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はじめに

未来予測はいつの時代も難しい

人矧の雁史の大部分で、自分に未来を予知する能力があるなどと公司する

人は、よほど賢いか、魔法を持っているか、気がふれたかのいずれかとされる

のが常だ。どの結諭になるかは、その人の品行と、判断する人それぞれの世

界観で決まる。予言が当たれば英雄だ。外れれば、あざけられ、人は寄り付

かなくなる。いつの時代も予言は恨茄でなければならなかった。

もちろん、予想しやすいものもある。潮は澗ちては引き、季節はめぐる。

しかし、人が関心を持つ予想とはそういうものではないだろう。意味があるの

は、たやすくはできない予想だ。株式市場の行方から、新技術が社会に与え

る影卿にいたるまで、この枇界は複雑な現象にあふれ、その根底にあるパ

ターンを腿繊することは秤幼ではない。

これに答えるため、入獄は変化に耐性のあることを股大のセールスポイント

とするシステムを作りあげてきた。学校、政府をはじめ、あらゆる社会柵造

がそうだ。ある意味で、われわれが「文明」と呼ぶもののほとんどが、予期

せぬ変化に対して多少なりとも級衝材の役割を果たしている。こうしたシステ

ムやそこで得られる安定を抜きにして、過去150年にわたる急速な成促と発展

が可能であったとは考えられない。

そしてこの変化に強く予測可能なシステムに依存していることにかけて、ビ

ジネスの世界の右に出るものはない。企業は、ビジネスを行ううえで不確実

性を減らす方法を探し続けている。企梁は、効率を岐大限にするための迎川

システムを作りあげる。顧客の高度な要求に梓え続けるため、営薬やマーケ

ティングシステムに投資する。そして企業は、市場の勢力図の変化に影響き

れにくいピジネスモデルを探究する｡

Ｖ



vｉｌはじめに

こうしたプレッシャーは、商ﾙﾑやサービスの作り手にとって特に深刻であ

る。グローバル化と技術進歩の持つ力によって、ユーザを兇つける前に時代

遅れにならないよう商品を作ることが、日期しに難しい現境になってきた。加

速される変化の速度は、未来を予測する技の足を引っぱる。

未来を予測することが容易であったことなどないが、今ほど難しかったこと

もない。われわれをとりまく社会や維済の環塊がこれまでになく成長し、それ

を推し進めるパターンはとてもかすかで、見極めることがますます困難になっ

てきた。必要なのは質の高い未来予測ではない。なぜなら、予測の精度が高

まることなどあり得ないからだ。かわりに必要なのは、未来で待ち櫛えている

であろう急激な粁余曲折に対応できるもっといい道具箱だ。

今あなたが銃んでいる本は、鋭者をそんな道具紺へと誘う道案内である。

急速に変化する世界で成功する商品やサービスを作る秘訣は、予想外の変

化に対して抵抗力をつけることではなく、変化に適応できる柔軟性を持つこと

である。その柔軟性はいくつもの形態をとる必要がある。ユーザの行為に対

する新しい洞察に適応する柔軟なデザインプロセス、新しい技術によるチャン

スに適応する柔軟な開発プロセス、そして新しい競合や市場の現実に適応す

る柔軟な意志決定プロセスである。

予測で間題なのは、それが誤っていると気付いたときはもう遅すぎるという

ことだ。未来はますます、予告なく変更される（SubjecttoChange）ように

なる。新しくもっと正確な予測を探求し続けるか、それともどの予測が当たっ

ても続けられるアプローチを探すか、問題はそれだけだ。

一ジェシー・ジェームズ・ギャレット

AdaptivePath代表取締役
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不確実な世界ですばらしい製iY1やサービスを届けるにはどうすればよいだろう

か。心に留めるべきは、顧客とその能力、ニーズ、欲求を、うわくだけでな

く真祭に肝に命じておくことだ。
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２ １１章体験こそ製雌だ

