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「伝わる文章の書き方」を伝える――それが本書の役割です。

■ 文章の内容を誤解・勘違いされやすい
■ 伝えたいことが簡潔に書けない
■ テーマに沿った文章が書けない
■ 文章を書くのに時間がかかる
■ 何をどう書いていいかが分からない

これらは、私が主宰する「山口拓朗ライティング塾」の塾生や、

セミナー・研修に参加した受講生が口にした生の声です。

あなたも思い当たる項目があるのではないでしょうか？

こうした悩みの根っこにあるのは、「伝わらない文章」です。

伝わらない文章を書くことで、読む人は、もどかしさやじれっ

たさ、あるいは、苛つきや怒りを感じます。なかには、ストレス

やフラストレーションを溜め込む人もいるでしょう。

仕事絡みの文章であれば、思いも寄らない誤解や「言った・言

わない」のトラブルに発展することもあるはずです。

本書では、中学生でも理解できるような分かりやすい言葉で「伝

わる文章」の書き方をお伝えします。選りすぐりの全 87 項目は、

いずれも、文章作成に欠かせない大切な基本ばかりです。
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マケまでついてきます。

本書のノウハウは、企画書・報告書・日報の作成から、論文や
レポート、プライベートで活用するメールのやり取り、ブログや
facebookの投稿記事まで、あらゆる文章に応用できるはずで
す。

「伝わる文章」を書けるようになると、人から好意や関心を持

たれやすくなるほか、高い評価を受ける機会も増えます。人との

コミュニケーションが円滑になり、毎日の生活が楽しくなります。

メールやインターネットの台頭により、人類史上、これほど「書

く」ことを求められている時代はありません。だからこそ、「伝

わる文章」を書くスキルは必須なのです。

伝わる文章は、今を快適に生きるためのパスポートにほかなり

ません。さあ、一緒に最高のパスポートを手に入れましょう。

著者　山口 拓朗

一度最終ページまで読み終えたら、あとは実践の場で本書のノ

ウハウをお試しください。

第１章「文章を書く準備をしよう」は、文章に対するあなたの

意識を大きく変えるでしょう。正しい準備ができるようになる

と、目覚ましいスピードで文章力が向上します。

また、第２章「伝わる文章を速く書こう」では、簡単に使える

文章のテンプレートを用意しました。書くことに苦手意識がある

方や、「遅筆」を自覚している方は積極的にご活用ください。

第３章「伝わる文章を簡潔に書こう」、第４章「伝わる文章を

分かりやすく書こう」では、伝わる文章を書くために必要なノウ

ハウを網羅しました。どれも一生もののノウハウです。

加えて、第５章「正しく、恥ずかしくない文章を書こう」の勘

所を押さえれば、あなたが書く文章の正確性と信頼性が飛躍的に

高まるはずです。

読み手の心を引きつける方法をまとめたのが、第６章「読みた

くなる文章を書こう」です。この章では、快適な見た目を生み出

す文章作法から読み手の感情を揺さぶる秘策まで、幅広いスキル

を紹介しています。

最後の第７章は、メールや SNS を活用している方は必読です。

コミュニケーションとしての文章力を養うことで、人間関係はも

とより人生まで好転する可能性を秘めています。

87 項目すべてを習得すれば、あなたは立派な「伝わる文章」
の書き手です。しかも、もれなく「速く＋思い通りに」というオ
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はありません。文面通りに「りんごの甘さ」をイメージするでしょ

