


著者：クレイトン・クリステンセン	

ブリガムヤング経済学部	
オックスフォード経済学修士	
ハーバード大学MBA	
ボストンコンサルティンググループ	
MIT教授らと起業、上場	
ハーバード経営学博士−数々の賞を受賞	
ハーバードビジネススクール教授	
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序講	

HBSの同窓会に５年ごとに出席	
「華々しい」経歴を歩む友人との出会い	
一方で「明らかに不幸せな」友人の存在	

なぜ「華々しさ」と「不幸せ」が同居するのか？	
　　　　　	

本著の元となる講義を行うに至る	



序講 		
手法：「理論」によって以下の３点を考える	

・どうすれば幸せで成功するキャリアを歩めるか	
・どうすれば親族・友人らとの関係を幸せのより
どころにする事ができるか	
・どうすれば誠実な人生を送り、罪を犯さないで
いられるか	
⇒全てが”HOW”で語られる	
⇒「理論」が重要な所以	
	



第１講 		

＜概略＞	
■「理論」とは何か？	
・本書においては「人生の状況において懸命な
判断をする手助けとなるツール」	
・「何を考えるべきか」ではなく「どう考えるべき
か」	
-イノベーションのジレンマを説明する事例	



第２講 		

■相関性と因果性	
・鳥（羽根がある）は空が飛べる	
・この時点で「羽根」と「飛べる」は相関	
・だが飛行を「可能にしている事象」は羽根
か？	
・「揚力」と「飛行」の関係は因果的、理論的	
・因果性へ歩みを進めて「理論」となる	



第１部序章・第２講	

＜概略＞	
■幸せなキャリアを歩むにはどうすれば良い
か？	
・自分のやりたい事をなすための戦略？	
・イレギュラーに対する対処法？	
⇒「優先づけ」と「真の動機づけ」が重要	
・第二講は主に動機づけに関する話	



第１部序章・第２講	

■誘因（インセンティブ）と動機づけ（モチベー
ション）	
・誘因理論（エージェンシー理論）	
-株主と企業経営者の様な二者の関係性	
-仕組みを作り二者の利害を一致させる	
-利害の一致は主に「報酬制度」による	
	
「インセンティブの一致」は「報酬による」とする
理論	



第１部序章・第２講	
・アノマリーの存在	
-非営利組織は、軍隊は満足度が低いのか？効
率が悪い組織なのか？	
-答えはNO	
⇒誘因と動機づけの違い	
■動機づけ	
・人に「本心から」何かをしたいと思わせる	
・「満足」と「不満足」は数直線上対立構造になく、
独立した指標	



第一部序章・第二講	

■衛生要因	
・「欠ける」と「不満」に繋がるもの	
　ex)ステータス・報酬・作業条件・管理方針	
・仕事の衛生要因を改善したとしても、現在以
上に満たされる事はあまりない	
・仕事に不満がない≠仕事に満足している	



第１部序章・第２講	

■動機づけ要因	
・心を深く「満足」させるもの。仕事への愛情を
生み出すもの	
	ex)やりがい・責任・他者評価・自己成長	
・仕事そのものに「内在する」条件	
■衛生要因の罠	
・欠けたら不満＝一度手に入れたら抜け出しず
らい	



第３講	

＜概略＞	
■計画と臨機応変さとのバランス	
・HONDAのアメリカ市場での例	
■意図的戦略	
・予期された機会、前もって予見されていて意
図的に追求する事ができる機会への対応	
・HONDAで言う大型バイク事業	
	
	



第３講	

■創発的戦略	
・意図せざる機会に遭遇し、修正されて生まれ
た戦略	
・HONDAで言う小型カブ事業	
・経営陣が新たな方向性を追求するという場合、
創発的戦略が新たな意図的戦略になったという	
	