今、世界中のビジネスが砿大な岐路に立っている。「岐路」と言ったのには

沢がある。今われわれが,kっているのは、企巣と噸客の関わり方が根本的な

転換を迎えようとしている分岐点だ。転換の珊山には、グローバル化、コン

テナ化、デジタル化などさまざまある。こうした新しい力は、どう対応してよ

いかわからない企業にとっては脅威である。ＩＨ式の道具ならいくらでもある

が、効率化や岐適化、ジャストインタイム生巌方式、典中的マーケティン

グ、アウトソーシングなど、どれをとってもかつてのような利益や競争力を生

むものではない。

現代の市場で成功する鑓は、剛客との関係を根本的に改めることにある。

剛客を消費者であると考えるのをやめ、人lIIIとして関わり始めると、顧客の

ニーズや欲求に応えるためのまったく新しいチャンスが見えてくる。

そういうチャンスをものにできるかどうかはまた別の活だ．企業は自分たち

の製品やサービスを単体で提供していると考えるのをやめ、人々の真のニーズ

に梓えるシステム指向な物の見方を身に付けなくてはならない。また、質の高

い製品を供給し続けるために、企業は概叩的な粟務祇順の中にデザイン的ア

プローチを取り入れ、企業内のデザインコンビテンシーャを高める必要があ

る。これは、必ずしもデザイナーを願うという愈味ではないが、少なくともロ

頃デザイナーがもたらす価値や世界観を理解し、正当に評価することが不可

欠である。

むろんそこで終わりではない。製品やサービスを送り出さなくてはならな

い。現代は、延々と続く開発サイクルにとっては不確実すぎる。ようやく製

品が出荷された頃、世界がすでに先に進んでいたことなどしょっちゅうある。

だから企業が製品やサービスを作るときは、わずらわしいテクノロジーやエン

ジニアリング的アプローチを避けて、もっとすばしこく、柔軟性の商い方法を

採り入れる必要がある。

本書では、筆者らがAdaptivePath社で自ら業界トレンドを観察し、実務を

行ううえで学んだことを読肴に紹介する。ただし、はじめに物語を一絹読ん

でいただく。これは、ある家庭Ⅱ1通化製仙挺生の物冊である（厳密に前えば

錨の中に近気は一切でてこないのだが)。

十訳注：仕事の伐割に対して期待きれる成服をあげるための行動特性．
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あなたはボタンを押すだけ、あとはおまかせください

