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はじめに

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度は、創立××周年という重要なタイミングにご提案の機会を頂戴したことを心より感謝申し上げます。

以下、ご挨拶に代えまして、提案の概略を述べさせていただきます。

今回のストーリー制作の主旨は、創立××周年を迎える貴社が社内で○○○○することで、さらなる企業としての発展を実現しようと
するものだと認識しております。ただ、 ○○○○は目に見えないものであり、なかなか○○するのが難しいという性質があります。そ

のような性質を持つ○○○○を社員に伝えるにあたって、具体的な○○○○で○○○○がどのように生かされたかを伝えるという貴
社の企図は正鵠を得たものと存じます。

また、当事者ではなく第三者である外部のライターの取材を通じてストーリーを制作するという方針も理にかなっていると存じます。当
事者は、自分たちの仕事の本当の価値に気づいていないことが多く、取材を通じて初めてその価値が分かったという感想を述べられ
ることが、私の取材経験でも数多くあったからです。

以上より、今回の貴社の企図は優れたものだと存じますが、それを実現するためにはライター側に大きく3つの課題があると思われま
す。

① ○○○○の理解： ○○○○を正確に理解し共感できること

② 業界・業務知識：ITの技術的知識、プロジェクト運営への精通、顧客の経営戦略などを理解するビジネス知識が必要なこと

③ 文章力：（略）――すなわち、理と情の両方に訴求する文章を書かなければならないこと

以上の課題を解決し、貴社の企図を実現することを主眼にしてご提案させていただきました。ご査収の上、ご用命賜りますよう、何卒
よろしくお願い申し上げます。
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背景

1.ストーリー制作のねらい

今回の○○○○ストーリー制作のねらいは下記の通りと認識しております。
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創立××周年のメモリアルと
さらなる発展の祈念

社員向け○○○○ストーリーの制作

○○○○の共有

企業規模の拡大に伴い、○○○○
の共有が難しくなってきた

そもそも○○○○は目に見えない
ため○○が難しい

具体的な○○○○ストーリーで
○○を伝えてはどうか？



2.ライター側の3つの課題とその解決について

今回の○○○○ストーリーの制作においては、ライター側に大きく3つの課題が
あると認識しております。
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① ○○○○の理解：○○○○を正確に理解し○○できること
② 業界・業務知識：ITの技術的知識、プロジェクト運営への精通、顧客の経営

戦略などを理解するビジネス知識が必要なこと
③ 文章力：（略）――すなわち、理と情の両方に訴求する文章を書かなければ

ならないこと

したがって、ライターの選定基準は、上記を解決する能力および方法論を持って
いるかどうかだと思われます。

以下、提案者がライターとして、解決能力および方法論を持っている根拠を示し
てまいります。



2.①「○○○○の理解」について(1/4)

●執筆のための大前提

大前提として、ライターが、○○○○を理解し、○○する必要があります。

貴社HP等公開情報では、「○○○○」は以下のように表現されていると認識しました。
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）



2.①「○○○○の理解」について(2/4)

●文章の集まりでは○○○○と○○は困難

おそらく内部情報として○○○に該当するものも存在すると想像しますが、それが文章の集合体で
あるとすれば、一般に理解および共感は難しいものとなります。

○○○○の根底には、必ず一本芯の通った考えがあるはずであり、提案者はそれを「軸」と呼んで
います。

「軸」が明確に言語化されてはじめて、理解と共感が可能となります。全ページの文章の集まりにも、
芯があるのは感じますが、言語化されていないため、おそらく○○されていないのではないかと推測
いたします。仮に社内でそうだとしたら、外部のライターが理解し共感に至るのは甚だ困難だと言え
ます。

●提案者は「軸」作りの専門家

提案者は長年、「軸」を言語化するための支援をするコンサルティングに取り組んでまいりました。今
回、その方法論を援用したヒアリングを実施し、貴社が最も大事と考えている「軸」を言語化し、
○○○○を提案者自身が共感できるまで理解することに努めます。

なおこの方法論は、大手SI企業、中堅設備業者、国際的研究・開発機関など多数の法人で実績が
あります。また、個人の「自分軸」作りの実績は数えきれません。

次頁に、提案者の方法論のイメージを示します。
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2.①「○○○○の理解」について(3/4)

●方法論のイメージ

下記に、提案者の方法論のイメージを示します。左はヒアリングの流れ、右は大手SI企業での実際
の成果物の主要部分です（内容は社外秘のため読めなくしています）。
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ヒアリングの流れ

強みの洗い出し（事業・商
品戦略ではSWOT分析）

なぜ（Reason）の聞き出し

何を（Value）の聞き出し

誰に（Target）の聞き出し

軸の言語化



2.①「○○○○の理解」について(4/4)