第３講	

■戦略決定における「仮定」の重要性	
・仮定が成立するかを考えるのは戦略の有効
性を考えるのに有効	
・失敗は大抵仮定が成立せず起こる	
Ex)社員がアイデア考案→上層部への売り込み
が必要→見栄えの良い数字が必要→実際の所
はよくわからない→仮定をおく→承認を得る→っ
プロジェクト始動	
・ディズニーランドの事例	



第３講	

・問題は実際に「どの仮定が」間違っているのか	
・事前にどれが正しいか判断するにはどうすれば良い
か？	

	
仮定に優先順位をつけ「重要度」と「不確実性」をはかる	
-検証すべき優先順位は「重要度と不確実性が高い」もの
から「重要度と不確実性が低い」もの	
・これは自分の行動の選択においても重要	



第４講	

＜概略＞	
■「資源配分」の重要性について	
・企業の成長、人の行き方における「資源配分」
は重要	
・企業で言えばインセンティブ制度・財務等。人
間で言えば労力・賃金など。	
	



第４講	

■インセンティブ問題（イノベーションのジレンマ）	
・企業の方針と社員個人の行動のずれ	
・企業の「意向」が「実行」されない問題	
・アップルの事例	
■時間枠の問題	
・個人が「短期的利益」を追う様な報酬システムによって、
長期的視点が失われる問題	
・報酬の資源配分が間違っている	
・ユニリーバ、アメリカ社会保障の事例	



第４講	

■個人の資源配分	
・人の時間は有限	
・仕事に振り分ける時間、家族とともに過ごす時
間等の管理は全て「自分の資源配分」	
・「意思」と「実行」の違いはこの資源配分に現
れる	



第１講から第４講	

＜論点＞	
・衛生要因を動機づけ要因より優先すべきでないとい
うのは一般的に正しいのか、否か	
-正しいというのならば、それが正しいとされるに至る過
程で、重視していた仮定は何か？	
-場合によるのであれば、それはどういった場合か	



第１講から第４講	

・やりがい、他者からの評価を「動機づけ要因」
に分類すべきなのか、否か	
ーハーズバーグの研究は最終的に「フレックス
タイム制」や「社内カフェテリア」等衛生的要因と
思われる所で活かされている	
・会社が生き抜く上で「創発的戦略」への対処
は重要だとしても、本当に個人が生きて行く上
でそれは重要なのか、否か	



第一講から第四講	

・全体最適と個人の最適のズレ	
-個人は「動機づけ」で生きて行くが、企業が与
えられるのは主に「衛生」の面	
	



第２部 	幸せな関係を築く	

•  達成動機を一番手っ取り早く達成する方法がキャ
リアだが、キャリアが全てではない	

•  キャリアに投資するあまり、家庭には充分な投資
をしなくなることが多い	

•  自分の成功を評価するものをさしを、自分にとっ
て最も重要な問題に合わせる必要がある	

家族や親しい友人との関係をどのようにして築いて
いくか、どうしたら損なわずにいられるか	



第５講：時を刻み続ける時計	

•  深刻な問題が持ち上がる頃には、問題を修
復しようとしても、もう手遅れであることが多い。	

•  家族との強力な関係、友人との親密な関係を
築くことに最も力を入れる必要があるのは、
一見その必要がないように思われるときなの
だ	



第５講	

良い資本と悪い資本の理論	
•  成功した企業は最初から正しい戦略を持っていたか
ら成功したのではない	

•  当初の戦略は間違っていることが多いので、資金を
当初の戦略に注ぎ込むのは妥当ではない	

「悪い金」：初期段階
の企業に可能な限り
「早く大きく」成長す
ることを求める資本	

「良い金」：「成長は気長
に、しかし利益は性急
に」求める資本	



第５講	

悪い金の悪循環	
	
	
	
	
	