1886年、「サイエンティフィック・アメリカン」,脳が、ある「WijWW恥

影装催’（似11-1）を｣flL代哩,H1デザインの枕範であ為と絶ｉｆした畷

ｌＸＩｌ－ｌ当時の脳析鋭カメラの服側

同誌の説明がいかに複雑なものであったかをみてほしい

この装慨は、カメラを含む輔八、および伍愈の核政の乾仮を肯むフレーム

Cから成I)、名乾仮は肌色のプリストル紙製のフレームの111に入っていま

すｃカメラの中には鏡八があり、紬に沿ってＭ幅し雌後部Bによって操作し

ます。この鏡は45座の町度に荊まり、被写体から来る像を、カメラ上部の

水平プレートI)に送I)まずこのように反射した像が水プレート上で11池し

ます

対物レンズの無点距離が魁いため、３ヤード（約2.7メートル）より遮<に

ある被写体であれば何にでもピントが合います例外的に、雌影する人が

被写体の近くにいる珊合、対物レンズのラックによってピント合わせを行

いますレンズは上下に移動することもできるので、商い処物や樹木を撒

影するときにも、挫悩を傾けずに済みますIji(ＥはⅡ除けの役11を染たしま

すこの災拙を(』脇の皇脚でI11il定し、砿しい〃向にIfIlけた陵、撤影＃のす

ることは、卯PをＷｌじ、ボタンＢを[1I1して鏡Ｍを上げてから乾板を淵Ｉ)する

だけです感光剤を雄った乾板は卯Iから装慨の!'Iに入れ、バネＲの圧力に

よって柑に1重1動的に対物レンズの無点に伽ifされますフレームの遮光板Ⅱ



４１１京体験こそ製品だ

は、ポケット内でフックⅢによって冊かれます蕗出の後、おのおのの乾恢

は抽出器Ｋによって、ポケット内にﾘIき上げられ、そこからバネRおよびフ

レーム内のその他の乾板の後〃に、スリットｓを辿して予で抑人されます

以上の操作はすべてポケットＮの内側で、不筏透性で光を通さない三TItの布

地を介して行われます

自動式の淵槻が館光した乾仮の枚政を炎,します。拠作終｣雲後は、対物レ

ンズはカメラ内部に怖納され、’ﾉ,｛PおよびEはwIじられ、ポケッ1,は巻き，、

げられます。卿iIiIJLこうして怖』,'され、必腿な111鵬IYIをすべて含み、杉助

写真家にとってもっとも火川的なシステムを柿成します。

－ＬａＮ２ｌｔｌ】rｅ

この一節には、現代の↑“〔製1W,の撚作脱lﾘl！11:を怖俳とさせるものがあゐ

動き、る写典家にとって「もっとも爽川的」なシステムとして、なるほどこ

れは最先端であったに述いないしかし、この複雑な操作（｢S」という文’ｉ：

に到達するまでに、読粁は19祇類の部品を理解する必要がある）を考える

と、当時のが典術がＷＩ１Ｉ際または取り懸かれたホビイストー凶1時のギーク

ーだけのものであったことは筋<にあたらない

そして'888年、発lﾘj家ジョージ・イーストマンがデザインし、製造、販光

したカメラは、将来にわたって‘砲'4を、さらには消費者製肋全体を変えるこ

とになる（図i-2)。イーストマンはその４年Iiii、ロールフイルムという新しい

タイプのフィルムを発|ﾘIした‘それは｣拠れやすい‘IjR典乾板よりもはあかに拙い

やすかった。もしイーストマンが辿州のl:学的下法によってロールフイルム川

カメラをデザインしていたならば、先ほど紹介したカメラの裡雑さをそのまま

側ｌ－２初代のコダックカメラと。ダックフィルムのロール
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側１－３コダックの('１iいやすさをボす広;Iｆ

嚇しとり、スケールだけを細めて、先行機に段階的な改ｉ１＃を加えていただろ

うしかしイーストマンは、Ｉ:1分がみんなにﾉ１１iけたい「体験」に注IIすれ

ば、このロールフィルムが111［命を起こせることに気付いていた。それがイース

トマンの徹伝文句に込められた体験、「あなたはボタンを押すだけ、あとはお

まかせください」であるα

この新しいフイルムのおかげで、脚Wカメラの操作は蹄<ほどiWIiiになっ

た先に脱明した斐|ifとは異なl)、ユーザはこのカメラを一切開く必要がな

く、写真を雌るまでの予噸は三つだけだった（図1-3)．ひもを引く（シャッ

ターのi州Ｉ)、つまみを1,'す（フイルムを巻く）、ボタンを押す（シャッター

を切る）100コマ倣り終えた後はカメラ（またはフイルムのロールだけ）を

イーストマン社に送り、搬影した写典を帆'ﾘ巣荷力吸像して焼き付けるのを待

つだけだ
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６１１瀬体験こそ製州だ

ここまでとつつきやすくなったことによって、fIj:典の世界にillI費稀革命が

起こ')、イーストマンのカメラ「コダック」はil1I費肴liIlけテクノロジーブラ

ンドの先駆者となった。デザイン段階で、機能而の妥求を集めるだけでな

く、顧客を思い浮かべていたからこそ、イーストマンはそれまでとまったく違

う結果に到述したのである。

デザインの重要性を高める

２０世紀を通じて、企業はイーストマンの経験による教えをほとんど無視し

てきた。提供する製肋が比較的単純であったために、各社とも体験に目を向

ける必嬰がないと‘似っていたのだ。製品は、技術的機能的な視点から側発さ

れ、おおむねそれで川皿がなかった。たとえば体験指向的アプローチをひげ

剃りに適用したところで、たいして得るものはなく、道具の性質上、機能的

アプローチをとらざるを得なかった。

こうした物の見方が変わってきたのは、コンピュータ化の没透、すなわちあ

らゆるものにマイクロチップが入り、われわれの世界が次々とデジタル化され

るようになってからだ。マイクロチップによって急速に製舶の被雑化が進み、

旧来からの佃判にこだわる製品デザイナーにはその勢いを止めることができな

かった。ムーアの法則によると、１片のチップに搭載される半導体の数は２年

ごとに倍期するが、これはチップに賊め込まれる能力がどんどん高くなってい

くことを意味し、製仙デザイナーはそれを使う錠務感に駆られることになった。

世界中誰とでも瞬時にデジタルコミュニケーションが可能になり、コンテナ

化によってグローバルな配送が慾伽きれたことにより、２０世紀末にはさらに

グローバル化が加速した。アジアへの生産シフトによって製造コストは急落し

た。機能や特徴を追加しても価格が大きくl:がることはなく、消費者は多く

のことをする製品が良い製品であると考えるようになった。しかし、今やこう

した信仰体系が極限状態に述しつつある。消費考が、どこも壊れておらず正

しく動作している商品を、襖雑すぎて仙えないからといって返I品する、といっ

たことが捌繁に起きるようになったのだ。

グローバル化の傾l(11が巡むにつれ、企業の経‘雌仰は効率化や殿適化、，ｉｆ,質

管理に執って価値を提供するようになった。ありがたいことに、こうしたアプ

ローチはうまく働き、よい結果を蝿してきた。多くの組轍がとてもスリムにな
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り、無駄な時Ｉ川や障害も減り、さらに効率の良いプロセスを採用する。皮肉

