

と報告｣の段階で、その関係指標を明

らかにし、加えて戦略シナリオ分析の

結果新たに定義されたモデルが有する

｢リスク管理｣を行うこととしているが、

ここでは割愛させて頂く。

いずれにしても新しい顧客の出現

が､新たな市場環境を生み、新たな競

争関係が生まれ､かつ連続性をもたな

い変化が生じている今日、企業経営者

は常に自社が有する｢目に見える資産」

と｢目に見えない資産｣を明確に把握

し､競争優位構築と資産要素との関係

性を理解しなければならない。

最後に､本フレームワーク開発に際

しては、株式会社電通ブランド・クリ

エーション・センター各位の協力を得

て、その多大な示唆とともに進めてき

た。アルバート・アインシュタインの

言葉を警鐘として記し､本論を終える

こととする。

｢価値のあるものの価値を測れないと

きもあれば､価値を測れるものに価値

がないものもある」
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戦略立案ﾊﾝドﾌﾂｸ
,.Ａ､アーカー薪今枝昌宏訳
定価(本体3800円十税）

主要な戦略上の概念と方法論に解脱を加え､それらを体系

的に位個づけたビジネススクールの代表的テキスト｡どこ
を切り取ってもビジネスに活用できる経営事典。

■
■
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競争戦略論冒青義
パンカジュ･ゲマワット著大柳正子訳
定信(本体２４００円十脱）｛１０月21日発売】

ハーバード･ビジネススクールの注目教授が語る戦略論の

エッセンス｡戦路の起源から最新擬念1.ビジネス･ランドス
ケープ｣までを解脱したＭＢＡの本裕テキスト。
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企業戦略白書Ｉ
[日本企業の戦略分析:2001］
伊丹敬之十一橋MBA戦略ワークショップ著
定債(本体2200円十税）

伊丹教授と一橋MBAがチームを組み､日本企業の行動を

照争戦舗陰の視点から分析｡なぜ失敗する戦略をとってし
まったのか？今後の戦略の特微と方向性を提示する。

難鯛鴨｡ﾗﾝﾆﾝゲ
[不確実性を利用する戦略］
池田和明十今枝昌宏箸定価〈本体2400円十税）

申業環境の不砺実性の高まりに合理的に取り組むために、

その概念や柵築ステップから､戦略への落とし込み､実施

体制･スケジュール､白木企禦の碩例まで解説。

ク
ト

”
”
伽
糾

眺
雛

ｊ
冊
売

戦
略
立
案

隠鯉隠醗…“

吾署’

－岸一弘■

競争戦略論講義
，■■ー卓

パﾝｶ津･グﾏﾜｯﾄ‘
ｌＬｎ４『風

Stl･alwaIldlll(）
BusinossLandscapo：
CCI'eConceI〕1ｓ

■司鰍βＭＨ



匠単匠単

ＩＩ
、、

や

導入部は

卓

鷺
臼

蒲
OＬOＬ

一印僑〈一印僑〈璽
一ゆ

←

ＳＰＥＣＩＡＬ

第２回

問題解決を可能とする文書作成術

TilinkYoul･WaVtoC1earWriiinu

ストーワー形式で構成する
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前回は考えをまとめる前に

ありきたりの見出しをつけて、

閏き進めることが文糾から明快さを蕪うということを示した。

今回は文書の｢導入部｣､通端｢序論｣｢はじめに｣｢背景｣などと

見出しがつけられる箇所をテーマにする。

パーパラ･ミント女史は

｢文盤をまとめるための思考の90％は導入部を沓くことに灘やせ｣と脱ぐ。

｢導入部は本論が書き終わってから普くように｣と教えられた人には驚きであろう。

まずは､｢導入部｣がなぜそれほど重要であるのかを説明し、

その効果的な茜き方について解説していく。

灘
BarbaraMinto
バーバラ･ミント

米国オハイオ州クリーブランド生まれ。1963年ハーバード・ビジネス・スクールを卒業し、マッ

キンゼーに入社。同社初の女性コンサルタント。1966年、文章能力を脚められ、ロンドンに転

勤し、欧州のスタンプに向けて文廠作成を指導するようになった。そこで､文糾作成に皿要な

のは､言語能力ではなく､思考能力であることに気づく｡1973年に独立。欧米のコンサルティ

ングファーム､ビジネスｽｸｰﾙでｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの技術を指導。著需に｢考える技術･書