う。原文よりは「伝わる文章」になっています。

カレーの味程度であればまだしも、ビジネスシーンで、読む人

の自己解釈に依存しすぎると、取り返しのつかない誤解やトラブ

ルを招きかねません。

【ダメ文】明日は13時から会社におります。お待ちしておりま
す。

13 時と書いておけば、遅くとも 16 時までには来るだろう、と

書き手は思い込んでいます。しかし、このメールを受け取った相

手は、「13 時以降ならいつでもOK」と自己解釈し、「では 17 時

頃にうかがおう」と考えるかもしれません。

あるいは、このメールの送信日時が 24 日の午前０時 30 分だっ

た場合、「明日」という言葉が 24 日を指すのか、25 日を指すのか、

分かりにくいのではないでしょうか。

【修正文】明日（24日）は 13時から会社におります。お手数
ですが、16 時までにお越しいただけると助かります。お待ち
しております。

日時を明確にしたこの文章なら、相手が「13 時以降ならいつ

でもOK」と自己解釈する確率は消えます。読む人に自己解釈さ

せない――その気持ちが、「伝わる文章」には必要です。

01 人は都合よく文章を解釈する

残念ながら、文章は、完璧な情報伝達手段ではありません。そ

れどころか、書き方次第では、まったく伝わらなかったり、逆の

意味にとられたりすることもあります。

誤読や誤解は日常茶飯事。書き手が発信する情報と、読み手が
受け取る情報には、多かれ少なかれ「ずれ」が生じるものです。

【ダメ文】母の作るカレーは甘辛い。

この文章を読んだとき、読み手がイメージする甘辛さは、書き

手が感じた甘辛さとは別ものかもしれません。書き手が感じたの

は「りんご＋トウガラシ」の甘辛さで、読み手がイメージしたの

は「ココナツ＋トウガラシ」の甘辛さかもしれないのです。

ここで見えてくるのが、＜文章は読む人の「自己解釈」に依存
しやすい＞というもの。だからこそ、勝手な自己解釈をさせない
よう、書き手は、読む人が理解・イメージしやすい文章を心がけ

る必要があるのです。

【修正文】母の作るカレーは甘辛い。口のなかで、トウガラシ
の辛さとりんごの甘さが同時に広がるのだ。

この文章なら、少なくとも「ココナツの甘さ」を想像する余地
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03 文章の目的を明確にする

どんな文章にも必ず目的があります。目的がないのは、自分に

宛てた日記くらい？いえ、日記にも、過去をふりかえる記録（備

忘録）としての役割があるのではないでしょうか。

伝わる文章は「目的が明確」で、伝わらない文章は「目的が不
明確・ずれている」という傾向があります。

① ラブレター　② 謝罪文　③ 履歴書　④ 同窓会の案内文

筆者が主宰する「山口拓朗ライティング塾」の塾生に、上記①

～④の「文章の目的」をよく質問します。すると塾生の多くは、

次のように答えます。

【受講生がよく答える目的】
① ラブレター → 自分の想い（好きだという気持ち）を伝える
② 謝罪文 → お詫びの気持ちを伝える
③ 履歴書 → 自分の強みをアピールする
④ 同窓会の案内文 → 同窓会の開催概要を伝える

厳しい言い方をするなら、これらは「目的を勘違いした文章」

に該当します。「目的に対する踏み込みが足りない」と言い換え

てもいいでしょう。

第１章　文章を書く準備をしよう

【もう一歩踏み込んだ鋭い目的】
① ラブレター → 相手に「私もこの人が好き！」と思ってもらう
② 謝罪文 → 相手に快く許してもらう
③ 履歴書 → 採用面接官に「この人を雇いたい」と思ってもらう
④ 同窓会の案内状 → 同級生から「参加します」の返信をもらう

仮に、同窓会の案内文の目的が「開催概要を伝える」ならば、

同窓会の日時や開催場所や参加費を伝えれば事足ります。

しかし、それだけでは、「参加したい」と思わない方もいるでしょ

う。

一方で、案内状文の目的が「同級生から『参加します』の返信

をもらう」なら、彼らが参加したくなるような文面を一所懸命に

考えるのではないでしょうか。もしかすると、案内状に「クラス

一の美女・鈴木美香さんや、人気の生徒会長・小林健一さんも参

加します」とひと言添えるだけで参加者が増えるかもしれません

（笑）。

同窓会に参加する気のなかった人から「参加します」の返信を

もらえたとしたら、その案内文は、100 点満点の「伝わる文章」

と言えるでしょう。

目的を持たずに文章を書くのは、地図を持たずに旅に出るよう

なものです。ゴールの方向すら分からず、道中、文章が迷子にな

り……、その結果、読む人に「伝わらない」文章ができあがりま

す。ぼんやりした目的や漠然とした目的は、書き手自身にとって
も「百害あって一利なし」と肝に銘じておきましょう。
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テンプレートG
【ストーリー型】
読者を引き込む劇場型文章！

