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はじめに

ビジネスパーソンの毎日は忙しい。
明日客先に持って行く資料を作っているところに、先輩が「昨日の会

議の報告書できた？ 部長が待っていたみたいだけれど」と聞いてくる。

「そういや、部長は今日中に本部長に報告すると言っていたっけ……。
しょうがない、そっちが先だ。先輩は報告書といったけれど、昨日の今
日だし、議事録の形で十分だな……」

部長が外出先から戻る前に、なんとか議事録をまとめて送ることがで
きた。さて、明日の資料だ。

「本当は他社の類似商品との機能比較を加えておきたいところだが
……。時間もなくなっちゃったし、まぁ他社商品の一覧をつけておい
て、必要であれば説明するってことで」

終業時間は少しオーバーしたが、資料作成完了。これで明日は客先に
直行できる。

多くの皆さんが、こんな日々を送っていることだろう。慌ただしいの
ではあるが、部長に言われた会議資料も、客先に持参する資料も、ちゃ
んと作れているし、まぁこんなものだろう、と。

しかし、本当に資料は「ちゃんと」作れているのだろうか。締め切り
に間に合わせることができているだけで、安心してしまってはいないだ
ろうか。本部長に出すのなら、もう少しまとめ方を変えた方がよかっ
た、他社商品と機能比較を一覧できる資料があれば、お客さんにもっと
理解してもらえたはずだった、と思うことはないだろうか。
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コンサルティング会社では、「クライアント・インタレスト・ファー
スト ＝ すべてはクライアントのために」というミッションの元に、誰
もが常にデッドラインに追われている。

私はマッキンゼーで「リサーチャー」として働いていた。リサー
チャーとは企業の分析や戦略の立案に使うための情報を集める実働部隊
だ。コンサルタントとタッグを組んで、問題解決のコアとなる情報を
探っていく。

情報の収集はコンサルティングの基本である。従ってリサーチの依頼
はひっきりなしに、それこそ雨あられのように降ってきた。

「このリサーチのデッドラインは？」
「ASAP」
「いつまでに資料をまとめればいいですか？」
「ASAP」
（ASAP：As Soon As Possible  ＝  できるだけ早く）

頼んでくるほうは、自分が頼んだことは最優先でやってもらいたい、
やってもらえるものだと思っている。だから、本当は時間的余裕が多少
あったとしても、「いつまでに？」と聞いたら、反射的に「なるべく早
く」「できるだけすぐ」という答えが返ってくる。

情報なくして分析は成り立たない。それがわかっているから、リサー
チャーも「こっちだって他のリサーチもあって忙しいのに……！」と思
いながらも、やりくりをし、与えられた時間の中で最大限のアウトプッ
トを出す努力をする。

報告書やレポートを作成するチームは、もっと大変だ。報告会やクラ
イアントとのミーティングの日時は決まっており、レポートはその前に
完成させなければいけない。

そのデッドラインから逆算して、コンサルタントのドラフト提出期限
は決まってはいるが、後から「やっぱりここを変えたい」「どうしても
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あと 2 ページ追加したい」というリクエストは、当然のように出てく
る。

修正やページを加えることでより付加価値の高いものになる、クライ
アントに対する説得力が格段にアップすると思えば、限られた時間の中
でも、できるだけのことをやらざるをえないのだ。

このような環境にいたおかげで、「速さ」と「質」を両立させるため
の肌感覚が身についた。1 日あればこのくらいの情報を集めてまとめら
れる。逆に、このテーマ・内容なら 3 日で 10 ページぐらいのレポート
が作れる。私がこのような見極めができるのは、長年リサーチという仕
事に携わってきた経験と、マッキンゼーにおいて鍛えられたデッドライ
ン思考ともいうべき、与えられた時間軸の中で最大限のクオリティを実
現するにはどうすべきかという考え方、によるのだと思う。

本書では、その思考的な部分と、リサーチや資料作成のテクニックを
合わせて紹介をした。上司やクライアントにも納得してもらえる資料
を、締め切り目前で追われることなく作るための一助となれば幸いであ
る。
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