	
「良い金、悪い金」の理論は、充実した関係を構築する
ための時計が、最初から時を刻み続けていることを教
えてくれる。	

次の成長の波へ
の投資を先延ばし

にする	

既存の主力事業
が成熟する	

可能な限り「早く大
きく」成長するよう
ハッパをかける	



第５講	

企業	
•  例：ホンダのアメリカ事業	
•  例：モトローラ	

〈言いたいこと〉	
新規事業への投資をおこたっ
ていた企業は、新しい収益と
利益の源が本当に必要になっ
たときにはもう手遅れ	
	

個人	
•  例：スティーブ	
•  例：子どもの知的能力	

〈言いたいこと〉	
子どもにかける時間と労力の
投資を必要性に気づくまで後
回しにしていたら、もう手遅れ	
	



第６講：そのミルクシェイクは何のため
に雇ったのか？	

•  顧客が本当に必要としているものではなく、顧客に
売りたいものにしか目を向けない開発者が多いた
めに失敗する製品が多い	

•  相手にとって何が大切かを考えもせず、ただ自分
に必要なものを得るために関係を結ぼうとする見
方を変えるべき	

•  「片づけるべき用事」という理論：製品・サービスを
購入する直接の動機となるのは、実は自分の用事
を片付けるために、その製品・サービスを雇いたい
という思いだということ	



第６講　「用事」を正しく片付ける　	
例：IKEA	

本拠地：スウェーデン	
年間売上高（世界）：	

	２５０億ユーロ	
事業：組み立て式の安価な
家具を販売するチェーン店	
	
特別な企業秘密があるわけ
でもないのに、４０年間模倣
されずにビジネスを成功さ
せている	

	

■IKEAのビジネスモデル	
特定の顧客や製品の特徴
ではなく、顧客がときおり片
付ける必要が生じる「用事」
を中心に構成されている	
例：マイケル	
	



第６講　「用事」を正しく片付ける　	
例：ミルクシェイク	

用事と雇われた理由	

•  早朝の顧客の用事：長
い車での通勤を楽しむ
ために、運転しながらで
きること	

•  雇われた理由：食べるの
に時間がかかる、腹持
ちが良い、片手で食べら
れる	

•  午後の顧客の用事：子
どもにとって自分はいい
親だと満足すること	

改良点	

•  朝：粘度を高くする、フルー
ツの固まりを入れる、プリペ
イドカードで買えるセルフ
サービス制にする	

•  午後：サイズを半分にする、
ゆるくする	



第６講　「用事」を正しく片付ける	
例：学校	

用事と雇われる理由	

用事①	
成功したという達成感を得ること	
用事②	
友達を作ること	
	
学校はこの二つの用事を片付け
るための手段のうちの一つにす
ぎない	

変えるべき点	

•  生徒に勉強を頑張るべきだ
とただ言い聞かせるだけで
は、学習意欲を高めること
はできない。用事を片付け
る助けになるような体験を
提供すべき	



第６講	

犠牲と献身	

•  相手が片付けたいと思って
いる用事は、相手が片付け
たがっているとあなたが
思っている用事とはかけは
なれていることが多い	

•  例：「妻のためを思って」旦
那がすること	

•  相手を幸せにするために自
分をどれだけ犠牲にできる
か	

例	

•  アメリカ海兵隊	
•  伝道者としてモンゴルに派
遣された娘アニー	

•  クイン一家の絆	
•  著者と父	



第７講：子どもたちをテセウスの船に
乗せる	

DELLの成長	
①破壊的なビジネスモデル	
②製品がモジュール式	
③資本の効率的な活用を図り、株式市場に好感をもた
れた	
	
•  RONA(純資産利益率）などの財務指標をエイスース
へのアウトソーシングによって改善することでウォー
ル街にアピール	

•  2005年、エイスースは自社ブランドのPCの製造を発
表	



第７講　能力の理論	

どのような状況でならアウトソーシングが意味をなすのか、なさ
ないのかを判断する枠組み	
①サプライヤーの供給能力を動態的にとらえること	
②自社が将来成功するために、どんな能力が必要になるか	