＜こんな文章に使える！＞
エッセイ

自己表現系のブログ記事
自己・会社プロフィール

挫折・弱点・葛藤を書く

↓
転機を書く

↓
決意を書く

↓
現在を語る

↓
目標・ビジョンを書く

18項
参  照
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① 以前、私は朝がひどく苦手でした。原因は分かっていました。
毎晩、かなりの量のお酒を飲んでいたのです。泥酔する日もし
ばしばありました。《挫折・欠落・弱点》
② ある日、１時間の寝坊の末、大事な得意先との打ち合わせに
大遅刻。上司から大目玉を食らいました。その直後には、重要
なプロジェクトからも外されてしまいました。《転機》
③ このままでは会社に迷惑をかけるだけでなく、自分もダメに
なってしまう…。私は一念発起して、酒断ちを決行。午前０時
までには必ず就寝するようにしました。《決意》
④ 以来、遅刻は一度もしていません。それどころか、その日１
日の計画を立てるために、どの社員よりも早く出勤しています。
お酒をやめたことで睡眠の質が良くなり、頭も冴えるようにな
りました。大きな契約を立て続けに決めて、今では、上司の信
頼を取り戻しつつあります。《現在》
⑤ 今でもお酒の誘惑はゼロではありません。しかし、ここで昔
の自分に戻るわけにはいきません。会社に少しでも貢献できる
よう、引き続き自己管理を徹底していきます。《目標・ビジョン》

一個人の平凡な話にもかかわらず、この文章に共感した人もい

るでしょう。これがストーリーの効果です。

前半（マイナス）と後半（プラス）の落差が大きければ大きい
ほど、そして、描写が詳しければ詳しいほど人の心を動かすパワー
も大きくなります。
しっかりと《決意》を書くことも大切です。

18 ストーリー型の文章
（テンプレートＧ）

ドラマや映画に人が感動するのはなぜでしょう？それは、ス

トーリー（物語）があるからです。ストーリーには人の心を動か
す、人の共感を誘うパワーがあります。こと文章においても、ス
トーリーの重要性は変わりません。

このテンプレートを使うときは、冒頭で、主人公のマイナスの
部分̶̶挫折、弱点、葛藤、コンプレックス、欠落̶̶を書くよ
うにします。

① その昔、私は虚弱体質でした。《挫折・弱点・葛藤を書く》
② 私の人生を変えたのは、たまたま観た映画『ベスト・キッド』
でした。いじめられっ子の主人公が、カンフーを通じて、少し
ずつ強くたくましくなっていく物語です。《転機を書く》
③ 主人公の成長に感銘を受けた私は、すぐさま空手道場の門を
叩きました。「強くたくましい人間になる！」と決めたのです。
《決意を書く》
④ 以来、週に３回の厳しい練習を３年間休まずに続けています。
みるみる体質が改善していき、この２年間は風邪ひとつ引いて
いません。《現在を語る》
⑤ 将来、国体に出場するのが夢です。《目標・ビジョンを書く》

この構成を念頭に、文章を作成してみます。
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【ダメ文】瞑想とは単に心を鎮めるだけでなく、「イメージ脳」
と呼ばれる右脳を活性化させて、創造力や直感力を鍛えるト
レーニングで、経営者として「ひらめき」を大切にしている私は、
瞑想こそがビジネスを成功へと導く秘密兵器だと確信し、さっ
そく、経営者ばかりが集う瞑想の会に参加した。

▼
【修正文】瞑想とは単に心を鎮めるだけのものではない。「イ
メージ脳」と呼ばれる右脳を活性化させて、創造力や直感力を
鍛えるトレーニングである。経営者として「ひらめき」を大切
にしている私は、瞑想こそがビジネスを成功へと導く秘密兵器
だと確信。さっそく、経営者ばかりが集う瞑想の会に参加した。

