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Point
❶  ジョブ理論とは、顧客が商品（製品・サービス）を購入する理由を明らかにして、それにまつわる 
解決策を提供する一連の考え方だ。

❷  ジョブ理論で は、ジョブの定義を、「特定の状況で顧客が成し遂げたい進歩」 とする。
❸  ジョブ理論では、「成し遂げたい進歩」に近づくことを「片づける」、商品を購入して片づける場合
「雇用する」という表現を使う。顧客の特定の状況から成し遂げたい進歩を見つけ、それらを解決
する（片づける）商品を提供することができれば、顧客はその商品を購入（雇用）するという考え
方だ。

はじめに
　前回の寄稿では、「イノベーションを起こし育成
する仕組みを構築する」のタイトルで新規事業と
してイノベーションを起こす仕組みについて論じ
た。今回は、イノベーションを起こすための考え
方をクレイトン・クリステンセンのジョブ理論に
従って考える。新しくイノベーションを起こす、
あるいは既存の組織においてイノベーションを起
こす必要性のある方に対して、方法論としてのヒ
ントになれば幸いだ。

クレイトン・クリステンセンとジョブ理論
　ジョブ理論の著者、クレイトン・クリステンセ
ン（以下、クリステンセン）はハーバード・ビジ
ネス・スクール（HBS）の教授で、著書『イノベー
ションのジレンマ－技術革新が巨大企業を滅ぼす

とき』（翔泳社 2001 年）によって破壊的イノベー
ションの理論を確立した。クリステンセンはイノ
ベーション研究の第一人者であり、イノベーショ
ンに特化した経営コンサルティング会社も設立し
ている。今回は、彼の新著である『ジョブ理論　
イノベーションを予測可能にする消費のメカニズ
ム』（ハーパーコリンズ・ジャパン 2017 年）につ
いて解説する。
　ジョブ理論とは、顧客が商品（製品・サービス）
を購入する理由を明らかにして、それにまつわる

解決策を提供する一連の考え方だ。ジョブ理論で
は、ジョブの定義を、「特定の状況で顧客が成し遂
げたい進歩」としている。

ドラッカーとレビットの主張
　「人は刃の直径が 4 分の 1 インチのドリルがほ
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しいのではない。4 分の 1 インチの穴がほしいの
だ」。この洞察はマーケティングの大御所の一人で
あるセオドア・レビットの著書『マーケティング
発想法』（ダイヤモンド社 1971 年）の中で展開さ
れた。顧客がドリルを購入する理由は、「商品とし
てのドリルそのものではなく、ドリルを使って得
られる解決策である穴だ」という考察だ。
　「顧客がほしいのはプロダクトではなく、彼らの
抱える問題の解決策だ」こちらはピーター・ドラッ
カーが言及した洞察だ。企業が売れると思って製
造した商品が売れる確率は低い、めったにないと
いうレベル感で警告をしている。
　このドラッカーの言葉については、ジョブ理論
の定義と比較すると分かりやすいと思う。重要な
ことは、「なぜ顧客は商品を買うのか？」について、

「商品そのものが欲しいから」と答えるのはマニア
や収集家以外考えにくく、実際は、その商品の購
買によって、あるいはその商品の使用によって、
何らかの問題を解決しているのだ。その便益（メ
リット）を購買していると捉えたほうが自然だ。
　しかし、実際に顧客が商品を購入する理由を突
き詰めるには、顧客そのものの定義が必要だ。マー
ケティングでは、セグメンテーションとターゲティ
ングという概念がある。自分たちがビジネスを行
う領域を定義して（セグメンテーション）、それか
ら自社が狙うべき顧客を特定する（ターゲティン
グ）という考え方だ。
　本来は、購買理由に応じて市場や顧客を定義す
るとよいのだが、実際はその理由の分析や整理が
難しく、非常に手間がかかる作業で難航する。そ

こで企業はいつの間にか属性（性別や年齢、地域等）
を顧客ターゲットの指標として用い、購買理由を
明らかにする作業を飛ばし、商品を提供すること
に焦点をあててしまった。
　こうなると「なぜ、誰が、何を買うのか？」の
中の購買理由がないがしろにされる。そして「誰が、
何を買うのか？」ということばかりが議論され、
結果的に、顧客の議論が属性ありきになり、同時
に商品開発そのものにフォーカスした組織ができ
あがる。結果的に、商品はよいものだけど売れない、
という状況が蔓延するのだ。
　再び、ジョブ理論の定義をみてみよう。ジョブ
とは「特定の状況で顧客が成し遂げたい進歩」。つ
まりはジョブ理論とは、レビットとドラッカーの
両賢人が指摘したドリルの穴と問題の解決策が重
要だという主張と基本的には同じと考えてよい。

