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旧OSからMac OS Xへの移行

オペレーティングシステム（OS）は、コンピュータを動かすための基本ソフトです。パー

ソナル・コンピュータが最初に発売された頃のOSは、真っ黒な画面にテキストのみ

を表示することしかできませんでした。だからこそ、スティーブ・ジョブズがゼロッ

クスのパロアルト研究所でGUI（グラフィカルユーザインタフェース）を導入したコン

ピュータのデモンストレーションを初めて見たとき、彼は「コンピューティングの未

来はここにある」と確信したのです。それから約4年後、マッキントッシュが発売さ

れたとき、その画期的なGUIは世界を驚かせ、アップルは市場シェアを伸ばしました。

その新しいOSは、ソフトウェア開発の新たな地平を切り開くものでした。開発者た

ちはさっそくこの機会に飛びつき、Mac用の新しい画期的なアプリケーションを書き

始めたのです。

1985年のジョブズの追放から1996年の復帰までの約10年間、アップルは革新的なエ

ネルギーを失い、独創的なアイデアで勝負するのではなく、他社の真似をすることに

新しい時代に乗り出すためには、過去と決別する必要があります。新時代を築く

任務を担う新たなリーダーにとって、真っ先にやるべき仕事は、組織の状態を安

定化し、新しいビジョンを描けるような余裕を作り出すことかもしれません。

アップル
[Apple]

CASE STUDY

271（再）構想ステージ



よって彼らに追いつこうとしていました。アップルは、マイクロソフトをはじめとす

るライバル企業と張り合うために3度にわたってOSの改良を試みましたが、いずれ

も失敗に終わっています。優秀なソフトウェア開発者たちは、アップルがOS改良に

失敗するたび、貴重な時間やお金を無駄にしなければなりませんでした。彼らはアッ

プルのプラットフォームを使ってソフトウェアを開発し続けることに懐疑的になって

いたのです。

アップルの株価は下落し、会社は赤字を抱えていました。1996年、アップルの取締

役であったギル・アメリオがCEOに就任し、会社の再建を図ろうとします。彼が真っ

先に行ったのは、素直に敗北を認め、ただ1つ継続中であった見込みのないOS開発

プロジェクトを打ち切ることでした。

アメリオは、他社から既存OS（NeXT OS）を買い入れることを決意し、NeXTを4億

ドルで買収します（このNeXT OSを原型として、後にMac OS Xが開発されることに

なります）。そしてこの買収をきっかけに、NeXTのCEOであるスティーブ・ジョブ

ズがアドバイザーとして復帰することになったのです。

宣言されたビジョン

NeXTの買収からわずか18日後、ギル・アメリオとスティーブ・ジョブズは、サンフ

ランシスコで開催されたマックワールドエキスポ（年2回の定例展示会）において、初

めて二人揃って公の場に姿を現しました。このイベントは、アップルの社運を左右し

かねない重要なものでした。たいていのソフトウェア開発者はジョブズの復帰を歓迎

していたものの、アップルのOS戦略についてはまだ疑いを抱いていたからです。

2人のリーダーのコミュニケーションスタイルは全く対照的でした。アメリオは、ス

ピーチライターが用意した原稿を使わず、アドリブでスピーチすることを選択しまし

た。その結果、彼は予定の1時間をはるかにオーバーし、3時間にわたってしゃべり続

けたのでした。ジョブズは、その間ずっと舞台裏で待たされる羽目になりました。そ

の後、ようやくステージに上がったジョブズは、わずか13分半の簡潔なスピーチを通

して、NeXT OSの計画やアップルの今後の方針について語ったのです。アメリオが

まごついた表情を浮かべながら、とりとめなく話し続けたのに対して、ジョブズのス

ピーチは明快で自信に溢れていました。

［構想ステージ］×［スピーチ］ 

▲

ビジョンのスピーチ
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聴衆には顧客とソフトウェア開発者が入り交じっていましたが、開発者をNeXT OS

に勧誘することの重要性を理解していたジョブズは、あたかも会場には開発者しかい

ないかのように、スピーチの焦点を彼らに合わせていました。ジョブズは13分半の短

いスピーチの間に、「開発者」という言葉を25回も使っています。一方、アメリオは3

時間もステージに立っていましたが、「開発者」という言葉を口にしたのはほんの数

回でした。ジョブズは、開発者が新OS用のソフトウェアを書いてくれなければ、アッ

プルが成功できないことを知っていたのです。

ジョブズはアップルの新しいビジョンについて次のように語っています。

「私たちが目指しているのは、アップルでしか手に入らないような、現代的で魅力に溢れたソ
リューションを顧客に提供することです。なぜなら、もしそうしたソリューションを提供でき
なければ、人々はおそらくアップル以外のたくさんの選択肢の中からコンピュータを買うこと
になるからです」