く技術』（ダイヤモンド社)がある,、

第1回 耶前に見出しを決めることが文書の明快さを瀞う

連載の内容 鋪2回 漁入部はストーリー形式で桐成する

第3回 問廼I=鍔す塁輯牽な分析を可能にする(仮）

ＴｈｉｎｋｌＩ１'1３



BarbaraMinto

導入部はストーリー形式で構成する
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前回、企業やコンサルティングファ

ームなどが作成する文書が世界一退

屈なのは、強いメッセージではなく

て、あらかじめ決められた見出し

(｢所見｣や｢目的｣といったもの)に合

わせて文沓構成されているからだと

指摘した。最初にメッセージをつく

り、それにふさわしい見出しをつけ

るほうがぐっと読みやすくなる。さ

らに、あらかじめ定められた見出し

から無作為に挙げられたポイントの

リストからメッセージを見つけ出し、

見出しをつくる方法を提示した。

仙回は取り上げなかったが、役に

立たない見出しはまだある。それは

｢序論（ｌｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ)」と「背景

(Background)」である。時として

｢目的(Purpose)」や｢アジエンダ

(Agenda)｣、または｢エグゼクティ

ブ・サマリー(Executivesumma‐

ry)ｌとさえ書かれることもある。こ

うしたものは、文書の冒頭で内容を

案内するはずのものである。しかし、

閏き手が読み手の興味を惹くには逆

効果である。例えば､図表1のように、

こうしたありがちな見出しは必然的

にトピックを羅列するだけに終わる。

このような導入部は、読み手と紅

き手の双方にメリットはない．説み手

が顎前準備もなしに考えのまとめな

らぬトピックの羅列を理解するのを

期待し、不遜にも読み手がすんなり

と璽要性を認識し読み進めると想定

している。もちろん、そんなことはあ

りえない。また、書き手は､示したい

ポイントをまとめ､正確に表現するた

めの努力を怠っていることになる。

実のところ、適切な導入部こそ､明

快な文書を作成する上で、最も亜要

lMIThlnkl

なところである。導入部が思考の要

点を並べるだけでなく、文書を方向

づけ、書き進めやすくする役割を果

たすからである。そのため、文箇を

まとめるための思考の90％は導入部

を書くことに費やされる。

文習を作成する上で、導入部が果

たす重要性がこれほど高いというこ

とをいうと、子どものころに導入部

は最後に普くように教えられてきた

人々にとっては意外と受け取られる

ことが多い。

そこで、今回は導入部が文幽でど

のような役割を果たすかを示し、そ

れを作り上げていく過程こそが明快

な文書作成のカギを握ることを示し

ていきたい。

序論

なぜ導入部は大切なのか？

羽入部はその文沓がどのような疑

問に答えるものなのかを読み手に知

らしめるためにある。疑問を提示す

る妥当性を理解するために、明確に

描成された文画がどのようなものか、

もう一度思い出して欲しい。わかり

やすく構成された文書というものは

文をパラグラフへ、パラグラフをセ

クションへ、そしてセクションをひと

つに集約された思考のもとにまとめ

ている（図表2)。

それぞれのボックスには考えが入

り、それは読み手に疑問を呼び起こ

す記述と定義すべきである。読み手

これは､大幅な収益改善策を見つけて実行するための､ブﾛヅｪｸﾄ・
■の●｡｡｡｡■｡■一口印字凸■■画ロローローロ凸画■画画一一画一一＝酋一■一一■巳＆｡｡｡■｡｡■｡｡｡■ロロ■■ロロ■■■印■■守口一

チームの取ﾄﾉ組み方を脱明するメモである｡以下のような6つのセクショ
ｐ■■画｡■●■手⑤①画⑤ゆで●｡■｡●曲●■~中由自■■律図■■口■心坤■■■■■毎画■●●●ゅー写町→中●■＝●■ｑ

ンがある。

一背擬
陣一一二一■画■■■｡■●｡■■■亨守＝再一＝画一＝－－－－－画一一画ロローロロロ■画国画凸一色一血■■ー■■‐■｡■■■｡■■■■の●■

一ブﾛジｪｸﾄ･チームの取ﾚﾉ組み方の原則
■画。●■■■凸向＝■■｡③戸■Ｐｂ－■唇■画凸画陣ロロロ一戸ロロローーーー凸一四ｍ■■‐一二■二■■■■■｡■韓■や声旬■＝■＝＝ー■