資源	

• 人かモノ	
• 人材、設備、技術、
製品設計、ブラン
ド、情報、資金、サ
プライヤーや流通
業者や顧客との関
係	

プロセス	

• 従業員が相互作
用、意志疎通、意
思決定を行う方法。
製品開発、製造、
市場調査、予算策
定、従業員の能力
開発、報酬決定、
資源配分などを行
う方法	

優先事項	

• 企業の意思決定
法穂を決め、企業
が何に投資すべき
か、すべきでない
かについて、明確
な指針を与えるも
の	



第７講　能力の理論：家庭への応用	

•  豊かな社会では、一世代前には家庭内で行われて
いた仕事がアウトソーシングされている	

•  なんでもかんでも全て与えるのではなく、自分で問
題を解決する機会、達成感を味わう機会、自信を持
つ機会が必要	

	

資源	

• 手段	

プロセス	

• 方法	

優先事項	

• 動機	



第７講　テセウスの船	

①子どもが学ぶ準備ができたとき、親はそばにいる必
要がある	
②親は自分の行動をとおして、子どもに学んでほしい
優先事項や価値観を示す必要がある	

•  あなたの子どもが、優先事項や価値観をよその人
に学ぶなら、彼らはいったい誰の子どもだろう？	



第８講	

＜概略＞	
■正しい資質について	
・経歴ではなく経験から選ぶべき	
・スキルの適材適所の見極め	
・自社、インテルSAPの事例	
■経験の重要性	
・特定の経験は特定の場面でしか得られない	
・経験は設計する事も可能	



第9講　家庭内の見えざる手	
The	Invisible	Hand	Inside	Your	Family	



Purpose:理想の家庭像を現実のものにする	

Theory	
企業文化	

	

Life	
家庭文化	

問題意識	
・自分の望む理想の家庭像と、実際に手に入れる家庭像のギャップ	
解決策	
・「文化」という側面で企業と家庭は非常に似ており、適切な文化を築くことが
上記の目的を達する強力なツールとなる。	



そもそも「文化」とは？	

「文化」＝共通の目標に向かって力を合わせて取り組む方法。その方法は極めて頻繁
に用いられ、高い成果を生むため、誰もそれ以外の方法で行おうとは思わなくなる。文化
が形成されると、従業員は成功するために必要なことを、自律的に行うようになる	

by	エドガーシャイン;MIT教授	

①自律性	
ー文化が経営陣の代理人として,あらゆる意思決定の隅々まで浸透し,社員は問題に直面した際に唯一正しい方法だとして
選択を下すようになる。	
②共有学習	
―問題をともに解決し、有効な方法を考えることで身につくもの。	

組織内のプロセスと優先事項が独自の方法で組み合わさったもの	

Ex.ピクサー　創造的な作品を生み出す文化	
・プロセス	
監督自身が自分のアイデアをもとに映画作成を行えるように会社全体で支援する。制作にかか
わってない人から意見を聞くセッション設ける。	
・優先事項	
質の高い独創的な映画をつくる	



文化の形成法	

②問題の解決策を組織内の集団に考案させる	

①繰り返し生じる問題を明らかにする	

③問題が生じる度に、同じ集団に何度でも解決させる。	

④自分たちの考案した方法で解決することが自然となる。	

Ex.ネットフリクス	
・休暇規定を定めない：休暇は好きなだけとってよい	
・ずばぬけた従業員以外お断り：A級プレーヤーの採用	
・「自由と責任」か「命令と管理」か	

※経営陣は文化を頻繁に話題に取り上げるとともに、即した意思決定を下さなくてはならない。	

※失敗したら、さらに良い方法を考えさせる	



家庭文化への応用	

	
Ex,クリステン家	
①子供たちがお互いを愛し合い、助けあう	
②神に無条件に従い、思いやりをもつこと	
→「思いやりのあるクリステン家と言われるようにする」	
③労働を愛してほしい	
→庭仕事、家の修繕	