●このようなプロセスが必要な理由

貴社の業務や○○の理解が必要なのは言うまでもないとしても、このような方法論に基づくプロセス
が必要な理由は明らかでないかもしれません。以下にその理由を示します。
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① メソドロジーに従うことで理解の観点が明確になり、より正確な理解ができ
る

② 「なぜ」（Reason）を詳しく伺うことで、共感性が高まる
③ 言語化されることで、取材対象へのヒアリングのポイントが明確になる
④ 文書に残ることで、提案者が執筆継続困難になった場合でも、他のライター

への引き継ぎが容易となる



2.②「業界・業務知識」について(1/3)

●必要となる業界・業務知識

今回の○○○○ストーリー制作に関しては、少なくとも下記の業界・業務知識が必要となると思われ
ます。
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① IT業界に関する知識
② ITに関する基礎的な知識
③ ITコンサルタントに関する業務知識
④ プロジェクト運営への精通
⑤ 顧客の戦略・課題などを理解するビジネス知識

以下、提案者がこれらの知識を持ち合わせていることの根拠を提示いたします。項目間で重なるもの
もありますが、列挙させていただくこととします。

●IT業界に関する知識

まずは、IT業界がどういう業界であるかを知らないと、取材対象者と会話することさえ困難となります。
提案者がIT業界を知悉している根拠は下記のとおりです。

• 1987年から2005年までの17年半、SI大手であるTIS㈱に在籍

• 現在も顧客のほとんどが大手を含むIT企業であり、最新情報に日々触れている

• 2013年4月から12月まで、日経BPの「システム運用ナレッジ」という会員サービスにおいて記者
として関わっており、取材先からも好意的な感想をいただいている

• 2014年以降も「日経SYSTEMS」等から寄稿の依頼をいただいている



2.②「業界・業務知識」について(2/3)
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●ITに関する基礎的な知識

必ずしも最新のITに精通している必要はないと思いますが、最低限取材者とIT用語を用いた会話がで
きる必要があります。提案者にそれが可能な根拠は以下の通りです。

• 1987年から2005年までの17年半、SI大手であるTIS㈱に在籍。その間は主にインフラ系の技
術者として業務に従事してきた

• （旧制度ではあるが）特種情報処理技術者、ネットワーク・スペシャリスト、データベース・スペシ
ャリスト等の資格を持つ

• 中堅SI企業で、新人の技術研修を担当（現在は、提案者が作成したテキストを引き継ぎ、その
テキストをベースに新人研修が実施されている）

• IT企業の顧客導入事例を50本以上制作。仮想化、ネットワークの最適化など他のライターでは
困難な事例が多数である

●ITコンサルタントに関わる業務知識

ITコンサルタントに関わる業務知識は、IT業界やITに関する知識ほどの必要性はないかもしれません

が、取材者との間に共感を作り出し、取材をスムーズにするという意味ではあった方がよいものと思わ
れます。提案者がそれを持ち合わせている根拠は以下の通りです。

• システムエンジニアという仕事柄、多くのITコンサルタントと接触、薫陶を得た

• （既に返上したが）2003年にITコーディネータの資格を取得、基礎的な研修を受講している

• 2004年から2005年まで、プロジェクトマネジメントツールの販売に従事し、そのときのパートナ
ーが複数のITコンサルティング会社であった

• 2005年から2007年まで、本人がITコンサルタントとして2社に常駐した



2.②「業界・業務知識」について(3/3)
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●プロジェクト運営への精通

プロジェクト運営の困難さ、面白さなどを知っていないと、臨場感のある○○○○ストーリーは書けま
せん。提案者がそれを知っている根拠は以下の通りです。

• 1987年から2005年までの17年半、SI大手であるTIS㈱に在籍し、20以上のプロジェクトの運営
に関わってきた。その実績を買われ、2000年には事業部のプロジェクト標準化のオブザーバに
任命された

• 2004年から2006年まで、PMツールの専門会社アルテミス・インターナショナルに在籍。PMI東
京の分科会などにも参加した

• 2005年から2007年のITコンサルタントとしての主な仕事の1つはプロジェクト運営に関するアド
バイスであった

• 「日経SYSTEMS」2004年4月号では、リスク・マネジメントに関する特集記事を執筆した

●顧客の戦略・課題などを理解するビジネス知識

○○○○ストーリーを書くからには、○○○○の焦点である顧客の戦略・課題などを理解出来るだけ
のビジネス知識が必要となります。提案者がそれを持ち合わせている根拠は以下の通りです。