これはアップルにとって大きな方向転換でした。この時点の同社はまだ、ライバル企

業の真似をすることで彼らに追いつこうとしていたからです。

ジョブズは、ソフトウェア開発者の手によってアップルの新 OSを最強のプラット

フォームに仕立て上げてもらう必要があることを分かっていました。彼は開発者に対

し、そもそもアップルという企業が世に出ることができたのは彼らのおかげだとア

ピールします―「アップルは、マーケティング力によってソリューションを世に知ら

しめることができています。しかし、クリエイティブな知見をもたらしてくれるのは、

開発者です……市場知識や起業家精神をもたらしてくれるのは、開発者なのです」。

ゼロックスのパロアルト研究所。
ジョブ ズはここで初めて「コン
ピュータマウス」に出会う
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ジョブズは、約10年前に「ページメーカー」（ソフトウェア）と「レーザーライター」（アッ

プルのプリンター）の組み合わせから、DTPという市場が生み出されたことを例に挙

げ、ソフトウェア開発の重要性を説いたのでした。

次にジョブズは、オリジナルのMac OSの欠点を謙虚に認め、本来ならば、初代Mac

立ち上げの際にもっと優れたOSを開発できたはずだと語りました―「ひとつ聞いて

下さい。1979年にゼロックスのパロアルト研究所を訪ね、GUIを導入した最初のコ

ンピュータを目にしたとき、彼らは実は3つの研究を私に見せてくれていました。私は、

その1つ目にすっかり心を奪われ、残りの2つにはあまり注意を払わなかったのです。

その後何年もかかって、私はようやくそれらを再発見しました」。ジョブズは、残り

の2つの研究、つまり「オブジェクト指向プログラミング」と「コンピュータのネット

ワーク化」を見落としていたことを告白したのです。彼はこのエピソードを使って、

NeXT OSは、Mac OSに欠けていたそれらの特長を組み込んだものであることを開

発者に訴えたのでした。

ビジョンに抵抗を示す開発者たち

はじめてNeXT OSの具体的な内容を目にしたとき、ソフトウェア開発者は不安に襲

われました。というのも、この新OSに移行するためには、ソースコードを一から作

［構想ステージ］×［物語］ 

▲

使命を拒む物語
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り直さなければならなかったからです。マイクロソフトやアドビといった大手ソフト

ウェア開発会社は、NeXT OSにすぐに飛びつこうとはしませんでした。しかしジョ

ブズは、彼らがアップルというブランドに再び親しみを抱くようになるには時間がか

かることを承知していました。

1983年以来、アップルは世界開発者会議（WWDC）という開発者向けイベントを毎

年開催しています。NeXT買収の5ヵ月後に開催されたWWDC1997の場においても、

開発者コミュニティはいまだにNeXT OSの採用に抵抗を示していました。その上、

半年前に行われたCEOのギル・アメリオによる3時間にわたる基調講演では、ジョブ

ズが廃止したOSの機能を使った開発を奨励していたのです。客席のムードはとても

好意的とは言えませんでした。

会場の緊張した雰囲気を和らげ、開発者に新たなOSに馴染んでもらうために、ジョ

ブズは派手なオープニング基調講演を行わないことを選択しました。この年の

WWDCに限って、イベント最終日のエンディングに講演日時をずらしたのです。こ

こで必要とされているのは、カジュアルな質疑応答形式のトークセッションだという

ことを、彼は理解していました。ジョブズはセッション冒頭で、次のように語りかけ

ています。

▲  共感的なリスニング 
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「私は今朝、ちょっとしたおしゃべりをするつもりでここへ来ました。みなさんは1週間にわたっ
てさんざんプレゼンを聞かされてきたことでしょう。ですから、私は大げさなプレゼンでは
なく、普通のおしゃべりがしたいんです……みなさんが話し合いたいことなら何でも話そう
と思います。私はたいていのことに関してそれなりの意見を持っていますから、何でも好き
なことを聞いてくれれば、よい話し合いができるでしょう」