なことに、この甑の企業努力があまりにも牌及したことが不幸だった。効半

を測定し管理するためのプロセスは広く知られ、どの本にも杵いてあるため、

今日ではもはやさしたる競争上の優位性も与えてくれないのである。

２１世紀が深まるにつれ、企業がジョージ・イーストマンの牧訓を心に留め

る必要があることがはっきりしてきた。一方では縮小（グローバルヴイレッジ

という意味で)、一方では拡大（技術的な能力に閲して）するこの複雑な世界

を切り拓いていくために、企業はデザインの力を大いに活用して競争力を実現

する必要がある。

デザインとは何か

デザインとは、ビジネスの世界で視界を開くことだ。ビジネスレポーターは

声商に「デザインの力」などと、あたかも誰も知らなかった力による秘密の手

法を発見したかのように旨う。もちろんデザインはずっと前から存在していた

が、以下に挙げるように、この言葉に山ほど謀せされた愈味合いは、いずれ

もよくできたものとはいえなかった。

･美学としてのデザイン。おそらくデザインに対するもっとも一般的な見方

は、製品の芙的な魅力に差をつけることが主目的だろう。たしかに美的価

仙は亜要だが、こうしてデザインを外観にのみ還元することは、表閣より

深いところにあるものに対するデザインの影響を制限してしまう。

･特別な役どころとしてのデザイン。デザインは澗技に似ている。中には生ま

れつきの才能もあるが、デザイナーの多くが、時Ⅲと労力をかけて形と流れ

と機能のバランスを取るための技と磁性を築きあげる。このためわれわれ

は、デザイナーたちを、想像力を働かせたり、絵を描いたり、彫刻をした

りというわれわれの多くが小学校で捨てさせられた行為をwltIIとするプロ

フェッショナルであるという目で見ている。弧念なことに、このことが非デ

ザイナーたちのデザイン行為に関わる気持ちをそいでしまっている。この人

たちにも有意義な貢献ができる可能性があるのに。



脚１－‘ｆ７･ツプルにきえ失敗はあるGlCubcはＭＯＭＡには仙したが、ＩＩｉ恥ではそうは

いかなかった

･物としてのデザイン。ニューヨーク近代美術館（ＭＯＭＡ）にはデザインに

職化したコレクションがあり、椅子や、ポウル、タイプライター、塩コ

ショウ瓶などが災められている。中にはハーマンミラーのアーロンチェアの

ように商光として成功した製雌もあるが、ApplcのG4C11be（'叉'1.4）をは

じめ多くの狐舶がそうではなかった。これではデザインの縦倫が、）進術n,１

のガラスケースの''１に|i'tかれた尚岐な造形物を作るij:為に|ﾘ唯されてしまう。

･救lU:主かロツクスターとしてのデザイン．ビジネス雑雌のページをめくって

いるときや、デザインIMI係のコンファレンスに行ったとき、（'ﾘかに感化され

ることがあるだろう「デザイン思孝」は「緋しい流行」だデザインはI‘り

じくらい侭しげな「イノベーション」という『↑紫にも匹敵する．IpI)ＩＣとＭ

じようにデザインするだけで、成功はついてくる！

８１１策体験こそ製砧だ
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AdaptivcPath社では、そして本僻でも、われわれはデザインというものに

対して、異なるアプローチを取る。中心にあるのは、デザインは行為だという

こと。行為として考えるとデザインには次のような要素がある。

･共怒。デザインは人の役に立たなければならない。よってデザインするため

には、今デザインしているものが人とどう側わるかを剛解する必饗がある。

･問題解決。デザインが力を発揮するのは、結果が流動的で、多くの利審関

係肴が関わり、埴界がはっきりしない、そんな裡雑な|川迦に対処するとき

である。

・アイデア創出とプロトタイピング。デザインが作り出すのは、抽象的であれ

（設計図、青写真、ワイヤーフレーム、概念モデル)、具体的であれ（プロ

トタイプ、実物モデル）「物」である。デザインが創迩的行為であるからに

は、爽際に何かを作り出す必要がある。

･選択肢を見つける。デザインでは、新しい選択肢を作ることに比べて、既

存の選択肢を分析することが少ない。あるときは既存の遇択肢を新しい方

法で見ることであり、またあるときはゼロから作ることを亜味する。効果的

なデザインプロセスは、一つの'111題に対して解決鋪をいくつももたらすのが

普通である。

こうした行為の孤練を受けた維験や、行為に従DIIした経験を盟商に持つ人

もいるが、デザインを、そんな「デザイナー」と呼ばれる人たちだけのものと

捉えるのはあまりにも限定的だ。本普を通じてこれから解蝋していくように、

ヒジネスを成功させるためには、デザインが「組駐コンビテンシー」になる必

要がある。

テクノロジー、機能、体験

Apple社は、徹底的にデザインを活用することによってビジネスに驚異的な

成功をもたらした会社であり、その原動力はCEO（餓商執行貴任肴）のス
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ティープ・ジョプズだった。ジョブズは、美しい解を見つけることについてこ