【ダメ文】は、一文が長いうえに（約 130 文字）、そのなかに複

数の情報が盛り込まれています。

一方の【修正文】は、「一文一義」を意識して句点を打ち、情

報ごとに文章を４分割しました。比較したとき、頭に入ってきや

すいのは、断然、【修正文】のほうです。

もちろん、すべての文章を必ず「一文一義」にしましょう、と

いうことではありません。大切なのは、読みやすさであり、分か

りやすさです。たとえ「一文一義」でなくても、読む人が負担に

感じなければＯＫです。

とはいえ「一文一義」が、重要な文章の原則であることに変わ

りはありません。書くことに没頭しすぎる人、気持ちが入りすぎ

る人、だらだらと書きがちな人などは、十分に意識しましょう。

25 「一文一義」を心がける
一文（ワンセンテンス）が長い文章を苦痛に感じる人は少なく

ありません。読みにくいうえに、内容を理解しにくくなるからで

す。読みやすく、分かりやすい文章を書くためには、簡潔な文章

を心がける必要があります。

簡潔な文章を書くためには「一文一義」を意識するといいでしょ

う。「一文一義」とは、一文（ワンセンテンス）のなかに、ひと
つの事柄だけを書くことです。文章作成の原則のひとつです。

【ダメ文】新製品「もっち～りパン」のセールスが好調で、菓
子パン部門のノルマは達成できたが、生産ラインがトラブルに
見舞われ、乳製品部門についてはノルマを達成できなかった。

▼
【修正文】新製品「もっち～りパン」のセールスが好調だった
ため、菓子パン部門のノルマは達成できた。しかし、乳製品部
門については、生産ラインがトラブルに見舞われた結果、ノル
マを達成できなかった。

【ダメ文】が読みにくいのは、一文に複数の情報が詰まってい

るからです。情報過多な文章です。【修正文】では、句点（マル）

を打って、一文を２つに分けました。

ただそれだけで、読みやすさが格段にアップしました。これこ

そが「一文一義」の効用にほかなりません。
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32
「～の～の～の～」という具合に、一文中に助詞の「の」が立

て続けに登場すると、読む人に、間延びした印象や、稚拙な印象

を与えかねません。「の」の使用の目安は、「一文＝２つ」までです。

【ダメ文】事務所の反対側の人気の複合商業施設の最上階のイ
タリアンのマルゲリータがおいしい。

「の」が６つも連続しています。これだけ連続すると、頭をフ

ル回転させなくてはならず、読む側の理解度が低下します。リズ

ムも良くありません。

【修正文】事務所の反対側にある人気の複合商業施設。その最
上階にあるイタリアンのマルゲリータがおいしい。

句点（マル）を打って、一文を２つに分けました。また、「反
対側の」→「反対側にある」、「最上階の」→「最上階にある」と

修正することで、「の」の数は６つから４つに減りました（「その」

も含む）。一文中の「の」は、最大で２つです。これくらいの量

であれば、読みにくくありません。

【ダメ文】彼女の誕生日のプレゼントの買い物に行く。
【修正文】彼女の誕生日に贈るプレゼントを買いに行く。

「の」の連続使用に注意！　

第３章　伝わる文章を簡潔に書こう

「誕生日の」を「誕生日に贈る」に、「プレゼントの買い物に行

く」を「プレゼントを買いに行く」に変更しました。「の」が３

つからひとつに減り、読みやすくなりました。

【ダメ文】未来のアスリートたちの活躍の場を用意する。
【修正文】未来のアスリートたちが活躍する場を用意する。

このように、「の」を「～する」に置き換えるのも、「の」の連
続使用を防ぐひとつの方法です。

【ダメ文】駅の向かいのコンビニの入り口のポスターが目立つ。
【修正文】駅の向かいにあるコンビニの入り口に張られている
ポスターが目立つ。

「～する」以外にも、内容に応じて、「～にある」「～にいる」「～

における」「～について」「～に対する」などが使えます。

【ダメ文】私の父の好きな映画の題名は『七人の侍』だ。
【修正文】父の好きな映画は『七人の侍』だ。

「私の」や「の題名」など、「なくても成り立つ言葉」を削るこ
とで、「の」が３つからひとつに減りました。その言葉が本当に「必

要かどうか」を見極める目が必要となります。
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【ダメ文】合格ラインには、点が少し足りなかった。
【修正文】合格ラインには、あと10点足りなかった。