一プロジェクトの対欺

一プロジェクトの構成
甲■凸由占●■●凸年■■凸｡‐＝｡■ー②｡｡｡■●■■■ー｡■‐ｐ②■｡｡■■■け●ご醇甲●●●■●殉

一ブﾛヅｪｸﾄによってもたらされる利点と具体的な結果

一プロジェクト成功に必要な条件

図衷１，導入部の仮
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問題解決を可能とする文書作成術’

が知らない、書き手の思考を伝えて

いるためである(誰も、すでに知って

いることを発見するためにビジネス

文密を読みはしない。知らないこと

を見つけるためにこそ読むのであ

る)。そこで､考えをピラミッドの上

から下へと読み手に提示すれば自動

的に読み手と疑問／答えの対話をす

ることになる。

上部の論旨が疑問を生み、下でそ

の疑問に答える。図表3がその例であ

る。

このように疑問と答えの対話を繰

り返してピラミッドを下っていき、読

み手が書き手の述べていることの根

拠について論理的に理解できるよう

になるまで続ける。

もちろん、全体がうまく機能する

ためには、ピラミッドの頂点にある主

図表２２ピラミッド･ヒエラルキー(両棚】

1事例Ｉ

▲

『貸金引き上叫という見出しをつけ、

その猶以下のようにパラグラフ悪厩閲回ればよい

皿

’
Ｌ

賃金引き上げ

企業がとるべき最初のステップは､他社と競合するレベルまで賃金を引き上げる

ことである｡現在の賃金レベルは､この地域における他の印刷業者に比べて低く、

そのためにオペレーターの硫保と鮒持が困難である｡串実､2名のオペレーターが

辞め､部門は計圃を下回る人数になっている｡そのため､ほとんどの仕車が巡れて
おり､残業時間は予範を50％以上も上回る。

塾|蕊３.ピラミッドを用いた文言作威の事例(再郷】

題が読み手の関心にあったものでな

ければならない。頂点の主題が決ま

れば、後の文章はおのずと出てくる

のである。頂点にある主題が、読み

手に客観的に考えさせ、妥当である

と納得させる方法はひとつしかない。

それは、読み手の頭にすでに存在す

る、または少し考えれば浮かんでく

るはずの疑問に答えることだ。

自分が書いたものがポルノ小説の

ように､熱心に読みたくなるものかど

うかを考えてみるとよい。その文謁

に何が画いてあるかを知りたいと思

うからこそ､読むのである。読み手の

頭の中にある疑問をその文書が解い

てくれるだろうという期待があると

きだけ､読む気になるのである。疑問

がなければ統まない。したがって､導

入部の目的は、自分自身と読み手に

疑問を再確認することである。これ

Think！ 1i胸
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ができなければ､自1iJをもって自分の