んな砧をしている。

「雌初に川胆を見たとき、それがまるで簡単そうに見えたなら、あなたは

Ⅲ岨の裡雑さをiＥしく理解していません。やがて問題に突き当たり、それ

が本当は裡雑だったことを知り、襖雑きわまりない符えを州します。これ

は一棚の中Ⅲ１点のようなものなのですが、ほとんどの人はここでやめてし

まいます。しかし、本'１iにすごい人物は、鍵、すなわちその問題の根底を

なす猟理を探し続け、ついにはエレガントで本当に美しくて使える答えを出

します。われわれがMacでやりたかったことがそれでした｣．

一スティープ・ジョプズ

これは、ｉPodが世に川る17年IiiI、iPhoncの23年前に語られた譜だが、ジョ

プズが、商船ラインアップの進化を巧みに捉えていることがわかる。ここから

さらに要点を三つだけに絞り込むことができる。テクノロジー、機能、体験。

製品がそれを実現するテクノロジーから始まるのは必然だ。新しいテクノロ

ジーの111現によって、そのIlj腸に会社が作られることもある。1970年代後半、

消費将向けピデｵデｯｷが幾場したとき、亜要だったのは､それまであり得

なかったこと－テレビ瀞組を録画して好きな時間に見る－ができるとい

う一点だけだった。ビデオデッキが場所をとろうが見た目が良くなかろうが使

い勝手が懸かろうが、そんなことは関係なかった。これは「ウォーキング

ドッグ従候俳」といわれる現象の一例だ。犬は後足だけでは決してうまく歩

けないのに、そうやって歩くところを見るだけで、人は魅了されワクワクして

しまうのである。

やがてライバルたちがテクノロジーを真似るようになり、こんどは機能が爪

留な鑑別化饗因になる。製紬にさらに機能を盛り込み、商品の箱の周囲を箇

条醤きの馴日で埋めつくす。1980年代から90年代にかけて、ビデオデッキに

はＧコード、画面メニュー、多変速再生、チャイルドロック、ジョグホイー

ル、２１HIHIタイマー、コマ撮り録画など、次々と機能が追加されていった。

ジョブズがi~『ったとおりのことが起きたのだ、「やがて問題に突き山ｉたり、そ Ｉ
‐
１

ＩＣＩ１歳体験こそ製OMIだ
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れが本'１１は襖Wl.だったことを知I)、似靴きわまI)ない稗えを川します。これは

--ｲiIのI州'１.IlXのようなものなのですが、ほとんどの人はここでやめてしまいま

す｣。これが原lAlで１２:()0の点滅はデザインの魁い咽化製,Nbの象徴とな')、ほ

とんどの人たちが、ビデオデッキをレンタルビデオのI1j:生だけに使うように

なった

「しかし、水､'iにすごい人物は、鯉、すなわちそのiIIl胆の根底をなす服珊を

探し紐け、ついにはエレガントで本､!iに推しくて仙える群えを川します｣。あ

る段階が来ると、商IWIカテゴリーが生き延びるためには飛躍的な進化が必要に

なるそれはテクノロジーや機能の先にあり、ユーザの体験を満足きせる進化

だビデオデッキからＤ１･Ｒ（デジクルピデオレコーダ）がﾉkまれ､I)1.Rのトッ

プブランドであるTiVOが成功したのは、デザイナーが体験折向の発想から出

発し、そのニーズを満たすように弧lY1を冊発したからだ（例1-5）

I'x1I-ラ’1ＷOのｕゴマークの心地よきと肌しみや．』.さに、鵬↑iIiや体験に触れたいという

この公祉の附剛が災れている

ＴｉＶ〔)を以lWIのビデラ1.デッキと比'肢するのは、いろいろな意味で公､I底ではな

い。ノル雌にあるテクノ１丁ジーが帆ｲ関的に地うのだから．それでも、ジョージ・

イーストマンとロールフイルムの｣〃合と|'』lじく、'1Ｗ()はWiしいテクノロジー

(ハードディスク、デジタルビデオ鰍IIIli）をＩｌ１Ｉに、１W(群の体験にフォーカスす

れば現状を打破できゐことに気がついた。だから、ただハードディスクをビデ
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オデッキの中に押し込むのではなく、体験術向の発想に雑づいて、人とテレビ