ミルクシェイクのジレンマ
　ジョブ理論では、顧客が抱えるジョブを理解す
るためのエピソードとして「ミルクシェイクのジ
レンマ」が紹介される。このエピソードは、顧客
の購買理由について見直すきっかけを与えてくれ
る。企業が顧客ニーズを解決するための手法はさ
まざまで、むしろ「1 つで全てを満たす」万能の
解決策は結果的に何ひとつ満たさない 1 というこ
とが理解できる事例だ。
　あるファストフードチェーンでは、「どうすれば
ミルクシェイクがもっと売れるか？」という悩み
を持っていた。その答えを探すために、このチェー
ン店は、数カ月間かけて詳細な調査を実施する。

図表 1　レビットとドラッカーの主張
× ◎

セオドア・レビット 4分の 1インチのドリル 4分の 1インチの穴

ピーター・ドラッカー プロダクト 彼らが抱える問題の解決策
出所：『ジョブ理論』を参考に筆者が作成

1    『ジョブ理論』（クレイトン・M・クリステンセン）P36

マネジメント



2018.10　経営センサー
3737

ミルクシェイクを買う典型的な顧客層に対して、
次のような質問を投げかけた。
　「どんな点を改善すれば、ミルクシェイクをもっ
と買いたくなりますか？」「値段を安く？」「量を
多く？」「もっと固く凍らせる？」「チョコレート
味を濃く？」「…」
　それからそのフィードバックを基に、最も数が
多い潜在的ミルクシェイクの顧客を満足させる取
り組みを何度も行った。味やパッケージの「カイ
ゼン」などを試みたのだ。そして数カ月後。期待
した結果とは裏腹に、変化は何も起こらなかった。
チェーン店として努力をしたにもかかわらず、ミ
ルクシェイクの売上に変化が起きなかったのだ。
　そこで調査チームは、別のアプローチでミルク
シェイク問題に取り組んだ。来店客は「なぜ、ミ
ルクシェイクを購入したのか？」という視点だ。
　レビットの洞察を参考にすると、顧客がミルク
シェイクを購入する理由は、「商品としてのミルク
シェイクそのものではなく、ミルクシェイクを購
入して得られる何かだ」というアプローチだ。調
査チームは、ドリルの穴に相当する、ミルクシェ
イクの穴を追求しようとしたのだ。
　ジョブ理論風に表現すると、「来店客がミルク
シェイクを購入することで片づける（解決する）
ジョブがあるのではないか？」と仮説を持ち調査
した。特定の商品を買うという行為そのものを引
き起こす原因が、来店者の日常の生活に起きてい
るのではという仮説を持ったのだ。日々の生活の
中でジョブが発生し、それを解決するためにミル
クシェイクを雇っている（購入している）としたら、
ミルクシェイク問題を解決できると考えた。
　この観点のもと、調査チームはある日、店頭に
18 時間立って顧客を観察し続けた。「ミルクシェ
イクを買う時間帯は？」「彼らの服装は？」「来店
時は一人か？」「ほかの商品もいっしょに購入した
か？」「店内で飲むのかテイクアウトか？」「…」
　観察結果、午前 9 時前に一人で来店した顧客が
ミルクシェイクを頻繁に買っていることが分かっ
た。ミルクシェイクだけを購入し、テイクアウト