答えを書き進めることはできない。

さて、明白なのは何もないところ

から疑問は生まれてこないというこ

とである。疑問は文画のテーマに関

して､読み手がすでに知っていること

から出てくるものである。そのため

に、導入部では前提知捌を再確認し、

評き手が答えようとしている疑問を

読み手が抱くように仕向ける必要が

ある。もちろん同時に、自分の答えが

適切であり、このことを理解できる

ように納得させる必嬰もある。

こうしたことが理解できれば､次に

読み手が文瞥にふさわしい疑問をも

つように仕向けるために、最も効果

的な方法について述べたい。最も効

率的な方法とは、ずばり、ストーリー

を聞かせることである。

ばぜ､ストーリー形式なのか？

ストーリーを剛Ⅲすれば､読み手が

文111に注目するのは碓突である。す

でに述べたように、ビジネス文書を

読んでいる人は娯楽で読んでいるわ

けではない。必要性があるから読ん

でいるのである。また、そこに掻い

てあることを理解しようと思って、

読んでいるわけでもない。それどこ

ろか､読み手は雑多な､関連性のない

関心を多く抱えており、その大半が

文凹と関係はなく、しかも文蜜内容

よりもはるかに強い興味をもってい

ることである。

１１６１ThinkＩ

メモであれ、人が行うプレゼンテ

ーションであれ､他の関心を押しのけ

て、集中させるには多大な労力が必

要である。たとえ、それを読もう、ま

たは聞こうと一日中待っていたとし

ても、現在考えていることを忘れな

ければならない。実際、ひと言も把

握しないまま１ページ半も読んでい

たという経験が必ずあるかと思う。

ストーリーが完結しないでいる状

態というのは、他の関心を簡単にど

こかに押しやるほどの魅力がある。

例えば、次のような文冨な考えてみ

よう。

｢見知らぬ町で、真夜中に２人のアイ

ルランド人が橋の上で出会った……」

醜み手の注意は即座に向けられる。

もちろん、ビジネス文書をジョーク

で始めようとは思わないだろう。しか

し、文凹の題材にまつわるストーリー

で始めたい。また､読み続けたくなる

ような｢よい｣ストーリーが望ましい。

よいストーリーには必ず､冒頭､展開、

結末がある。つまり、状況を確立し、

疑問につながる複雑化在展開し、解

決法を示す。図表4がその例である。

択蛎

楓馴化

鵬Ⅲ

答え

少年と少女が出会い､然烈な恋

に落ちる

ライバルが登壇し､少女を零う

少年はどうするべきか？

少年はライバルを殴りつけ､少

女をとりもどす(または､少女が

ライバルを殴りつけ､少年のも

とにもどる､どちらでも好きな

終わり方で）

図表４:典型的なストーリー形式

導入部にストーリー形式を適用す

るには､「状況｣では｢疑問｣につなが

る｢複雑化｣が起こる以前の比較的安

定した状況を読み手に確認する｡｢疑

問｣は儲に読み手の疑問であり、それ

に対する｢答え｣はピラミッドの頂点

に入る主旨である。以下は、図表4の

ラブストーリーと同様の組立てでつ

くられた典型的な例である。

図表5でわかるように、ストーリー

形式を採用すれば、読み手が同感す

るところから始まって、「疑問｣を抱

き、「答え」を知りたくなるように仕

向けることはたやすく展開できる。

読み手が異識を唱えるかもしれない

こと(ピラミッドに組み込まれた自分

の考え)を示す前に､同意するとわか

っていること(過去の事実)を読み手

に示すことができるという点も、心

状況

揖薙化

疑阻

グ
１１

銀行の顧客管理データは､利益

の出ない顧客､今後利益を生ん

でくれそうな顧客､衝理･＃鮭ゼコ

ストを削減すべき顧客を教えて

くれる

顧客f繁里データが教えてくれる

のは､業務上､改善すべき点で

ある

さて､どのように銀行業務が変

わるべきか？

』

〃11、／ｌ、
ＩｌｌＩＩＩＩｌ

図表５.導入部とピラミッド栂造の関係



理学的に理にかなっている。言うな

らば､初めが楽であれば､後の苦しみ

を受け入れやすくなるということで

ある。

別の見方をすれば、過去の事実を

ストーリー形式で再確認することで、

読み手の気を惹き、自分の論理へと

導く前に書き手と読み手が｢同じ位固

に立っている｣ことを確認できるので

ある。また､画き手自身がピラミッド

の頂点にある主旨にしっかりと焦点

を絞り込み、一切の回り道をせずに

主旨に見合ったメッセージを伝えて

いるかどうかを耶前に判断する手段

も得られる。

図表6～9の例からわかるように、

読み手を｢同じ位凹に立たせる｣のに、

長々としたプロセスは必要ない。こ

の組立てを膨らませてどこまでいう

かは書き方の問題であるが、書き方

はストーリーの流れに影響するもの

ではない。

この柵造では、特に最初の部分で

｢序論｣や｢背景｣などという見出しの

入る隙もないことがおわかりいただ

けるだろう。見出しの役割はセクシ

ョンを分けることであるが、導入部

の前には分けるべき文嘩がないため

見出しは必要ない。ストーリーを語

ること目体が背景を示すことになる。

ここまで､｢状況｣－｢複雑化｣一｢疑

問｣の桶造が読みたい気持ちにさせる

ことについて述べてきた。しかし、こ

の構造の意味は醤き手にとってのほ

うが大きい。置き手が文書で答える

べき疑問を決める立場であるから、

自分のメッセージがどうあるべきか

を気づくようになる。実際に、書き

手は｢疑問｣がはっきり決まるまで自

ThinkYourWaytoCIearWritin91雲=ヤーミ
問題解決を可能とする文密作成術’