のIMI係を根底から巷え直した。その結果、当初のシンパたちが朋待したよう

な一人勝ちではなかったものの、TiVoはこの体験に基づくアプローチによっ

て、肢大のライバルだったReplayTVが倒産した後、唯一成功した独立系

ＤＶＲとなった。

体験こそ製品だ

われわれが住んでいる世界は、日を追うごとに不確実性が高まり、そこで

は是い間とても役に立っていた道具がもう使えない。テクノロジーだけでは十

分ではない。機能を追加するだけでは客を呼べない。現状の業務のI|'には絞り

収るだけの効半化はもはや競っていないし、製品から取り除くべき欠陥もない。

不確実な世界で製品やサービスを送り出すにはどうすればいいのだろうか。

心に留めるべきは、顧客とその能力、ニーズ、欲求を、うわくだけでなく真

箪に肝に命じておくことだ。これができたとき、そして剛群に心から共感でき

たとき、lMIi容にとって体験こそが、われわれが送り出すべき製品だということ

に気付くだろう。そして顧客の其の関心邪はそれしかないということに。

Ｉｚｌｌ章体験こそ製品だ



戦略としての体験
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【４１２章哩略としての体験

何十年ものⅢ、企業はライバルに対する優位を保つため、あるいは差を広

げるために、テクノロジーや機能、峨適化の手段を追い求めてきた。しか

し、この弧のことだけに投資することの価値はもはや存在しない。自社の製

品やサービスによって顧客が得る体験こそが、典の差別化要因であり、この

変化し続ける世界で、探究して取り入れるべき戦略なのである。

IMI承でわれわれは、「体験」という言葉を気前よく使ってきた。さらには

｢体験こそ製品だ」とまで主扱した。ここでは体験をいくつかのパーツに分解

し、われわれが何を意味しようしているかを兇てみよう。

人が製品やサービス、琉境などに関わるとき、一迎のきわめて人間らしい

特間が浮かびあがってくる。人の体験は、以ﾄﾞの特間からfkまれてくる。

･動機：どうしてその製仙を遊んだのか、そこから何を得ようとしているのか

･期待：何かがどう働くのかという先入観

･知覚：製品が人の感党にどう影靭を与えるか（見る、聴く、触れる、嘆

く・、味わう）

･能力：人が蝿知的、物理的にどう製紬に関わることができるか

．流れ：時間とともにどう製品と関わっていくか

．文化：その中で人が行肋するための規則（マナー、甘鯛、悩例)、行動基

地、思考体系の枠組み

誰かが良い体験をした、愁い体験をしたと旨うとき、それは製品やサービス

や環境が、この特質それぞれに対して澗足できる対応ができていたかどうかと

いう愈味である。

競合優位性小史

２０世紀、経営待理の分野では、コンピュータ化とグローバル化を菰視する

ことに加え、大きな力を勉適化に注いでいた。萌芽期の経僻管理は、経済理

紛とフレデリック・テーラーの即紬から始まった。テーラーは、工珊で時1111

動作研究を災施し、雌も効耶の良い作業方法を科･学的に検礎し選択した人物

だ。テーラーのやり方に影騨を受けた傭奉将たちによって、ガントチャートや

説明責任のための財務予郡作成など、現在広く行われている手法がもたらさ
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れた°効率は雌優先'Ⅱ項になった

