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直径が約 9m、厚さが約 60cm、重さが約 2.3t ある、重くて
巨大な円盤状のフライホイール (弾み車) をイメージしてみて
ください。さて、このフライホイールをできるだけ速く、そし
て、長時間回転させ続けるにはどうしたらよいでしょうか。

かなりの力を加えても、フライホイールはわずかに動くだけで最初は動いた
かどうかほとんどわかりません。押し続けること 2～3 時間でようやくフライ
ホイールを 1 回転させることができました。

さらに押し続けるとフライホイールの動きが少し速くなりました。力を加え続
けてついに 2 回転目に達しました。さらに一定の方向に力を加え続けます。 
3 回転、4、5、6 回転とフライホイールは速度を上げていきます。7、8、さら
に押し続け、9 回転、10 回転して勢いが付いてきます。11 回転、12 回転と回
転が増すごとに速く動くようになります。そして回転は 20 回転、30 回転、 
50 回転と回数を重ね、100 回転に達しました。

そして、ある時点で、画期的なことが起こります。まるでこれまでの努力に呼応
するかのように、物体であるフライホイールが身を前に乗り出し、自然に回転を
生み出しています。円盤からはシューと風を切る音が聞こえています。あの重い
円盤が自ら回転し続けているではありませんか。加える力は最初の 1 回転目よ
りも強くはないのに、フライホイールはどんどん速くなっていきます。フライホ
イールの各回転は、以前に行った作業により後押しされ、作業への投資効果は倍
増していきます。1,000 倍、1 万倍、10 万倍と速くなっていきます。巨大で重
かった円盤は、ほとんど止めることのできない勢いで回転します。

誰かがやって来て「いったいどれほど強い力で押したらこんなに速く動くん
ですか」とたずねたとしましょう。

答えることはできません。質問のポイントがずれています「どれほど強い力」
ですって? 最初のひと押しで動かせるとでも思っているのでしょうか。ビクと
もしなかったあの円盤が ある瞬間突然高速で回転するようになったと言うの
ですか。そんなこと、あるはずがありません。この現象は、一定の方向に押し
続ける力の積み重ねによって生じています。すべての努力の結晶がこの結果な
のです。ある回は別の回よりも強い力を加えたかも知れません。しかし、 
どんなに強い力を加えようが、それはフライホイールの累積効果全体のごく一
部にすぎません。
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このフライホイールのイメージは、優良企業 (Good) から偉大な企業 (Great) 
へと飛躍していく企業の様子をよく表しています。最終的な結果がどれだけ劇的
であったとしても、飛躍的な変革は突然起こることはありません。一つの決定的
な出来事や、壮大な計画、とんでもないイノベーションや信じられない幸運、苦
難の末の改革、といったものがこれをもたらしたのではないのです。優良企業か
ら偉大な企業への飛躍は、ステップに次ぐステップ、アクションに次ぐアクショ
ン、決定に次ぐ決定、フライホイールの回転に次ぐ回転という、累積的な過程に
よってもたらされます。これは持続的ですばらしい結果をもたらします。

「フライホイール」効果 

飛躍を遂げた企業は、「継続的な改革と結果を出し続ける中にとてつもなく大
きな力が存在する」というシンプルな真実を理解しています。最初は段階的で
あっても結果を形にすることに注力し、全体的なコンセプトの中でそれぞれの
ステップがどのように機能するかをはっきりさせます。他者から見ても勢いが
増していることが感じられる場合、人々は熱意をもって協力するようになりま
す。私たちはこれをフライホイール効果と呼び、外部の投資家だけでなく、社
内の各部署にも応用しました。

 

ハリネズミの概念 
 (Hedgehog 

Concept)  
に従って前進する

フライホイールが 
推進力を生み出す

人々が協力し、 
結果によって活気付く

目に見える成果の
蓄積
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この研究にまつわる話を少し紹介したいと思います。研究の重要な局面で、
研究チームのメンバーが反乱を起こしそうになったことがありました。彼ら
はテーブルにインタビューのメモを放り投げました。「このくだらない質問
をいつまで続けなければならないんですか」

「くだらない質問とは」と尋ねると、

「コミットメント、団結、そして変化への対応についての質問ですよ」

「くだらない質問じゃない。これは最も重要な質問だよ」と私は答えました。あ
るチームメンバーはこう言いました。

「成功した経営者の多くが、くだらない質問だと考えているんです。質問の
意味さえ理解できない人もいます」

私は答えました。「なるほど、しかし質問は続ける必要がある。インタビュー
では一貫性を保つ必要があるからね。ところで、質問の意味が理解できない
人がいると言うのはさらに興味深い。引き続き調査を続けよう。一体彼らが
どのように人々の変化への抵抗を乗り越えたのか、人々をどうやって団結さ
せたのかを突き止める必要がある」

私は、組織を団結させ皆の協力を得ること、いわゆる業界用語でいう―組織内
のアラインメント―こそが、偉大な企業になるために経営者が直面するであろ
う最大の課題になると確信していました。結局のところ、研究所を訪れたほと
んどすべての役員が知りたがっていたのはこのことでした。「どのように方向
転換をしたらよいか」「人々を新しいビジョンにコミットさせるにはどうし
たらよいか」「どのようにしたら人々を団結させられるか」「変化を受け入
れてもらうためにはどうすればよいか」などです。