ジョブズは開発者の心に寄り添い、彼らに会話の主導権を明け渡したのでした。

ジョブズは以前のOSを手放し、新OSに移行することに抵抗を感じているソフトウェ

ア開発者から厳しく追及されても、常に穏やかで誠実な態度を崩しませんでした。彼

は、OSライセンスの停止、テレビCMの導入、ニュートンプロジェクトの終了、さま

ざまなOSの機能廃止などに関して質問攻めに遭います。それらはみな難しい質問で

した。ジョブズは、こうした犠牲は、開発者にとって負担が大きいものの、アップル

の健全性の回復のためには不可欠であるという信念に立っていました。一方、開発者

たちは失ったものについて嘆き、フラストレーションを発散する場所を必要としてい

ました。

ジョブズは、改革の犠牲となった製品について次のように謝罪しています―「みな

さんの中には、廃止になった製品に関わる仕事に莫大な時間を費やしてきた人もいる

でしょう。誠に申し訳ありません。ご心痛お察しいたします。〔笑いが起きる〕しかし、

アップルのここ数年の技術管理は全く酷いものでした〔拍手が起きる〕」。さらに彼は

続けます―「フォーカスするというのは、しかるべきアイデアに『イエス』と言うこ

とだと誰もが思っています。しかしそれは誤りです。フォーカスするとは『ノー』と

言うことです。無数のアイデアに『ノー』を突き付けることです。『ノー』を突き付け

れば、人々は怒り出します。ここが一番難しいところです」。

すると、苛立った開発者から「分かった風な口を利くな！」という野次が飛びました。

ジョブズはいったん腰を下ろし、しばらく間を置いた後、誠意を持って次のように答

えました―「変革を起こそうとするときの難題の１つは、この方のような反対派の

意見がある面では正しいという点です……私が常々思っているのは、まず顧客体験か

らスタートし、それからテクノロジーに遡るべきだということです」。ジョブズは、

こうした方針とアップルの顧客（および開発者の顧客）のニーズを結びつけ、議論を

さらに展開していきます―「テクノロジーからスタートして製品を作り、それをど

［構想ステージ］×［セレモニー］ 

▲

終了を悼むセレモニー
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こに売ろうかと考えてはいけません。私はこうした間違いを、この会場にいる誰より

も多く犯してきました。それを証明する傷跡も残っています。まず顧客ありき、とい

うのは紛れもない事実です。アップルの戦略やビジョンを考え出そうとするとき、私

たちは常に『顧客にどんな素晴らしいメリットをもたらせるだろうか？』『彼らにどん

な体験を味わってもらえるだろうか？』という発想からスタートしていました……こ

れこそがアップルが回帰すべき原点です……」。開発者たちは、ジョブズが過去に顧

客ニーズを無視したことによって傷を負った経験があることを知ったのでした。

ジョブズは、WWDCにおいてソフトウェア開発者の懸念にじっくりと耳を傾けまし

た。その後自らのチームに対し、開発者による既存ソースコードを、新しいOSでも

使用可能にする作業に取りかかるよう命じます。作業の完了は1年後になる予定だっ

たため、ジョブズはこのプロジェクトに「カーボン」という暗号名を付け、秘密裏に

進めることで開発者の混乱を避けようとしました。

マイクロソフトとの提携

ギル・アメリオの退任後、会社の実権を握ったジョブズは、マックワールド1997の基

調講演において一大発表を行います。彼はこの発表によって、開発者を繋ぎ止められ

ることを願っていました。ジョブズは、マイクロソフト社がMac新OS用のソフトウェ

ア開発に取り組むことになったと発表したのです。マイクロソフトの参入をきっかけ

に、他の開発者も新OSに飛びつき始める可能性があることを、ジョブズは分かって

いました。

衛星中継で登場したマイクロソフトCEOのビル・ゲイツはこう語っています―「お

はようございます……マッキントッシュへのコミットメントを新たにすることがで

き、胸が躍る思いです」。マイクロソフトは、1億5,000万ドル分の議決権なしのアッ

プル株を購入することによって、コミットメントをさらに固めました。当時のアップ

ルの現金準備高は12億ドルであり、1億5,000万ドルの出資は、コミットメントを表

す「儀礼的行為」に他ならなかったと考えられます。彼らはこの出資によって（最大の

パートナーである）マイクロソフトは、アップルの未来を信じているというメッセー

ジを送ったのです。

▲［跳躍ステージ］×［物語］ 
報酬を拒む物語

▲［跳躍ステージ］×［セレモニー］ 
コミットメントを誓うセレモニー
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「Think Different」キャンペーン