【ダメ文】駅から会場までは、けっこう遠い。
【修正文】駅から青空交流センターまでは、歩いて15分以上か
かる。

【ダメ文】テレビで有名な斉藤教授は、そこそこの講演料をとる。
【修正文】テレビで有名な斉藤教授は、２時間で50万円の講演
料をとる。

【ダメ文】この選挙を勝ち抜くには、かなりの票が必要だ。
【修正文】この選挙を勝ち抜くには、最低2000票は必要だ。

【ダメ文】納期を少し延ばしてもらえませんか。
【修正文】納期を来週の水曜日（11月１日）まで延ばしてもら
えませんか。

具体的な数字や固有名詞に置き換えられると、「伝わる文章」「分
かりやすい文章」へと変化します。
書き手の役割は、読み手にイメージを共有してもらうことで

す。もしも読み手がイメージを共有していないとしたら、それは、

あいまいな表現を使った書き手の責任にほかなりません。

誤解やトラブルを未然に防ぐためにも、日頃から、できる限り

具体的な言葉を使うクセをつけましょう。

42 あいまいな表現を避ける
（具体的な数字や固有名詞を使う）

「大きい」「高い」「長い」「多い」「早い」「安い」「しばらく」「古
い」「ゆっくり」「けっこう」「多少」などの言葉は、受け取る人
によってイメージが異なります。正確性や説得力が求められる文
章では、できるだけ具体的な数字や固有名詞に置き換えましょう。

【ダメ文】松本次長へ。明日の会議は、いつもより早く開始し
ます。また、参加者が増える見込みですので、資料を多めに用
意願います。

あなたが松本次長なら、「早く」って、どれくらい早く？「増

える」って、どれくらい増える？「多めに」って、どれくらい多

め？と思うのではないでしょうか。この漠然とした指示では、行

動しようにも困ってしまいます。

【修正文】松本次長へ。明日の会議は、いつもより 15 分早く、
10時 15 分から開始します。また、参加者が３人ほど増える
見込みですので、資料を全部で15部用意願います。

「15 分」「10 時 15 分」「３人ほど」「全部で 15 部」などの言葉

を補いました。これくらい具体的な指示であれば、松本次長も安

心でしょう。ミスや混乱を招く可能性が減るはずです。
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【修正文】中高一貫の○○○学園は、学業はもちろん、自主性
やディベート能力を伸ばす学校としても有名だ。私は、その校
風を評価している。

「私」という主語を加えて、述語（評価している）と正しく対

応させました。

なお、主語と述語の距離は、できる限り近づけます。いつまで
も述語が登場しないと、言葉の関係性がはっきりせず、「読みに

くい文章」「分かりにくい文章」と思われてしまいます。

【ダメ文】警察庁は、DNA型鑑定の実施件数がこの 10年間で
87倍と爆発的に増え、容疑者の絞り込みや余罪の確認が進ん
だことにより、ここ数年、各種事件の捜査で大きな成果を上げ
ている。

主語は「警察庁」で、述語は「成果を上げている」です。しか

し、途中に挟んだ「DNA型鑑定の～進んだことにより」が長す

ぎるために、内容の理解に時間がかかります。読む人に「いった

いどういう意味なの？」と頭を使わせてはいけません。

【修正文】ここ数年、警察庁は、各種事件の捜査で大きな成果
を上げている。DNA型鑑定の実施件数がこの10年間で 87倍
に増えて、容疑者の絞り込みや余罪の確認が進んだからだ。

【ダメ文】より分かりやすい文章になりました。

51
主語と述語を正しく対応させる――文章を書くうえでの鉄則で

す。主語と述語が正しく対応していない文章は、「伝わらない文

章」の典型です。読者の理解度が著しく下がる恐れがあります。

【ダメ文】中高一貫の○○○学園は、学業はもちろん、自主性
やディベート能力を伸ばす学校としても、その校風を評価して
いる。

「○○○学園は」という主語に、「校風を評価している」という

述語を組み合わせるのは不自然です。ふつう学校の評価は他者が

するものだからです。もし主語を「○○○学園」にするなら、次

のような修正が必要でしょう。

【修正文】中高一貫の○○○学園は、学業はもちろん、自主性
やディベート能力を伸ばす学校としても有名だ。

「主語（○○○学園は）」と「述語（有名だ）」が正しく対応し

たこの文章であれば、まったく問題はありません。

一方で、もし述語の「評価している」を残すなら、おそらく、

対応する主語は「筆者（私）」でしょう。したがって、次のよう

な文章にするのが適切です。

主語と述語を正しく対応させる
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65 「れる」「られる」はできる限り使わない　