テーラー以降、１１k適化への執粁は変わることがない。古くから倫罫で1↑わ

れるとおり「測れるものしか補理できない｣。そして堆適化とコスI､Ilill減はｌＩｌｌ

違いなく測定１１｢能だ。１０年前の維営符理を最新トレンドに早送りすれば、好

評のシックスシグマやピジネスプTT･ヒス・リエンジニアリング（Bl〕R）が、１１１

じょうにjl姻化に１K点を|i'tいていゐところが兇えゐはずだ‘，シックスシグマは

品質に爪点をⅢき、欠陥の「機会.ｌをわずか3.4ppmに抑えることを'11)ﾘ(にす

る。シックスシグマでは、企業が無駄を見つけて排除することによってコスト

を圧縮する。BPRは同じようなﾊ麺化戦術をビジネスプロセスに適jMするた

めの祇法だ（iXI2-l)。通'1MBI>Rプロ･ヒスでは、イィ懲な価仙を１J､えない行為を

呼考するか排除するように企業を導く

岡２－１ビジネスプロセス・リエンジニアリングの循環サイクルは、企業がすでにﾂﾐ施

していることを簸適化する

たとえばDclI，この会社はサプライチェーンを徹底して綿密に組み上げるこ

とによって、コンピュータをコスト以下で販売することを邸能にし、「フロー

トj-lWi客にコンピュータを光って支払いを受けた時期と、サプライチェー

ン|ﾉ､Iのバー|､ナーに光払うべき11#jUlとの'1剛I鑑一によってﾉ|ｉまれた,I叩､から

利益を(りている《，今ではl)cIlのサプライチェーンを典似たうえで、｜,||:岨Ｈ１の

差別化に励んでいるところも１１ﾘ社かあり、もはやDellだけがおいしい思いをす

あことはない、



１６１２噸哩略としての体験

Dellのスリムなサプライチェーンのような運用効率の技法は、よく知られる

ようになり、実施も容易なため、以前のように大きな醜合優位性ではなく

なった。他のみんなが修僻したことの上達を目標にすることを戦略とは呼ばな

い。戦略とはトレードオフー意識的にライバルと述う帆術を選ぶことだ。

戦略とは、何かにノーと言うことによって他人より優位に虻つことを意味す

る。そして、この戦略的トレードオフの結果が、剛客の心の中でlﾘl確に際血

つ製砧とサービスであり、その価値ある違いはiWlIiには典似ができない。

今や組織的効率化による恩忠は減り、企業は顧客や企業自身の価値を生む

ための新しいアプローチを探している。ボトムライン（利益)－そして効率

化によって生まれた利益を生むあらゆる節約一に向けて絞り込まれていた

フォーカスは、トップライン（売上）に向けてフォーカスし血された。光上

は新規顧客の側拓や新しい商品を創出することによって糊やすことができる。

しかし、新しくて雌争力のある製品やサービスを求めるアプローチにも落とし

穴がある。

対等(parity)を避ける

それはマーケティング専攻ＭＢＡお気に入りのツールだ。それは分析や数勘

定に終始する会縦のたびにいつも繰り出される。そのおぞましい機能比較マト

リクスは、どこかの何かのアシスタントが作ったような、あらゆる肌合とおぼ

しき企業のリストをまとめ、各社の全「機能」を列挙して典計した結果を巨

大なマトリクスにした資料である。

これはきわめて鎗理的で徹底したアプローチだ。自分とライバルの対応する

部分を同一条件で比牧すれば、向分がどこで先んじていて、どこで後れを

とっているのか、まるで欠けているのが何であるかを知ることができる。蝿念

なことに、劣っているか欠けている「機能」に典中するというのが典型的反

応だ。それはそうだろう。ライバル社の市場をリードする「自動枇成ウイ

ザード」に対抗案すらないと知った新任本部長の苦い顔など椎も見たくな

い。これに対する自然なⅨ応は、ライバルと対輔になろうとすることだ。

対等は戦略ではない

それにしても対淳とは何だろう。それは同一であること。向分とライバルと
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のⅢの相迩をなくすこと。自社製品を決めるために'1を向ける先はライバルだ

け。ライバルと対竿になったとき、顧客の視点から見て、あなたの会社と他

の誰との川にも狸識できるだけの柑迎がなくなる。そんな体験は陳腐で力もな

く、消滅するか、体験のマイナス而（たとえば有用性の間巡）ばかりが目に

つくことになる。対零のわなに陥ってはいけない。機能城争に巻き込まれ

て、パッケージや仕梯密にはライバルより一噸Ｈでも多く杵いてやろう、など

と弧りあってはいけない。

人と通うのは良いことだ。餓争力のある職略は、ライバルと違うやり方をし

て、その違いの価値を顧客に見せつけることを華盤にしている。セス・ゴー

デインは、その蕃瞥「｢紫の牛」を売れ」の全幅を費して、どこにでもいる照

と白のホルスタインとは通うものを作ることの亜嬰性と価値について解鋭して

いる。「まず鋪一に光る価仙のある製姉やサービスを作れ｣↑そのとおり。優れ

た体験職略とは顧客に示すことのできる述いを作り出し、それを長期間維持

することによってライバルよりもよい結果を硯すことだ。

－番になることが職略ではない

では、対等になること、相手と同じくらい良くなることがダメな発想だとい

うなら、一瀞になればいいのだろうか。たぶん通うだろう。何もかもで一稀に

なって梁界ナンバーワンになろうとするのは、ありがちな過ちである。この発

想のⅢ題は、何もかもで一勝になることなどできないということはさておき、

何が一播であるかは、まったくそれを決める人次第だということだ。高校生

と裕福な団塊の世代とでは、タコ・ベルが「一冊」のメキシコ料理体験であ

るかどうかについての意見は述ったものになるだろう。

ただ叩に一・排になりたい、と前うのではなく、帆酪の師匠マイケル．ポー

ターはこう問うべきだと耐う、「航要な噸客グループにとって大切な一連の

ニーズに答えるユニークな価価を届けるにはどうしたらよいか｣*。１５分しか

時間のない人に対して、スターバックスは「コーヒープレイクというｎ々のわ

がまま」体験を届けてくれる（図2.2)。すばらしい服用プログラムをはじめ

サＳＣｔｈＧ《〕din,．１，１，ｍi難《〕I111CIDurplcCow,｡F郷1C《〕ｍｌ〕nrly.“m・Jamuary2000、［服1W(：lIIIIn掩鮒