その年の秋、アップルの「Think Different（発想の転換）」キャンペーンが開始されま

す。それは、顧客、開発者、従業員たちをアップルというブランドの原点に立ち返ら

せるための「ときの声」でした。このキャンペーンは、顧客のアップルへの愛情を再

燃させ、開発者たちが構築しつつあるアプリケーションへの需要を生み出し始めたの

です。

ジョブズは、本社キャンパスで従業員や開発者と共にキャンペーンCMの試写を行い

ます。彼はその際に次のように語りました―「『情熱を持った人々は世界を変えられ

る』と信じていること。それがアップルの“中心的価値観〈コアバリュー〉”です……私

たちはそうした人々、つまり、みなさんやソフトウェア開発者の方々と仕事をする機

会に恵まれてきました。……人々は世界をよい方向に変えられると、私たちは信じて

います……ですから、その事実をうまく伝える方法を探していたのです。昔と比べて

変わったことはたくさんあります……しかし、中心的価値観〈コアバリュー〉は、決し

て変わることはありません。アップルが信じ続けてきた根本的理念は、今日もそのま

ま受け継がれているのです」。ジョブズは込み上げる涙をこらえながらこう続けます

―「そして今回できあがった広告に、私はとても心を動かされています。それは世

界を変えてきた人々を称えたものです。彼らの中には、今も生きている人もいれば、

すでに亡くなった人もいます。もし後者の時代にコンピュータがあったなら、彼らは

当然Macを使っていたことでしょう」。このCMは、創造性に満ちたカリスマ的人物

の白黒映像で構成され、「Think different」の言葉と、アップルのロゴで締めくくら

れています。ジョブズはアインシュタインやヒッチコック、ジョン・レノンといった

リスクを恐れぬクリエイターの映像とアップルブランドを並置することによって、初

期のアップルが持っていたカウンターカルチャー的なイメージを復活させ、顧客を呼

び戻すことに成功したのです。

この広告に用いられたコピーは、後にアップルのマニフェストになりました―「ク

レイジーな人々に乾杯。反逆者、トラブルメーカー、物事を他人とは違った目で見る

人々。彼らはクレイジーに見えるかもしれないが、私たちにとっては天才だ。なぜな

ら、世界を変えられると本気で思っているほどクレイジーな人々こそが、世界を変え

られるのだから」。

［格闘ステージ］×［シンボル］ 

▲

視覚的シンボル
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ジョブズは、開発者や従業員たちの献身的な努力をねぎらうことでプレゼンを締めく