「と思われます」「と考えられます」「と見られます」――こう

した受け身（受動）の表現は、大体、実体のない主語とセットで
使われます。
主語をあいまいにして客観性を装うには最適ですが、読む人に

「無責任な文章」という印象を与えかねません。

【ダメ文】今回の舞台で打ち出されているメッセージは、「無条
件の受容」です。大人たちに、子供たちを「無条件に受容」す
る姿勢が見られることで、子供たちは「愛されている」という
実感を得ると思われます。

「打ち出されている」「姿勢が見られる」「得ると思われます」は、

いずれも受け身の表現です。受け身を使うことによって、それぞ

れの主語となる「舞台」「大人たち」「筆者（書き手）」の存在を

ぼかしています。

客観性を装う目的で書かれたのかもしれませんが、その分、説

得力が感じられません。

【修正文】今回の舞台が打ち出しているメッセージは、「無条件
の受容」です。大人たちが、子供たちを「無条件に受容」する
姿勢を見せることで、子供たちは「愛されている」という実感
を得るのです。

第６章　読みたくなる文章を書こう

受け身を能動の表現に変更すると同時に、「舞台が」「大人たち

が」という具合に、主語を明確にしました。

最後の「得ると思われます」は、書き手の推量ですが、ここも

ストレートに「得るのです」とう表現にしました。原文よりも、

文章が引き締まり、説得力が増しました。

【ダメ文】まちおこしの切り札は、地域資源のブランド化だと
考えられます。これが実現されると、観光地として注目を浴び
やすくなると思われます。

▼
【修正文】 まちおこしの切り札は、地域資源のブランド化だと考
えます。これが実現すれば、観光地として注目を浴びやすくな
るでしょう。

【ダメ文】運転手は、帰社後の洗車を日課とされている。
【修正文】運転手は、帰社後の洗車を日課としている。

【ダメ文】部署内で意見が統一されれば、さっそく商品開発に
着手する。

▼
【修正文】部署内で意見が統一すれば、さっそく商品開発に着
手する。

【ダメ文】この缶コーヒーは、もっとも売られている。
【修正文】この缶コーヒーは、もっとも売れている。
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違いがあります。

では、この２つの表現を一緒に盛り込みます。

私の知り合いに、趣味のケーキ作りが高じて、自宅でケーキ作
りの教室を始めたママがいます。また、英語が堪能なある方は、
自宅で子供向けの英語教室を始めました。
つまり、子育てに忙しいママでも、自分の強みを活かして、自
宅で仕事をすることができるのです。

説得力のある文章になりました。逆に言えば、抽象的なことだ

けを書いた文章も、具体的なことだけを書いた文章も、読む人に

スルーされてしまう確率が高い、ということです。

ちなみに、②を先に持ってくる書き方もできます。

子育てに忙しいママでも、自分の強みを活かして、自宅で仕事
をすることができます。
例えば、私の知り合いに、趣味のケーキ作りが高じて、自宅で
ケーキ作りの教室を始めたママがいます。また、英語が堪能な
ある方は、自宅で子供向けの英語教室を始めました。

「つまり」や「例えば」で抽象的な表現と具体的な表現をつな

ぐスキルは、論理的な文章を書くときに必ず役に立ちます。

「具体的→つまり→抽象的」「抽象的→例えば→具体的」という
テンプレートとして覚えておくといいでしょう。

70 ２種類の表現（抽象と具体）を
同時に盛り込む

具体的な表現と抽象的な表現は、どちらか一方が重要なのでは

なく、どちらも重要です。文中に両者を盛り込むことによって、
説得力が生まれる（高まる）ケースが少なくありません。

① 子育てに忙しいママでも、自分の強みを活かして、自宅で仕
事をすることができます。

この文章を読んで、どう思いましたか？  「へえ、そうなのか」

と思うかもしれません。ただし、それ以上の感想は生まれにくい

のではないでしょうか。具体的に書かれていないために、イメー
ジが浮かびません。
では、次の文章はいかがでしょう。

② 私の知り合いに、趣味のケーキ作りが高じて、自宅でケーキ
作りの教室を始めたママがいます。また、英語が堪能なある方
は、自宅で子供向けの英語教室を始めました。

①に比べると具体的な文章です。しかし、こちらの感想も、お

そらく「へえ、そうなのか」止まりでしょう。「だから何が言い
たいの？」、そんなツッコミを入れたくなる方もいるはずです。
もうお気づきかもしれません。実は①と②は同じことを書いて