組織内の団結に関するインタビューの質問が、偉大な企業へ飛躍を遂げたリ
ーダーたちにとって、答えることが難しい質問だとは全く思っていなかった
ので、私はとても驚きました。

飛躍を遂げた企業は、確かに素晴らしいコミットメントと社内の団結
を実現し、巧みに変化に対応していましたが、それについて深く考え
る、ということはしていませんでした。それらの企業にとってそれは
当たり前のことだったのです。条件が整えば、コミットメント、団結
や変化への対応などという問題は消えてしまうからです。努力しなく
ても、それらは自然についてくるのです。
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Kroger 社の例を取り上げます。5 万人以上の従業員 (レジ、袋詰め係、在庫管
理、農産物洗浄スタッフ等) を抱える大企業に、最終的には、食料品店として
の企業の枠組みと運営のすべてを変えることになる抜本的な新戦略を理解し
てもらうにはどうしたらいいでしょうか。答えはなにもしない、です。一度
限りの大きなイベントや、プログラムによってこれを実施することは不可能
です。

Kroger の変革を始動させた、5 等級のリーダー職である Jim Herring 氏は、口
先だけの試みや宣伝は全部やめたと言います。代わりに、Herring 氏率いるチー
ムはフライホイールを始動させることによって、計画が理にかなっていることの
具体的な証拠を作るようにしました。「人々に成果を見せるような形で、自分た
ちがしていることを発表しました」と Herring 氏は言います。「私たちは、計画
を 1 段階ごとに成功へと導くことで、言葉だけでなく具体的な成果に基づいて
人々が信頼できるようにしました。」25 Herring 氏は、大胆で新しいビジョンへ
の協力を仰ぐには、そのビジョンと調和するフライホイールを回す必要がある
ことを理解していました。2 回転を 4 回転に、4 回転を 8 回転に、8 回転を 16 
回転に倍増させ、こう言うのです。「私たちがしていることを見てください。と
てもうまくいっています。どこに向かっているか推測してください。まさにそこ
が私たちが目指しているゴールです。」

飛躍を遂げた企業は、最初から大きな目標を公に宣言しないという傾向があり
ました。それよりもまず、フライホイールを回転させ始めました。アクション
の必要性を理解し、一歩一歩積み重ね、回転数を増やしていったのです。 
フライホイールが勢い付いた後、それを見上げてこう言います。「もしこのま
ま力を加え続ければ、X を達成できない理由はないね」

例えば、Nucor 社は 1965 年にフライホイールを回し始めました。最初は破
産を避けるためでしたが、後に最初の製鉄所を建設しました。信頼できる供
給元を見つけることができなかったためにそうせざるを得なかったのです。
やがて Nucor 社の従業員は、自分たちには他の誰よりも優れた鉄鋼を安価に
作る能力があることを発見しました。それで、2 つの小さな工場を建て、さら
に 3 つの小さな工場を建てました。顧客は順調に増えていきました。月や年
を重ねるごとにフライホイールは勢い付き、風切り音を立てるまでになりま
した。その後 1975 年ごろになって、Nucor 社の従業員は、フライホイール
をただ押し続ければアメリカでナンバーワンの収益性のある鉄鋼会社になれ
ると気付き始めます。「Ken Iverson と 1975 年に話したとき、『Marv、私た
ちはアメリカでナンバーワンの鉄鋼会社になれると思う』と言われたのを覚
えています。1975年です。そして私は彼にこう言いました。 
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フライホイールが回っているときに、目標について熱弁する必要は
ありません。フライホイールの勢いを見れば、自ずとわかることだ
からです。「このまま押し続ければ、うまくいく!」と。皆が、そ
こにある可能性を結果で示したいと思ったとき、ゴールはすでに定
まったも同然です。

『それじゃ、Ken はいつナンバーワンになりたいんだい』。彼の答えはこう
でした。『わからないよ。でも、今やっていることを続けていれば、ナンバ
ーワンになれない理由はないと思う』」。26 その後 20 年以上かけて Nucor 
社はフライホイールに力を加え続け、ついに Fortune1000 に掲載された鉄
鋼会社の中でも最も大きな利益を生み出した企業へと変貌を遂げました。27

考えてみてください。人々が他の何よりも欲しがるものは何でしょうか。その
人たちは勝ち組になりたいと思っています。目に見える具体的な成果を生み出
すことに貢献したいと思っています。何かに夢中になることの興奮を感じたい
のです。その人たちは、無情な現実に立ち向かうために生み出されたシンプル
な計画 (虚勢からではなく理解から生まれた計画) を目にすれば、きっとこう言
うでしょう。「これはきっとうまくいくね。私も仲間に入れてよ」。シンプルなプ
ランの中にも、経営陣が一丸となっている姿と、5 等級のリーダー職の献身的
な資質を見たとき、人は皮肉を捨てざるを得ません。人々が目に見える結果を
認識し始め、フライホイールが加速し始めたことを感じ、推進力の魔法に気付
き始めるそのとき、大勢の人々が協力し、肩を並べてフライホイールに力を加
えるようになるのです。 
 
Jim Collins 氏の著書についてもっと知りたいですか?  
原著「Turning the Flywheel: A Monograph to Accompany Good to 
Great 」を購入してオリジナルのフライホイールコンセプトについての理解を
深めてください。 

25 Research Interview #6-C、16～17 ページ。 
26 Research Interview #7-F、11ページ。 
27 Fortune 1000 ランキング、2001 年 2 月 9 日付の Fortune.com ウェブサイトに基づく。
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