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エンジニアだって、
企画書に強くなった方がいいと思う件

2014年10月11日

今日の資料はFacebook上で公開します。
宜しければFacebookアカウントをご覧ください。
https://www.facebook.com/tadashi.yoshimasa
※面識がないのにノーメッセージでお友達申請されても承認しません。すみません。

今日は難しいことを言
いません。簡単なこと
しか言いませんが、企
画が得意でない人は
気が付いていないか、
できてません。
そんな話をします。



P.1

自己紹介



P.2

＜現職＞

 Rails技術者認定試験運営委員会 委員長

 一般社団法人PHP技術者認定機構 代表理事

 ビジネスOSSコンソーシアム・ジャパン 理事長

 吉政創成株式会社 代表取締役（マーケティングの会社です）

 PHPカンファレンス実行委員（2011-2014）

＜過去の経歴＞

 Ruby技術者認定試験 事務局長代行

 OSSコンソーシアム 副会長（2011年3月まで7期）

 文部科学省XML技術者育成推進委員

 XMLマスター、Turbo-CE初代責任者

 LinuxWorldボードメンバー

 AllAboutオープンソース ガイド

P.2

自己紹介

記者会見
の模様です

インターネットTV
の出演模様です

イベントの時の
プレゼン模様です

オフのときは
二子玉川の川べりで
家族と遊んでいます



P.3

活動の場

上場企業及びその子会社

国産H/Wメーカー子会社

大手サービス会社

ベンチャー企業

業界団体

理事長

代表理事

委員長

執筆

ゴーストを含む連載、
月間10本

ブログ

全ブロガー300人中30位以内を50か月連
続ランキングイン。月間4-5万人の読者。



P.4

メディア公式ブログ（月間4万人～5万人の方にお読みいただいています）

全ブロガー300人中30位以内を
50か月連続ランキングイン

7年間で120万人にお読みいただいてます



P.5

最近のニュース



P.6

昔はこんな本に出たこともあります。

 30ページほど16年前に私が
企画したLinuxディストリビ
ューターのビジネスモデルの
内容が紹介されています。



P.7

ちょっと宣伝

 PHP技術者認定試験キャンペーン
– SNSで3月までに受験します！と宣言すると、インプレスの試験対策

本がもらえるキャンペーンを行っています。詳しくはWebで

 ウィザード2014始めました



P.8

ちょっと宣伝２

 PHP技術者認定試験合格者を雇用し
ている会社を無料でマーケティング
支援する、無料の「認定インテグレ
ーター」プログラムが8月18日から
開始した。

 詳しくはBOSS-CON JAPAN 公式
Webサイトへ
– 「BOSSCON」もしくは「PHP認定イ

ンテグレーター」で検索してください。

試験を受けて無料のマーケティン
グサービスを受けましょう！



P.9

ちょっと宣伝３

 4階のPHP技術者認定機構ブースで、PHPじゃがりこ と開
発者トランプのバラ配布しています。記念にもらっていって
ください。



P.10

企画のお話し

今日は難しいことを言いません。簡単なことしか言いませんが、
企画が得意でない人は気が付いていないか、できてません。
そんな話をします。



P.11

私の企画の活用方法

20代 30代 40代

知名度

年収

メルマガを創刊し、
読者数6万人を超える

Linuxで名前が知られる

XMLで名前が知られる

起業 起業

サラリーマンに戻る

本名「吉政忠志」でGoogle検索すると1万-2万ヒットほど

日本一でもなければ、すごい大学で学んだわけでもないです。
ただ、人生の節目に企画を提出し、人生を変えてきました。

年収



P.12

企画書を活用した
給与の上げ方は
カンファレンス で

講演し、そのビデオが公開されて
いますのでそちらをどうぞ。

「 で稼ぐには。」
http://www.ustream.tv/recorded/38723705/highlight/411251



P.13

さて、企画書は
どんな時に必要でしょうか？



P.14

会社で作りたいものができた

収入を上げたい

責任者になった（部下を守りたい）

会社を大きくしたい



P.15

起業したい

場合によっては結婚したい
（私は吉政家 計画を

カミさんと共同で作って結婚しました）

などなど、人を動かしたい時に
重要な時に訪れます。



P.16

相手を効率的に
説得するための

ロジック

企画

なーんだ、「企画」じゃなくて
「説得」じゃん！と思っていただくと

気が楽です。



P.17

企画に強くなれば、
自分がやりたいことが

かなりの割合でできるようになります。



P.18

特に会社で
何かをやりたいと思えば

企画書は必須。

口頭で言ってもダメ。
（口頭の意見は単なる愚痴に聞こえる）

書面にして稟議を回せる内容に
まとめる必要があります。



P.19

私が考える理想的な企画書とは、
やりたいことが実現できる企画書



P.20

やりたいことが実現できる企画書？



P.21

企画書を提出する相手が
実現出来る内容で、
やりたいことでないと、
企画は承認されない。

どんな社長でも
自分がやりたい
ことがあるから、
めちゃめちゃ大
変なのに、社長
をやっています



P.22

えーなに言ってんすか、吉政さん。どうせ
上司がやりたいことなんてろくなことじゃな
いから、上司がやりたいことを企画書に何
か書きたくないっすよ。そもそも、上司な
んて俺の話なんて聞きたくないって思って
いるかもしれないし、最近うざがられてい
るような気もするし、いっそのこと社長に
直訴して が出なかったら会社を辞め