訳「｢紫の牛」を光れｕダイヤモンド社］

＊･MichacIPort＄rAskIj､andAnswcrs:ＷｈｙＩ)oGOodManagersSctBzIdStmleRies?‐

KnowIcdg⑱＠Ｗh､『I⑰､,Novcmbcrl‘2006.
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とする組織化されたシステム、数T･店からなる店舗群、そして注意深く選び

披かれた製lY1と環境によって、スターバックスには、大切な噸客がユニークだ

と膿じる溌州気がある。

覇
ｑＢ

似１２－２スターバックスは、Ｍｎ客のわずかな休憩時1111のために、あたり前のリラックス

できる体験をⅢけゐことに典中する，

新奇性への逃避

イIﾘ年かIMI，ある令IliI銀行が消賛者ユーザ向けウェブサイトをリニューアル

した。銀行の継併枠部たちは、脈杵|('｣けサイトに天気予報を職せれば大成功

す為と雌(jしていた。雛でも尺欠を知りたいし、ライバルの1'1にサイトに尺気

州lを'１２せているところはない。顧客のニーズを、自社の商品にユニークな要

紫を追加することによって満たしたのだ。唯一の問題は･･･…、天気は銀行と

まったく何の側係もないことだった

新奇性は差別化ではない

銀行サイトの天気湖iはユニークではあるが、ただそれだけのこと。単な

る祈乎のおまけだ珍しく面白いかもしれないが、それは予想外だったからに
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すぎない。時間がたてば役に立たなくなり、うるさく感じることさえあるかも

しれない。差別化は、新しいだけではなく、ふさわしい意味を持たなくては

ならない。

しかしこれは、企業が繰り返し何度でも、特に新しいやり方に重点を置くほ

ど犯しやすい過ちだ。「新しい」ものの在血は山ほどある。新しいものを作る

方が、役に立つものや、ふさわしいものを作るよりも簡叩だ。だから、もっ

と役に立つ特徴を犠牝にしてまで新奇性へと走る企業が後を絶たない。

新奇性には文脈がない

あのハイテクスクーター「セグウェイ」（同2-3)、別名「人側輸送機」の発

光を前にして、ウェプでは異常な予想がはびこった。特詐取得済みのこのテ

クノロジーは、街の槻相を変え、新しい世界を作るはずだった。ステイープ．

ジョプズはこれを「驚異の革新的マシン」と呼んだ十・

セグウェイは確かに新しく、砿かに峨新的だったが、問題は、想定されて

いた文脈で使いたいと思う人が推もいなかったことだった。セグウェイが発光

される前、ジョプズとアマゾンの創立者ジェフ・ベゾスが二人揃ってこんなこ

とを心配していた。

二人とも近所にスーパーがあるけれど、そこへ行くのにセグウェイを使いそ

うにないのだ。歩けばいいじゃないか、と。セグウェイのターケットは、現

実には億万奨粁のCEOたちにすら存在しないほど稀なニーズを滴たすもの

だった。セグウェイの乗〕I〔体験は新しくて変わっているが、現状のセグウェイ

のテクノロジーには、人が生活の中で移動する方法にとってふさわしい愈味が

ないのだ。

なぜ体験か

対等戦略の価航は低く短命である。新奇性を求め、新しい商品を送I)川す

だけでは深夜のショッピング稀組を生き延びるのが梢一杯だろう。こうしたア

プローチが力を注ぐのは、樋能やテクノロジーであって、本当に大切な「体

験」ではない。体験は椎にとっても大切であるのに、われわれは製品開発と

ｻ゙SteveKqmPer,。S【CveJob鋸bndjcjrBCzosmcet、Giu収er.，‐IIarvardBu急in“$School:WorkiI収

KnOwIedgC･Junel6‘2003.
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一一

③
０

IxI2-3セグウェイは人が生きていくうえで並要な意味を持つのか

なるとほぼ碓突にそれを見失ってしまう．

Ｉ雌もお容さんを惑わせゐような製品など作りたくない『,災際、新製IY1の始

まり'よ、体験に鵬づく間胆に対応するためのニーズが助機だったものがほとん

どだ。ところがほとんどの場合、製品を作る過程でデザイナーも技術汁、狸

lVIマネージ･ヤー、ビジネスアナリストらも仕狐こ熱11Ｉするあまり､'i初のＩＩＮＭを