くりました―「今この部屋にいない人々も含め、あらゆる人々の企業再建への献身

的な努力に対し、深く感謝しています。アップルは、間違いなく立ち直りつつありま

す。実際のところ、今や問題は“アップルを建て直せるか？ ”ではありません。それ

は最低限の目標です。むしろ問題は“アップルを再び最高の企業にすることができる

か”でしょう」。

ソフトウェア開発者の不安を和らげる

WWDC1998において、ジョブズは、NeXT OSが開発者にとって完全に満足のいく

形に仕上っていないことを認めました。その上で、彼とそのチームは、秘密裏に制作

していた「カーボン」と呼ばれるツールを発表します。このツールによって、開発者

がMac OS 8やMac OS 9で使用していた既存のソースコードの大半を、Mac OS Xの

開発者用ベータ版に移植することが可能になったのです。ジョブズは、Mac OS Xの

正式リリース時には、アップルのOSは1984年に発売された初代Mac以来の大躍進を

遂げることになるだろうと宣言しました。

ソフトウェア開発者のMac OS Xへの移行に対する不安を軽減するために、ジョブズ

はいち早く移行を実践した何人かの開発者たちをステージに上げます。彼らは、大方

のアプリケーションをMac OS Xベータ版に移植する作業をたった2週間で終えてい

ました―もし「カーボン」がなかったら、この作業に数ヵ月はかかったことでしょう。

ジョブズは、開発者を支援するツールを作ることによって、彼らの要望に真摯に向き

合っていることを示してみせたのです。実際、マクロメディア（のちにアドビによっ

て買収される）のCEOは、ステージ上でアップルに感謝の意を示し、こう述べていま

す―「スティーブとアップルは、大切なのは“先見の明のある人〈ビジョナリー〉”に

なることではなく、“耳を傾ける人〈リスナリー〉”になること、つまり、顧客のニーズ

に耳を傾け、それに応えることだと学んだのです」 。こうしてWWDC1998は、開発

者にとって大きなターニングポイントになりました。このイベント直後から、多くの

開発者が正式リリースに備えて、Mac OS X用ソフトウェアの準備に着手し始めたの

です。

▲［登坂ステージ］×［スピーチ］ 
前進のスピーチ

▲［格闘ステージ］×［セレモニー］ 
恐怖を取り除くセレモニー

279（再）構想ステージ



開発者をアップルへ呼び戻す

1998年夏のマックワールドのプレゼンが始まる頃には、アップルは健全さを取り戻し

つつあるように見えました。しかし、いまだにアップル対して否定的な見方を示すマ

スコミ関係者もいました。さらに、一部の懐疑的な開発者は、アップルがMac OS X

戦略を今後も継続していくどうか、確信が持てないままでした。ジョブズは、見事な

スピーチによって懐疑派の声をピシャリと封じ、アップルの回復ぶりをアピールしま

す。そのスピーチには、マズローの欲求5段階説をもじった「アップル信頼回復5段階説」

というタイトルが付けられていました―「ではご説明しましょう。1年前にアップル

に復帰したとき、周りから聞こえてくるのは“アップルは瀕死だ”“あの会社は生き残

れないだろう”という声ばかりでした。その後、回復過程にある私たちが１つの課題

を克服するたびに、彼らは別の課題を突き付けてきました。私は、かつてそれをマイ

ナスの要素と見なしていました。いつになったら彼らはアップルの復活を認めてくれ

るのかと嘆いていたんです。しかし、今はプラスの要素と見なしています。なぜなら

それは、私たちが先月の課題を見事にクリアし、次の段階にコマを進めたことを意味

するからです。私は思いました。“相手より一歩先んじよう。次の課題をあらかじめ

予測し、会社の現在の立ち位置を確認しよう”と」。

ジョブズは、「アップル信頼回復5段階説」というロードマップに従って、プレゼンを

進めていきます。彼は、5段階のうち3つの要素、すなわち「存続」「経営安定」「製品戦

略」はすでにクリアできていると述べました。そして、企業の生き残りという最低限

の目標を達成した今、アップルはさらなる繁栄を目指して、より高次の要素―「ア

プリケーション」と「成長」―に取り組み始めていると説明したのです。スピーチの

大部分は、アプリケーションの話に費やされていました。実際、スピーチの約6割は

ソフトウェア開発者を対象にしたものでした。なぜなら、彼らが生み出すアプリケー

ションこそが、アップル成長の原動力だからです。

ジョブズは、アップルとソフトウェア開発者がいかに強力なパートナーシップを築い

ているかについて触れる一方で、そうしたつながりが絶たれた時期もあったことを認

めました。アップルに復帰したジョブズが真っ先に行ったのは、開発者の声に耳を傾

けることでした―「アップルに復帰して早々、数多くの大手ソフトウェア開発会社

に電話してみたところ、彼らはアップルに対してカンカンに怒っていました。マーケッ

［登坂ステージ］×［スピーチ］ 
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トシェアを失ったことに対して、そして何よりもアップルが自分たちを無視してきた