状況

復雑化

疑問

新規加客獲桐のためのシステム

が新たに導入され､現喝の営楽

は新規開拓にかかる時間を削減

でき､より距売に築中できるよ

うになっている｡週に一万件の

見込み客を生み出す予定

第２段階､お客様窓口センター

を新たに設置することが来週か

ら始まる。しかし､着工する肋

に､投資額と利益回収が当初の

叶画通りになるかどうかを確朋

し､実際に進めるべきかどうか

を確認したい

お客操窓口センターの新設はや

るべきか.やらざるべきか？

些|製Ｂ･お審搬窓口センター新設の是非

状況

掴雌化

§藍’19,

すでにご承知のとおり、我々の

来年度目標は非常に野心的であ

り､国内市場での成長を１５％

伸ばすことである

当たり前のことではあるが､この

市埋における成長を妨げる大き

な障壁が存在する

目標速成をたしかなものとする

戦略はどのようなものか？

図謹８来隼度のM睡罰はどうあるく造か

状況

複雑化

疑問

英国と欧州大陸のコンピュータ

システムを共迦のプラットフォー

ム上で統合するには､１２の作業

チームを便って､脈数のハード

ウェアおよびソフトウェアの柵

成要素芯統合することを短期間

で行わなければならない

ビジネス上のリスクを最小限に

抑え､不具合の発生芯避けるた

めに､耶前のテストを行う予定

である

システム統合にあたってどのよ

うな事前のテストが必蓮か？

図衷７システム統合のための馴前テストの方法

状況

掴鎧化

疑 問

新たな組織の下で､全部門のマ

ーケティング･コミコニケーショ

ン活動は全社戦略と統合され、

同一メッセージ､一貫しにデザ

イン､効率的なプロモーション

費の投入を行う手はずになって

いる

７月1日より､その実施を監督す

る寅任は顧客把当および広報部

に蔓れられる

我々は顧客担当および広報部と

どう関わるべきか？

図菱ｇ･厭客担当や広弼部との緊溺分担方誌

Think 1１７
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分のメッセージに確信がもてないも

のだ。

悲しいことに、人は、□に出して言

う、または簡いてみるなどして、表現

することを強いられるまで、自分の

考えていることを正確には把握でき

ない。書くことの難しさはここにあ

る。加えて、人の頭脳は無限にポイ

ントを生み出せる能力がある。ある

特定の文普に適切なポイントを選ぶ

には、まず答えようとする｢疑問｣を

知らなければならない。

「疑問｣がわかれば､それに見合っ

たポイントを選び出すのは容易であ

る。ピラミッドを埋めていくのは疑問

と答えの対話である｡｢疑問｣は｢答え」

を要求し、それがピラミッドの頂点に

ある主旨となる。｢答え｣は読み手の

頭の中に新たな疑問を生み出し、そ

れに書き手は下の段で答えなければ

ならない。そして、図表10のように、

ピラミッドの下に達するまで、疑問と

答えの対話を続けるのである。

しかし、ピラミッドの正当性は最初

の段階で｢疑問｣を正しく設定するこ

とで決まる。それは導入部に「状

況｣－｢複雑化｣一｢疑問｣の描造を使

って､「疑問｣を探り出すことを意味

する。次に、このプロセスについて貝

てみよう。

そして、第2ステップでは、読み手

を思い浮かべ、そのテーマについて