ちゃおうかなって思うくらいの勢いで、この
セッションに参加したくらいなのにｗ



P.23

と、思っているかもしれません。
でも大丈夫です。



P.24

企画書の第一歩は
相手と自分のやりたいことの接点を

探すことです。会社の中の話ならほぼ
接点は見つかります。
ちなみにこれは、

第一歩と言うかこれが ほど占める
重要なことです。

これがうまい人が企画上手な人です。



P.25

そもそもこのプレゼンに応募したのは

企画書を超基礎の基礎
（いくらでも難しく説明できますが、

基本はこれです）

ロジックの
三角形

主張

理由付けデータによる証明

企画を提出する相手
が受けてうれしいメ
リットを「理由」にでき
るかどうかが勝負

スケジュールとか、
予算とか、人員体制
とか、実績とか、方
法論とか



P.26

そもそもこのプレゼンに応募したのは

主張と理由付けを決めるのが難しく、
データによる証明は書き方のテクニックで

うまくなります。

ロジックの
三角形

主張

理由付けデータによる証明

企画を提出する相手
が受けてうれしいメ
リットを「理由」にでき
るかどうかが勝負

スケジュールとか、
予算とか、人員体制
とか、実績とか、方
法論とか



P.27

「主張」の決め方

組織内で公正な内容を前提に決める

俺様がやりたいことの主張⇒
「俺だけ楽させろ」

会社がハッピーになる方向の主張⇒
「クラウドサービス「 」を始める」



P.28

今日の本題
「理由付け」の決め方

「主張」の「理由付け」を
どう決めるか



P.29

企画書を提出する相手が
実現出来る内容で、
やりたいことでないと、
企画は承認されない。

先程をお伝えし
たことを思い出
してください。こ
れこそが肝であ
り、ヒントです。



P.30

今日の本題
「理由付け」の決め方

「主張」の「理由付け」は
企画を提出する相手が

言っていることに
全て書かれています。



P.31

例えば、、、
に書かれている社長のご挨拶

朝礼で発言される上長の挨拶
上長がその上長に話している内容
飲み会などで上長が話している内容

上長のプレゼンテーション
などなど、

全て発言の中にヒントが隠されています。



P.32

企画書を提出する相手が
発言している内容を
簡単にまとめてみる。

社長＝自分の戦略の実現
役員・部長＝部門年間目標の達成

課長以下：四半期やプロジェクトタームで
の作業完遂



P.33

「理由付け」
・
・
・

「主張」

上記の二つのロジックを埋めてみる
（ロジカルフローの作成）



P.34

例

理由付け「 年度に●●億円クラウドサービス
で売り上げを上げたい」

中間ロジック「機能面で良いサービスを開発する」
中間ロジック「販促の予算をつけてほしい」
主張「自分を開発リーダーにしてほしい」

データ「機能仕様と自身の能力証明としての過去
の開発実績」



P.35

前述の例のような
ロジックフローが

出来たら、
実際に企画書に起こしてみましょう



P.36

企画書の基本構成

．現状と課題（理由付けの裏返し）
．解決案（主張＋データ）
．コスト スケジュール（データ）
．投資対効果（理由付け）



P.37

では、実際の企画書を見てみましょう



P.38

企画を実現するための



P.39

企画を提出する相手が
普段使っている言葉を使用して

フォーマルに を作る

※違う言葉を使っていると、それだけで違
和感になり、理解を阻む要因になります



P.40

プレゼンテーション資料として
しっかり作られているか、

以下のサイトでチェックする。

「見やすいプレゼン資料の作り方」

※ぶっちゃけ、基本ができていないと、
それだけで見る気がなくなります。



P.41

長い企画書も
あまり読む気が起きません。

きっと、まとまってないんだろうなあ。

きっと、ロジックが苦しいから、いろいろ書
いてるんだろうなぁ。

そんな企画より、優先度が高い仕事があ
るんだけどなぁ。
と思います。



P.42

企画書 を相手にメール送付し、
分でいいですので、

ご意見をいただけないでしょうか？
といってレビューの時間をもらう。

※奥義「一緒に作った企画書は
却下されにくい拳」



P.43

企画初心者の方は、

できるだけ薄くて売れてる本
とセットで読んでください。

凄さがわかります。



P.44

https://www.facebook.com/tadashi.yoshimasa

ご清聴ありがとうございました。