ことに対して、怒っていたのです。会社を建て直さなければならないことは分かって

いたので、こうした開発会社の一部に、再びアップルのパートナーになってもらい、

彼らと共に再起を図ることになりました。なかでもマイクロソフトの参入は、他の多

くの開発者たちが過去のしがらみを乗り越え、アップルに戻ってきてくれるきっかけ

になったと思います。おかげで非常に助かりました」。その後ジョブズは、わずか9週

間のうちに、177個の新しいMac用アプリケーションが発表されたという事実を告げ

ます。それはこれまでに例のない増加ぶりでした。

開発者のアップルに対する印象はすでに大きく変化していました。そしてジョブズは、

こ こ ま で の 道 の り を 耐 え 忍 ん で く れ た 彼 ら に 感 謝 の 意 を 表 し た の で し た。

WWDC1999において、ジョブズはこう語りかけています—「私が真っ先に伝えた

いメッセージは『みなさんどうもありがとう』です。ここまで本当に素晴らしい働き

をしてくれました。みなさんは辛抱を重ね、私たちに立ち直るだけの時間を与えてく

れたのです……本当に深く感謝しています……」。ジョブズは開発者たちの歩んでき

た道のりの険しさに思いを馳せ、彼らへの共感をはっきりと示したのです。

ここまでずっと、アップルはMac OS Xの開発という1つの戦略に集中し続けてきま

した。ジョブズはその事実を誇らしげに告げる一方で、数多くの苦難を耐え忍ばなけ

ればならなかったことを認めています。「アップルのソフトウェア戦略の変更点は

……ゼロです。全く変わっていません。願わくは、劇的なドラマに欠けた状態を、う

れしい驚きを与えるような、刺激的でタイムリーな新機軸の導入で埋めあわせしたい

と思っています……」

マックワールド2000では、ジョブズは聴衆にこう宣言しました—「アップルはすで

にソフトウェア開発企業の上位100社の大半とパートナーシップを結んでいます」。そ

して彼はそのうちの数社の開発者たちをステージに上げ、彼らのソフトウェアを紹介

したのです。Mac OS X採用への機運は再び高まりつつありました。
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新たなビジョンを描き始める

2001年初頭、ジョブズはすでに次なるビジョンを描き始めていました。アップルの業

績が改善し、開発者コミュニティにMac OS X採用の機運が満ちてきた今、彼は業界

を新たな時代へと導くための準備態勢に入っていたのです。

ジョブズは、マックワールドで「デジタルハブ構想」を提唱します。それは、Macを

中心にさまざまなデジタル機器を連携させるというコンセプトでした。ジョブズはこ

のビジョンを実現するためには、いま一度開発者の支持を取り付け、必要なアプリケー

ションを作成してもらわなければならないことを理解していました。

同年夏のWWDCで開発者に向けてスピーチを行ったとき、ジョブズは心温まる雰囲

気をシンボリックに演出しました。彼は、従来のような基調演説の代わりに、「焚き

火を囲んだ雑談会」を行ったのです。参加者が会場に入ると、スクリーンの上でキャ

ンプファイアの炎が揺らめき、パチパチと薪の弾ける音が響き渡っていました。こう

した演出はくつろいだムードを生み出し、開発者との気さくな会話を促してくれまし

た。とはいえ、ジョブズは彼らに対して決して手加減はしませんでした。彼は、半ば

脅しのような言葉を使って開発者を急き立てました—「アップルは、全面的にコミッ

トする覚悟です。そして、みなさんにも同様のコミットメントを要求します」「列車は

すでに駅を出ました」「私たちには登らなければならない山があります。その山とは、

これから出荷されるOSXのアプリケーションの数です」。ジョブズは新OSを猛烈に推

し続けます。ところが一部の懐疑的な開発者たちは、アップルの前歴を考えれば、同

スティーブ・ジョブズはMac 
OS Xを中心としたデジタル
ハブ構想を描いていた
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社が本当にこのOS戦略を貫けるかどうかは疑わしいと思っていました。しかしアッ

プルはすでに1年以上同じ戦略を継続してきています。ジョブズは、Mac OS Xへの

コミットメントを改めてアピールせざるを得ないと感じていました。そこで彼は、や

や芝居がかったパフォーマンスによって、これからも新OSプロジェクトに集中し続

けること公約します。特大サイズの羊皮紙を取り出し、そこに書かれたMac OS Xへ

の誓いの言葉を儀式的に読み上げ、アップルがこの新OSに会社の将来を賭けている

ことを明言したのです。

旧Mac OSの「葬儀」

WWDC2002が始まる頃には、大半のソフトウェア開発者は、すでにアプリケーショ

ンをMac OS Xに移行させていました。しかし、一部の有力な開発者たちはいまだに、

新OSの採用に踏み切っていませんでした。ジョブズは、あらゆる開発者をMac OS 

9からMac OS Xに移行させ、デジタルハブ構想の実現という新たなプロジェクトに

全員を引き入れたいと考えていました。

懐疑派の重い腰を上げさせるため、ジョブズはWWDC2002のオープニングで「Mac 

OS 9の葬儀」を行うことにします。弔いの音楽が流れ、スクリーンに聖堂のステンド

グラスの画像が映し出される中、ステージに棺が登場しました。聴衆は思わず息をの

Mac OS Xへの投資
を誓うマニフェストを
読み上げるジョブズ

▲［構想ステージ］×［セレモニー］ 
終了を悼むセレモニー
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みます。次に、ジョブズは特大サイズの「Mac OS 9」のパッケージを棺の中に厳かに