①自分たちにとって大切なことを自ら意識的に選び、積極的に影響を与えること	
②何が正しく、間違っているかを示すために常に一貫した態度をとること	



第５講から第９講	
〈論点〉	

•  優先事項や価値観が家庭内のみから身につく
わけではないのでは？	

•  経験から逃げるのは正しくない行いか？	
ー戦争に従軍するのは、いじめられてる息子を転
校させないのは「いい経験」なのか	
ーHBSの教授がこれを公に発言する事は正しいか	
・経歴と経験は見分けられるのか？コストに見合う
のか？	
ー見合う場合どういった仮定が成立すれば見合う
のか	

	



第10講　この一度だけ……	
Just	This	Once	



Purpose:適切な道徳的判断を下す	

Theory	
総費用と限界
費用	

	

問題意識	
・誠実な人生を送るには道徳的判断が問われる魅惑的な罠を避ける必要がある。	
解決策	
・「総費用と限界費用の考え方」を理解し、限界思考の罠に陥らないこと	

Life	
倫理的妥協を
避ける	



限界的思考の罠とは？	

・既存企業は投資の是非を判断する際に、全く新しいものを作る際の総費用と、既
存資産を活用する際の限界費用という2つの項目が存在する。大抵限界費用の理
屈が総費用を圧倒するため、既存資源を活用し続けることが多い。	
・一方で、新規参入企業の場合、限界費用という概念はないため総費用が理にか
なっていれば新規投資を行う。	
・結果、既存企業が将来への投資を見送り続け、新規投資を行った新規参入企業
に競争力で負けてしまうことがある。	

Ex.	
①ブロックバスターvsネットフリックス　	
②USスチールvsニューコアスチール	
	

限界的思考に囚われて
競争力を失った	



誠実な人生を送るために	

①倫理的妥協を許さないこと。	

―100%守る方が98%守るより容易い。	
―「一度くらいいいだろう」の危険さ。	
②何を心情とするかを決め、それを常に守ること	

Ex.	
・スポーツ選手のドーピング	
・マーチャンドバンクのトレーダー	
・クリステンセンの大学時代のバスケットボールクラブ	



終講	



目的を持つことの重要性	

Theory	
企業内の目的	

	
・優先順位づけのルールを実質的に決定する。	
・説得力のある目的を持つ企業は、世界に計り知れないほどの大きな影響と遺産を与
える。	
・目的を持たない企業にとっては、どんな経営理論もほとんど価値がない。	
・目的は、明確な意図をもって構想、選択し、追求するものであるが、目的に達するま
での方法は本質的に創発的。	

Life	
人生の目的	

人生の目的を明確にするための3つのプロセス	
①「自画像」	
②献身	
③尺度	

	
	



自画像	

・企業の自画像＝主要なリーダーや従業員が、企業が今進み
つつある道を最後まで行ったとき、こんな企業になっていてほし
いと思い描くイメージ	
・自分の自画像＝自分のなりたい自分	

クリステンセンの例	
①人がよりよい人生を送れるように助けられることに身をささげる人間	
②思いやりがあり、誠実、寛容で、献身的な夫、父親、友人	
③神の存在を信じるだけでなく、神を信じる人間	



献身	

・実現しようとしている自画像に対しての深い献身―ほとんど信
仰と言えるもの。	
・目的が日々の優先事項の指針になるほど深く献身することが
必要	

クリステンセンの例	
自らの自画像に献身するプロセスは一人ひとり異なる。しかし、「自分が本当に
なりたいのは、どのような人間だろう？」という問いに答えるためにこそ、献身を
行うのは共通	
	



尺度	

・自分の人生を評価するものさし。	
・それぞれの仕事を尺度と照らし合わせることでこそ、一貫性を
もった方向に進んでいくことができる。	

クリステンセンの例	
尺度＝よりよい人になれるように手助けできた、１人ひとりの人間。	



完	