います。ただし、①は抽象的な表現で、②は具体的な表現という
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第７章　メール・ＳＮＳ対策をしよう

相手がOKしたくなる依頼文
の書き方

近年、プライベート・仕事を問わず、ファーストコンタクトを

メールで行う機会が増えました。

同じ内容でも、メールの文面次第で、受信者の送信者に対する

印象は大きく変わります。送信者に対して好印象を持ち、「この

人と一度会ってみたい」と思うこともあれば、逆に、あまりいい

印象を持てず、「この人とは会いたくない」「できれば関わりたく

ない」と思うこともあります。

「面識のない相手（会社）に、営業メールを送る」というシチュ

エーションで考えてみましょう。

この場合、メールに盛り込むべきポイントは、次の３つです。

①：突然にメールをした非礼を詫びる
②：自分（送信者）が何者かを明確に伝える
③：相手が受け取るメリットを具体的に伝える

その場で言葉のキャッチボールができる会話と違い、メールの

場合、文字だけで、意思の疎通を図らなければなりません。しか

も、送信後の訂正や補足は不可。メールというのは、想像以上に

難易度の高いコミュニケーション形態なのです。

ましてや、面識のない相手への営業メールともなれば、必要以

上に礼節を尽くす必要があります。そのうえで、最低限、上記①
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一方、私どもの見解として、
下記の５点を改善することで、
従来の２～３倍の成約率を
実現できると考えております。【③相手のメリット】

（１）訴求力のある写真を活用したヘッダー制作
（２）インターネットの特性を考慮した商品コピー
（３）成約率に直結する導線の用意
（４）SNSを活用したSEO対策
（５）カタログ請求フォームの新設

もしご興味がおありでしたら、
詳しいご提案を兼ねて、
御社にうかがいます。
気軽にお問い合わせください。

何卒よろしくお願い申し上げます。
※以下、送信者署名

先に挙げた３つのポイントは、過不足なく盛り込まれていま

す。あなたがメールを受信した鈴木さんだった場合、少なくとも、

送信者に対して悪い印象は持たないのではないでしょうか。

では、このメールが次のような文面だったらどうでしょうか。

～③を盛り込まなければなりません。

【メールＡ】
株式会社もんきち
ホームページ管理者様 

はじめてご連絡させていただきます。
私、株式会社ヤマタクの佐藤と申します。

突然のメールで、
誠に申し訳ございません。【①非礼を詫びる】

弊社は、横浜エリア限定で
集客率の高いホームページの
制作および管理・運営を行っております。【②自分が何者か】

御社のホームページ活用において、
弊社のノウハウがお役に立つかと考え、
不躾ながら、連絡させていただいた次第です。

御社のホームページを
拝見、致しました。
コンテンツが充実しており、
たいへん感心致しました。
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【メールＢ】
株式会社もんきち
ホームページ管理者様

はじめまして。
株式会社ヤマタクの佐藤と申します。
御社のホームページ運営の
お役に立てるご提案（成約率向上案）を
させていただきます。
お手数ですが、
ご返信いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
※以下、送信者署名

【メールＡ】と比べると、誠意に雲泥の差を感じます。先に挙

げた３つのポイント（①非礼のお詫び／②送信者が何者か／③相

手のメリット）が、十分に盛り込まれていません。

この送信者にいい印象を抱く人はほとんどいないでしょう。人

によっては「軽く見られている」と感じるかもしれません。

相手を不快な気持ちにさせる最大の原因は、メールを受ける相
手が、どういう気持ちで文面を読むかが、想像できていない点に
あります。想像力の欠如です。

営業メールだけに限りません。どんなメールであれ、基本的な

考え方は変わりません。大切なのは「読み手想い」です。