安置しました。聴衆の中には拍手喝采する者もいれば、苦笑を漏らす者もいました。

その後、彼は次のような弔辞を述べています。

「Mac OS 9は、私たち全員にとっての友人でした。彼はみんなのために休むことなく働き、
常にアプリケーションを動かし、決して命令に逆らわず、いつも私たちの言うことを聞いてく
れました。ただし、時々茫然自失に陥り、再起動が必要になることもありましたが。Mac OS 
9は1998年10月に誕生しました。希望小売価格99ドルでした。あるいは彼は同世代随一のイ
ンターネット用OSだったかもしれません」

彼は巧みなユーモアによって厳粛なムードを幾分和らげることに成功しています（実

際の葬儀の弔辞でもこうしたケースはよく見られます）。

「私たちは今日、Mac OS 9の死を弔うためにここに来ました。彼は今、空の上の偉大なビッ
トバケツの中にいます。きっと私たちを見下ろしていることでしょう。起動するたびに見せて
くれたあの笑顔を浮かべながら。Mac OS 9は、次世代のMac OS Xと何千ものアプリケーショ
ンを残してこの世を去りました。そのうちの大半は（偽物ではなく）正規のアプリケーション
です」

「私たちの旧友、Mac OS 9のことを思い出しながら、一緒に黙祷を捧げましょう」

―彼は最後にそう呼びかけてから、棺のふたを閉め、1本の赤いバラを捧げました。

バッハの「トッカータとフーガ ニ短調」が会場に鳴り響く中、聴衆はすすり泣きの真

似をしながら、Mac OS 9の最期を見送ったのでした。

スティーブ・ジョブズは模擬葬儀によってMac OS 9時代の終焉を宣言した
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ジョブズは、自身のメッセージから一切の曖昧さを排除すべく、次のような結びの言

葉を述べています。

「Mac OS 9は、顧客にとってはまだ死んでいませんが、開発者にとってはすでに死んだ存在
です……今日、私たちは今後の発展のためにOS 9に別れを告げます。そしてMac OS Xにエ
ネルギーを集中したいと思っています」