する。そして車で走り去るのだ。そこで実際に顧
客にインタビューをして購買する理由を聞き出し
た。
　「すみません、ちょっと教えてください。どうし
て（どういう目的で）この店に来てミルクシェイ
クを買ったのですか？」
　はじめ、顧客は戸惑っていたが、「もしミルクシェ
イクがなかったら何を購入しましたか？」などと
会話を続けるうちにドリルの穴が見えてきた。早
朝来店してミルクシェイクを購入する顧客は共通
するジョブを抱えていた。それは、「仕事先まで、
長く退屈な運転をしなければならない」というこ
とだ。
　来店客の多くが通勤時間に気を紛らわせる何か
が欲しいという理由でミルクシェイクを購入して
いたのだ。しかも、時間帯からするとお腹は空い
ていない。そして 2 時間くらいすると空腹にな
る。でも、このジョブを解決するライバル（代替品）
はたくさんあるが、完璧にこなせるライバルは意
外と少なかったのだ。
　インタビューした顧客の中には、「ときにはバナ
ナを食べますよ。だけどバナナじゃダメなんだ。
すぐに食べ終えてしまうからね。で、結局また手
持ち無沙汰になるのさ。ドーナツでは手がべたつ
くし、運転に集中できない。ベーグルはパサつい
て喉が詰まってしまう」と。別の顧客は次のよう
に言った。「スニッカーズにしたこともあるけれど、
この時間に甘いものを食べるのが何だか罪深くて」
と。
　しかしミルクシェイクはその中で多数のライバ
ルを蹴落としたのだ。粘度が高いミルクシェイク
を飲み干すには、相当の時間がかかる。昼までに
やってくる空腹感を補うにもちょうどよく、運転
中も片手で難なく飲むことができる。ミルクシェ
イクが彼らに雇われ、彼らの問題を解決したのだ。

ミルクシェイクの学び
　調査チームは同時に興味深い発見をした。ミル
クシェイクを買う人たちに、いわゆる人口統計学

ジョブ理論概説
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的な共通要素がなかったことだ。そして共通点は
ただ単に、午前中に解決したいジョブがあること
のみだった。
　同時に調査結果は単純ではなかった。上記の時
間帯に加えて、午後や夜、特定の曜日などにも大
量に買われることを発見した。顧客が解決したい
ジョブが複数存在していて、違う目的のためにミ
ルクシェイクを購入しているのだ。
　たとえば小さな子供を持つ親たちは違うジョブ
を解決する目的でミルクシェイクを購入してい
た。子供は四六時中大人に対して要求する。「抱っ
こ！」「これ買って！」「これ欲しい！」「歩きたく
ない！」「疲れた」「走り回りたい…」、そして親は
そのたびに NG を宣言する。子供に終日「ノー」
と言ってしまう自分に嫌悪感を抱き始め、たまに
は「イエス」と言う機会を欲しいと思うのだ。
　週末は親が子供に買う状況が多々観察された。
子供を厳しくしつける反面、親はその行動に対し
て自分自身に嫌気が差す。たまには優しく接して

あげたい、外出したときくらいは、休みのときく
らいは、と。その理由がミルクシェイクの購入に
結び付いていたのだ。調査チームの観察では特に
父親のケースが多く、彼らのジョブが「優しい父
親の気分に浸る」というものだったと特定した。
　同じ男性顧客であっても、朝の通勤時間帯と休
日の午後や夕方ではミルクシェイクを購入する理
由が異なるのだ。朝は、「仕事先まで長く退屈な運
転をしなければならない退屈しのぎ」。この場合の
ライバルはベーグルや栄養バーやスムージーな
ど。そして子供と過ごす午後は、「優しい父親の気
分に浸る」。この場合のライバルは、おもちゃやお
菓子や抱っこなどが考えられる。
　ミルクシェイクを結果的に購入する行為は同じ
でも、顧客がそれらを購買するまでの状況や基準
が全く異なる。すなわち、ファストフードチェー
ンがもっとミルクシェイクを売りたいと考える場
合、解は 1 つではなく、複数の解決策を同時に考
えなければならないのだ。

図表 2　 朝の男性と子供と過ごす午後の男性のジョブの違い
ジョブ 特定の状況
「仕事先まで長く退屈な運転を
しなければならない退屈しのぎ」

午前 9時前にひとりで来店してミルクシェイクを買い求め
る。通勤時間の退屈な運転を紛らわせたい。一方で、2時
間もしないうちに空腹感と戦うことも知っている。代替す
る商品はたくさんあるが、手がベトベトになったり、すぐ
食べ終えたりする。

「優しい父親の気分に浸る」 休日を子供と一緒に過ごしている。朝から続く子供からの
要求を常に断っている。「おもちゃ買って、あそこに連れ
てって、疲れたからなんか食べたい、ジュースが飲みたい、
歩けないから抱っこして…」子供に一日中「ノー」と言う
自分を否定したくなり嫌悪感を持っている。

出所：『ジョブ理論』を参考に筆者が作成

図表 3　ジョブの定義

出所：『ジョブ理論』を参考に筆者が作成
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ジョブの定義
　ジョブ理論とは、顧客が商品（製品・サービス）
を購入する理由を明らかにして、それにまつわる