自分が答えようとしている疑問の大

まかな方向を掴いてみる。

ここで思考の中心は決まる。読み

手がすでに知っていることを再確認

する準備はできあがり、「疑問｣を確

認することができる。

｢状況｣はどのように機能するか？

読み手の知っていることが

どうしてわかるのか？

第１ステップは、関係のない考えを

頭から追い出すことである。何かを

智こうと机に向かったとき、画き手

の頭は読み手が最初にその文掛涯手

にしたときに比べて､自分が沓こうと

していることに集中している。文匝

の題材について考えるだけでよい。

ピラミッドの頂点にくるボックスを蜜

き、その中に題材を書いてみるとよ

い。例えば、銀行の新たな順客管理

データについて雷＜のであれば、こ

のよ弓に始めるだろう（図表11)。

最初の段階で題材に関して、読み

手が同意すると考えられることから

書き始める。このステップでは､書き

手自身の思考をダブルチエックする

ことになる。つまり、題材に関する

ことから書き始めたくないというこ

とであれば、出発点が間違っている

か、あるいは間違った題材であるこ

とがすぐにわかるのである。

「状況｣で雷き手が行っているのは題

材に関してすでに確立している事実

を読み手に再認職させることであり、

通常の場合は題材にまつわる動向や

変化というような内容である。実際

にこのようなことが起こったことを

｢読み手が知っているかどうか｣は、

さほど重要ではない。書き手が判断

しなければ芯らないのは、読み手が

それを事実として受け入れるかどう

か､ということである。ここで疑問を

抱かせてはいけない。

第２ステップおおまかな疑問涯弼く

ボックスに題材･を簡登鰯１ステップボックスに題材･を樋き込む

ThInkl

問疑

’一
一
へ
Ｌ

唾
冨

例顧客管理データ

第２ステップおおまかな疑問を鰯く

込む第１ステップ

例皿客管理データ

図理１０癖剛と誇えの対鹿
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状況 銀行の顧客管理データは、

利益の出ない顧客、今後

利益を生んでくれそう芯

顧客､管理･維持コストを

削減すべき顧客を教えて

くれる

上の文を読んで欲しい。文71を読

んでいる人々は、銀行が新たな顧客

管理データを聞発したことは知って

いるだろうが、その多くは具体的に

それが何を提示するかを知らないか

もしれない。しかしながら、このよう

な内容の提示については疑問に思わ

ないだろう。

複数の読み手がいる場合には、そ

の全員が｢状況｣で示したことを事実

として受け入れ､もちろん全員が同じ

疑問を抱き、それに対する｢答え｣を

得ようという気分にしないと読んで

もらえない。私の経験で言うと、情

報が「ビジネスウィーク』や｢フォー

チユン｣にl似るようなものであれば、

事実として受け入れられるだろうと

言えられる。

｢複雑化｣とは何であるか？

「複雑化｣とは｢雌問｣という意味での

複雑化ではない。ただ､難問となるこ

とも多く起こる。ここでは、語ってい

るストーリーを｢複雑化｣することであ

り､｢疑問｣を生み出す緊迫をつくるこ

とにある｡例えば､次を読んで欲しい。

ThinkYourWaytoCIearWritingb一Vニミ
問題解決を可能とする文機作成術’