• （既に返上したが）2003年にITコーディネータの資格を取得、基礎的な研修を受講している

• 2005年から2007年まで、本人がITコンサルタントとして2社に常駐し、実践を通じて知識を得る
機会を得た

• 2008年からパートナーとともに営業を中心とした経営コンサルティング事業を継続している

• すでに例示した「軸」作り支援事業は、まさに企業ないし事業の戦略策定である



2.③「文章力」について

12

○○○○ストーリー制作の目的が、社員に分かりやすく貴社の○○○○を伝え、 ○○○○の○○と

共感喚起に寄与することであるならば、理で納得し情に訴求する文章が書ける必要があります。提案
者がそのような文章を書ける根拠は以下の通りです。

●理で納得する文章が書ける根拠

• IT導入事例を50本以上制作。導入事例は、客観的で論理的な根拠に基づいて執筆しないと、
期待する効果（営業への問い合わせ）を得ることができず、現在でもリピートが続いている

• 日経BPなど大手IT系出版社の寄稿や取材の依頼を継続的にいただいている

• ITエンジニア向けの著作が4冊、雑誌寄稿も多数ある
著作の実績はこちら→ http://s-morikawa.jp/event.html#002

寄稿の実績はこちら→ http://s-morikawa.jp/event.html#003

• 日立システムズ様から2年以上の長期に渡って、経済コラムの執筆を依頼されている
おたすけコンサルタント金太郎が行く→ http://www.hitachi-systems.com/report/story/kintarou/

ITコンサルタント美咲いずみが行く→ http://www.hitachi-systems.com/report/story/izumi/

●情に訴求する文章が書ける根拠

• 『奇跡の営業所』という著作があり、感動の感想やブログでの紹介を多数いただいている
『奇跡の営業所』感想→ http://www.s-morikawa.jp/miracle/case.html

『奇跡の営業所』ブログ紹介→ http://www.s-morikawa.jp/miracle/about.html

http://s-morikawa.jp/event.html#002
http://s-morikawa.jp/event.html#003
http://www.hitachi-systems.com/report/story/kintarou/
http://www.hitachi-systems.com/report/story/izumi/
http://www.s-morikawa.jp/miracle/case.html
http://www.s-morikawa.jp/miracle/about.html


3.体制

○○○○ストーリー制作のための体制は、下記の通りと認識しております。
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（略）

提案者・ライター
ITブレークスルー代表

森川滋之

（略）

（略）

貴社
お客様

取材

必要に応じて取材

連絡・
依頼

連絡・依頼

連絡・依頼

必要に応じて取材

連絡・
依頼



4.スケジュール

○○○○ストーリー（1本目）の制作スケジュールは下記の通りと認識しておりま
す。
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2014/X X X X

（略）

取材

X/17

X/27

第1校
執筆

原稿修正およびHTML化

イントラネットで
公開

マイルストーンであり、これが遅れるとそれ以降も遅れる可能性があります。



5.お見積りに関して

お見積りに関わる作業内容は、以下のとおりです。
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名称 内容 備考

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

金額につきましては、別紙「お見積書」をご覧ください。

1本目で○○の共有ができ、原稿のフォーマットも固まるため、2本目以降は1本
目よりも低価格でご提供できる予定です。



6.ライター・プロフィール

1987年 京都大学卒業。東洋情報システム（現TIS）入社。

初期は通信システムの開発に従事。

入社3年目以降、20以上のプロジェクトのリーダーを歴任。

2004年 TIS退職。PM支援ツールの専門会社にコンサル営業として転職。

2005年 独立。ユーザー企業のITコンサルタントとなる。

2008年 営業セミナー及び経営コンサルティング事業を開始。

現 在 セミナー講師およびライターとして、規模の大小を問わず多くのIT企業と関わる。また商

品軸・事業軸・チーム軸ナビゲーターとして、企業の商品・事業の軸作りやチームビル
ディングの支援に携わっている。

著書 『SEのための「価値ある仕事」の設計学』、『SEのための「不況に強い」営業力のつけ方』、『奇
跡の営業所』他。

IT関連雑誌やWebメディアに寄稿多数。
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提案者は、法人のPR文書を主として執筆しているライターであり、また顧客はIT企業に特化しています。
PRライターとしての主な実績は、http://www.s-morikawa.jp/event.html#006 をご参照ください。

http://www.s-morikawa.jp/event.html#006


• 本文書の著作権は、著者森川滋之に帰属します

• 本文書の無断複製、無断転用、内容改竄等は法令にて禁止されており
ます

• 二次使用をされたい場合は、下記問い合わせ先までご相談ください

お問い合わせ先：ITブレークスルー 代表森川滋之
お問い合わせフォーム：http://www.itbt.biz/inq_mail/form.cgi
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http://www.itbt.biz/inq_mail/form.cgi