解決策を提供する一連の考え方だ。
　「顧客がほしいのはプロダクトではなく、彼らの
抱える問題の解決策だ」とドラッカーが唱えたよ
うに、顧客はある特定の商品を購入するわけでは
ない。顧客は過去から現在までにおいて、何らか
の問題を抱えており、その問題を解決するために
商品を購入している。
　ジョブ理論では、ジョブの定義を、「特定の状況
で顧客が成し遂げたい進歩」としている。顧客は
自分自身が置かれている状況に対して何らかの不
満を抱えている。そして、その状況をよくするた
めに商品（製品・サービス）を購入して解決して
いるのだ。
　ジョブ理論の比喩は、「成し遂げたい進歩」に近
づくことを「片づける」と表現している。仕事を
片づけるというニュアンスだ。商品を購入して片
づける場合、「雇用する」という表現を使っている。
顧客の特定の状況から成し遂げたい進歩を見つけ、
それらを解決する（片づける）商品を提供するこ
とができれば、顧客はその商品を購入（雇用）す
るという考え方だ。

5つのポイント
　ジョブ理論では、ジョブを見つけるためのポイ
ントを 5 つ示している。1 つ目は、「身近な生活の
中」でジョブを探すことだ。Airbnb の初期のコン
セプトは、創業者たち自らが卒業後サンフランシ
スコで体験したことを中心に事業の骨子を固めて
いる。ジョブに関する知見を得るためのはじめの
一歩を自分自身の生活から見出す。「身近な生活の
中」はまだまだジョブの宝庫だ。たとえば日々の
生活の中で起こった「ひらめき」や、自分がこれ
まで獲得してきた顧客とのやり取りなどから、多
くを学ぶことができるはずだ。そういった些細な
ところから積極的にジョブに関するヒントを得る
ようにするとよい。
　2 つ目は、「無消費」に注目することだ。これは
特定のジョブそのものに未だ解決策が提供されて
いない顧客は、何も消費することをしないため無
消費の状態にあるという考え方だ。世の中に LCC
が出て、海外旅行に頻繁に行くシニア層が増加し
た。また上述の Airbnb も同様にこれまで無消費
だった顧客の旅行体験を増加させるきっかけと
なった。高齢化社会になり、アクティブシニアが
増加したことで、高齢者向けのおむつの売上にも
火がついた。従来のおむつは、いかにも障害、病気、

図表 4　ジョブの定義

出所：『ジョブ理論』を参考に筆者が作成
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老人のイメージだったが、ジョブを「楽しい生活
を取り戻すこと」と捉えたメーカーが、見た目や
販売形態を通常の下着と同じようにした結果、多
くのシニアが飛びついたのだ。
　3 つ目は、「その場しのぎの対応」に注目するこ
とだ。ジョブそのものは認識されており、さらに
解決策も存在している。しかし、その解決策に満
足しておらず、その場しのぎの解決策を購買して
いる消費者に目を向ける考え方だ。引っ越しをす
る度に複数サイトを検索して見積もりを探してい
た、車の販売をする際にも見積もりを複数企業に
請求していた、このような経験を一度はしたこと
がある人は多いだろう。これらに対して見積もり
一括サイトは理にかなったサービスを提供してい
る。顧客の「その場しのぎの対応」を観察するこ
とで新たなジョブが発見できるのだ。
　4 つ目は、「できれば避けたいこと」に注目する。
子供クリニックでは、予約時間前に子供と待合室
にいることは他の病気をもらう可能性があり、で

きれば避けたいことだ。子供クリニックの予約シ
ステムは、直前にスマホにメッセージで知らせ、
スムーズに診察ができ、他の感染が低減した。
　最後は、「意外な使われ方」の注目だ。重曹は本
来調理用の商品だった。しかし、自然派志向の家
庭では、掃除や歯磨き、脱臭など、企業が想定し
ていない用途で使われた。そこで、その企業は多
様な用途での商品開発を行い、今では関連商品が
調理用途の 10 倍以上の売上を達成している。

まとめ
　ジョブ理論とは、顧客が商品（製品・サービス）
を購入する理由を明らかにして、それにまつわる

解決策を提供する一連の考え方だ。ジョブ理論で
は、ジョブの定義を、「特定の状況で顧客が成し遂
げたい進歩」としている。これに着目して、既存
事業を見直してはいかがだろうか。ジョブを企業
で見つけるには、上述した５つのポイントは大い
に役に立つだろう。
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