複雑化 顧客管理データが教え

てくれるのは、業務上、

改善すべき点である

この｢複雑化｣は正確には難問とは

言えない。変化の必要性を示唆し、

｢どのように変わるべきか｣という｢疑

問｣を引き起こす｡｢疑問｣を引き起こ

すものは何であれ、定狐上､「複雑化」

とする風

｢複雑化｣はどのように｢疑問｣を

導くのか？

主題に関する、すでに｢確立した班

実｣を出発点に使うことで､｢複雑化」

はストーリー上､｢疑問｣につながるよ

うな展開を行う。｢展開｣は通端、図衷

12に示す４タイプのひとつであり、４

つの一般的な質問のひとつにつなが

る。

前に挙げた､導入部の5つの例(図

表５～９)を見れば､どの｢疑問｣も、

図表１２のカテゴリーのどれかに入る

ことがわかるだろう（図表13)。

状沸 複雑化（｢展朋｣〕複雑化（｢展閲｣） 疑問

漣

広く正しいと

砥えられていること

問題がある

解決がある

碓かが解決を提案した

幽催Ej嘘塞；

吟胸函べ雪か?」
|今岬嬢方鱗潅どのように興行…?」

|今随切蔵聯…?」
|今｢……か?』

図設１２．禰蝿化から生まれる4つの姻間

願例の畷問」 疑問のカテゴリー

さて､どのように遡行業務がかわるべきか？(図表5） ｢何をすべきか?」

お客操窓口センターの新股はやるべきか､やらざるべきか？(図饗6） 随切な解決方法か?」

システム統合にあたってどのような碩前のテストが必要か？(図浅7） ｢解決方法をどのように実行するか?」

目標達成をたしかなものとする戦路はどのようなものか？(図設8） ｢何転ずべきか?」

我々は顧客担当および広報部とどう関わるべきか？(図表g） 方法をどうのように実行するか?」

図表１３噸例の｢疑問jをカテゴリー分けする

Think！ 1iI9



篭
BarbaraMinto

導入部はストーリー形式で棚典する
7次'/》ﾉ･"<'(ｌｗｗｊ//)《'１《'ﾉｲﾘ""ｇ〃/"ﾉバﾉ(/"('"ｨ"lハｎＷ/1'ｲｶ(．Ｋ('１川（，/('<"･川J‘J"ﾉ峻

ちなみに、「なぜ起こったのか？」

という疑問はビジネス文圏ではそれ

ほど頻繁には使われない。なぜ何か

が起こったのかを明らかにする分析

と、「解決方法をどのように実行する

か？」決定する分析は似通っているか

らである。その場合、行動を中心に

まとめるほうがより効率的であるこ

とが自明である。

それが読み手の

疑問でないときは？

疑問を決定するのは読み手ではな

い。譜き手である。思考して伝える

べきメッセージをもっているのは画

き手なのである。読み手は、当然な

がら前もってメッセージを知ること

はない。香き手の仕耶は、過去を再

検討する中で、読み手が知り危がる

べきこと、すなわち自分が伝えよう

とすることを見極めることである。

銀行の例では、どのように銀行業

務が変わるべきかを、読み手が自動

的に問うだろうと考えている。車実

を振り返ってみて、彼らの知るべき

ことを決定するのは秘き手の仕事で

ある。同時に、それを伝えるために

文書を構成するべきであるというこ

とはすでに述べた。

しかし、時には、自分が伝えようと

するメッセージがあらかじめわかっ

ていて、読み手に自分が与えようと

する情報を求めるように仕向けなけ

ればならないことがある。これは、

｢疑問の植えつけ｣として知られてい

る。例えば、他の人に何かをやらせ
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ようという目的で文書を普いている

とする。彼らのほうは沓いているこ

とを知らない。書き出しの柵成は図

表1４のようになる。

読み手が知っていること(状況)と、

事実として同意するであろうこと(複

雑化)を再砿認することで、読み手は

iIIき手が答えたい質問をするように

仕向けられる。

また､図表15のように､複数の可能

な疑問を想定できる場合もある。

答えるべき｢正しい｣質問は、読み

手のすでに知っていること在凹き手

がどう判断するかにかかってくる。

つまり、読み手が固定費の中で削減

を考えなければならないことを知っ

ていたら、タイプ2の｢どこで１千万

ドルの削減をするべきか？」という疑

問はありえない。

状 源

複錐化

疑 瞳

ご存じの通り、７月の営業会扇

において、新たな売り場管理プ

ログラム悲スーパーマーケット

のチェーンに紹介する方法老伝

える

地域ごとにプレゼンテーション

をカスタマイズするために、

各々が担当しているチェーンの

中で､IulImを抱えているチェー

ンをひとつ週んで､砺而に梢祁

を送って欲しい

(どのように情報逓送ればよい

のか？）

国表１４暖１１mの植えつけ

タイプ１

状 況

迩嘘化

,韻１Ｍ

最近の中東憎勢のため、石油価格が匝上がりし、アルファ社ては減益が予測される

漂益を緩和するために、アルファ社は営業費用を（当初見込みに対して）１千万ドル

削減する計画を提示した

減益老食い止めるのに、それで十分か？

タイプＥ

状況

複雑化

暖脳

タイプａ

減益の予測を受けて、アルフ ァ社では1千万 ドルの営業費用削減M十画を提示し た

しかし、原料費と変動しやすい営業費用の抑制

によって増加する可能性が高い

どこで1千万ドルの削減をずるく窪か？

|さ短期間では難しく、石油儒格のi言篭

状 脈 アルファ社は営業費用を1千万ドル削減するという計画を掴示した。しかし、原料と

槻仙化

漉、Ｉ

変動しやすい営梁費用の抑制は短期間では難しいため、その部分での削減はできない

その鳴合、固定擬から削減奄図らなければならない

それほど固定費渥削減するのは可能か？

固'蓑１５.酌&籾、鐘撰源カョカ向誌