アップルはこのセレモニーを通じて、Mac OS 9時代の終了をきっぱりと宣言しまし

た。ジョブズは「旧OSの葬儀」という大胆でクリエイティブな手法によって、最後ま

で抵抗を続けていた開発者たちに新OSへの移行を迫ったのでした。

これ以降、ジョブズは開発者たちにMac OS Xへの移行を呼びかけるのをやめます。

アップルがついに目標を達成した今、ジョブズはすでに新たなビジョンに目を向けて

いました。

そして新たなベンチャーが始まる

ソフトウェア開発者を一斉に旧Mac OSからMac OS Xに移行させるというプロジェ

クトは5年がかりの難行でした。ジョブズが復帰した時点で、開発者はおよそ10年に

わたってアップルの迷走に振り回されており、懐疑的になるのは当然だと言えました。

アップルが信頼を取り戻すためには、しばらく時間が必要だったのです。数々の障害

にも関わらず、開発者は新OSへの移行のために超人的な努力を重ねました。ジョブ

ズ自身も、今回の新OSの導入が史上最速で行われたことを認めています。

多くの場合、トーチベアラーは現在のビジョンを達成する前に、新たなビジョンに目

を向け始めています。Mac OS 9からMac OS Xへの移行に取り組んでいた頃から、

ジョブズはすでにデジタルハブ構想を描き始めていました。ジョブズがデジタルハブ

構想を発表したマックワールド2001の基調講演を振り返ってみると、彼が数多くの革

新的なアップル製品の誕生を予言していたことに気付きます。ジョブズが当日に発表

したコンセプトは、その後10年以上にわたってアップルのイノベーションの新時代を

牽引してきました。ジョブズの説得によってMac OS 9への未練を完全に断ち切った

開発者たちは、デジタル構想の実現のためのアプリケーションの作成に全力を注ぐこ

とができるようになったのです。
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アップルのベンチャー

アップルに復帰したスティーブ・ジョブズは、

開発者を新OS（OS X）に移行させられるかど

うかに社運がかかっていることに気付く。し

かし、新たなOSを採用するためには、開発

者は途方もない犠牲を払わなければならな

かった。ジョブズは、開発者と辛抱強くコミュ

ニケーションを取り、彼らの疑念を晴らそう

とする。やがて開発者は、徐々にOS Xを採用

し始める。新たなビジョンの誕生と共に、ジョ

ブズは旧 OSの時代にピリオドを打ち、デジ

タルハブ構想の時代の到来を告げる。

10年にわたる迷走の末、アッ
プルは社内での次世代OSの
開発を断念、外部からOSを
買い入れることを決意する

01

NeXT OSの先進性が長期的
な成功をもたらすと判断し、
NeXTを買収。この買収を
きっかけに、ジョブズがア
ドバイザーとして復帰

02

ジョブズはマックワールド
1997において「アップルで
しか手に入らないような、
現 代 的 で 魅 力 に 溢 れ た ソ
リューションを顧客に提供
する」という新ビジョンを発
表。開発者に対し、アップ
ルという会社が世に出する
ことができたのは「ページ
メーカー」のようなソフト
ウェアのおかげだと語り、
ソフトウェア開発の重要性
を説く。またジョブズは、
新 OSには旧 OSに欠けてい
た素晴らしい機能が組み込
まれていると説明する

03

04
旧OSの数々の機能を廃止し、
それらの機能に愛着を感じて
いた開発者たちの怒りを招く

05
ジョブズはWWDC1997にお
いてQ&Aセッションを開催
し、数々の機能の廃止は、
OSの健全性を高めるための
処置であると説明する

06
大手ソフトウェア開発企業が
プロジェクトに加わっている
ことをアピールするため、マ
イクロソフトを説得し、アッ
プルへの出資を引き出す。マ
イクロソフトが、Mac OS向
けソフトウェア開発に取り組
むことを公言。この出資は、
他の開発者の参入を促すた
めのシンボリックな行為とし
て行われている。ビル・ゲイ
ツはマックワールド1997に
衛星中継で登場し、「マッキ
ントッシュへのコミットメン
トを新たにすることができ、
胸が躍る思いです」と語る

構想ステージ 跳躍ステージ
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アップルは反撃の狼煙とし
て「Think different」キャ
ンペーンを開始。アップル
が「人とは違った発想を持
ち、世界を前進させる人々」
を称賛する企業であること
を 人 々 に 再 認 識 さ せ る。
Mac 向けアプリケーション
は再び顧客の興味を集める
ようになる。

07

開発者は新OSに対して強い
抵抗を示す。なぜなら新OS
への移行のためには、一か
ら開発し直さなければなら
ないからである

08

戦略を修正し、開発者が大
半のソースコードを書き直
さずに済むようなツールを
開発。WWDC1998において、
開発者は新OSへの移行の負
担を軽減してくれたアップ
ルに対し、盛大な拍手喝采
を送る。ジョブズは、2週間
のうちに移行作業を終えた
有力な開発者たちをステー
ジに上げ、Mac OS Xへの移
行に対する不安を取り除く

09

10
アドビ、マクロメディアと
いった有力なソフトウェア
開発会社がMac OS X 向け
アプリケーションを開発し
始める

11
マックワールド1998におい
て、ジョブズは懐疑派や反
対派に正面から立ち向かい、
アップルが健全性を取り戻
したことを訴え、新OSを採
用する開発者が急増してい
ることを告げる

12
ジョブズは開発者に対し、
アップルがひたすら1つの
OS戦略を貫き、今後もMac 
OS Xの開発に全力を注ぐこ
とを断言する

13
ジョブズは、開発者が今す
ぐ新OS導入に踏み切らなけ
れば、時代に乗り遅れてし
まう可能性があると警告す
る。その後彼は、アップル
のMac OS Xへのコミットメ
ントを誓うマニフェストを
読み上げる

14
ジョブズは、Mac OS 9の「葬
儀」を行うことによって、
Mac OS Xへの移行プロジェ
クトが一通り終了したこと
を宣言する。開発者たちを

「デジタルハブ構想」という
新たなプロジェクトに引き入
れたいと考える

15
アップルは2001年1月に行わ
れたマックワールドの基調演
説において、デジタルハブ構
想を発表。この構想は、その
後10年以上にわたってアップ
ルのイノベーションの新時代
を牽引していくことになる

コミュニケーション

戦略
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