
 

アントレプレナーシップの戦略的思考 第5回 
対談時にsli.do上で頂いた全質問に対する 木田さんからの回答 
(黄色マーカーで示された文は、sli.do上に投稿された質問) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> 木田さんの夢を教えて下さい！ 
 
美味しいものを食べて、美しいものを見て過ごすことができたら最高です。後は旅をたくさん
したいです。 
 
> 新しい技術や考えを所属しているチームに取り入れるのは Appleでは難しいものでしたか？ 
 
いえ、さすがにこのような会社に好きで勤めているだけあって皆新しい技術や考えは好きです
よ。 
 
ただ、技術によっては必要な基礎トレーニングが伝統的なソフトウェアエンジニアとは違うも
のがあります。その一番の例は最近流行りの機械学習です。これは統計学の深い知識が必要で
すから、なかなか既存のエンジニアには手を出しにくいのです。経験を積んだシニアエンジニ
アよりも大学出たてで最新の内容を学んだ新米の方が仕事ができる例の一つです。 
 
> 今後文系が生き残り儲ける道は 
 
理系、文系、という分け方は大きすぎるように思うのと、私のよく知っている世界の外なの
で、当を得たお答えができるかどうか不安ですが。 
 
非常にザックリ言って理系な人々はソースコードや機械や自然や数式とお話しするのが好きな
のに対して、文系な人々は人が相手のお仕事なのかなと思います。人が相手の仕事が無くなる
わけがないと思うんですよ。ビジネス、金融、経済、法律、など世の中が回るのに必要な分野
ばかりではないですか。その中にチャンスはたくさんあるんだと思います。 
 
> 道を外しても食べていけるという自信はどっから湧くんですか？ 
 
自分でもよくわかりません。楽観的な性格から来ているのかもしれません。 
 
私が入社した頃は、単純にソフトウェアエンジニアとしての腕に自信を持っていました。た
だ、アップルに入ってから、その環境がとても気に入ってしまい、それを失うのが怖くなって
ている自分に気がつきました。90年代後半にアップルが潰れそうになった時には真剣に悩みま
したよ。どのくらい真剣に悩んだかというと、一体自分は何をするのが好きなんだろう、とい
う問いに戻るくらいでした。 
 
しかしこれはとても良い問いでした。私は自分の誇れるものを作って、それを誰かにいいね、
と言ってもらうのが好きなんだ、と言うことがわかりました。ソフトウェアである必要はない
んです。それで、私はおにぎりが好きなので、アップルが潰れたらおにぎり屋さんになろう、
と思い立ちました。そう言うと妻は、では私はおかずを作るよ、と言ってくれました。素敵な
プランができたのですっかり安心しました。幸か不幸かアップルは潰れず、おにぎり屋さんに
なるチャンスを失ってしまいましたが、もしアップルが潰れたら、私は世界一のおにぎり屋
チェーンの社長さんになっていたかもしれませんし、世界一予約の取りにくいおにぎりレスト
ランの店主になっていたかもしれません。そんな人生も素敵ですね。 
 
> 木田さんはAppleの日本支社で働いておられたんですか、それとも本社あるいはアメリカで働 
いておられたんですか 
 
最初の10年日本、その後の17年は本社です。が、仕事は一貫して基本ソフトウェアチームでし

 



 

た。 
 
> りんごかじってる社員はいましたか？ 
 
もちろん。アップルの社食は有料ですが、リンゴだけは無料でした。 
 
> 木田さんから見た日本企業の強みは何ですか？ 
 
よく知らないのが正直なところです。最近はネガティブな面が目立ちますが、きっと強みや魅
力はたくさんあるはずだと思いますし、それらを活かせると良いと思います。 
 
印象ですが、戦後に大きくなった会社は、目標が見えている時に大きな力を発揮することに最
適化されていたように見えます。今は時代の変化の早さに戸惑っているようです。 
 
いわゆる老舗と呼ばれる、江戸時代から続くような会社はもう少ししたたかで、変化できるも
のだけが生き残って行けけるということを知っているように思います。彼らの企業目標は現代
的な企業のように利潤を最大化して投資してくれた人に返すことではなくて、潰さずに次の代
につなぐことです。日本は世界の中でも老舗の多く残っている場所だそうですよ。 
 
なんだかお答えになっていなくてすみません。 
 
> what's up guys. How are you doing 
 
We are doing great. How about yourself? 
 
> 現在、スマホはある程度発展しきって、基本的な機能においてHUAWEIなどの安価な物と差 
別化が出来てないと思います。Apple はiPhone でどこまで勝負できると思いますか 
 
Commodity になってしまうとどうしても価格競争になってしまいますね。ただ、差別化ができ 
ていないかというと、少なくとも私にとっては 
iPhone は、iPhone 
でないものに比べて質感やソフトウェアの動きが大違いです。日本は世界の中でもそのような
品質が重要なマーケットとして知られています。 
 
> apple社員にはリーダーシップが誰しもに備わっているとおっしゃっておられました。そうで 
あれば、社長、部長などの階級面において社員間を分かつのはどのような要素だったのでしょ
うか。 
 
備わっているのではなくて、備わっていることが期待されている、です。全ての人が同じ能力
を持っているわけではなくて、千差万別です。 
 
マネジメントの仕事をするにはより高いリーダーシップが必要ですが、そのようなリーダー
シップのある人がマネジメントの仕事をしたいとは限りません。 
 
マネジメントを行なわなくても、素晴らしい技術とリーダーシップを持っていて、全社的な影
響力があり、マネジメントよりも高額な報酬をもらっているエンジニアもたくさんいますよ。 
 
マネジメントの中で階級を上げる人はやはり素晴らしいリーダーシップを持っています。政治
力も強く、ぐいぐい仕事を進めて成果にしてゆく力が素晴らしい、すごい人が多いです。 
 
> 日本では時間に正確だと言われていますが、それは始まりだけで終わりの時間に対してルー 
ズな気がします。(長時間の残業など) Appleではどのような勤務体系でしたか？ 
 
> Appleの労働時間はどれくらいでしたか？ 



 

 
あはは。なかなか良いポイントですね。確かに終わりの時間にルーズに見えますね。 
 
私のいた部署では、一応 7.5時間だったか労働時間が決まっていましたが（多分法律的に必要 
なんだと思います）、それ以外は特に明文化されたルールはありませんでした。仕事ができて
いればなんだって良いのですが、他のエンジニアとのコミュニケーションを考えると、普通は
朝来て夕方帰るのに落ち着くようです。子供の保育が3-4時までなので、その時間に合わせて帰
る人も多かったです。 
 
長時間働く人もいます。特に若い人は寝食を忘れてという感じです。でも年俸制なのでべつに
長時間いたからという理由で給料が増えるわけではありませんし（つまり残業という概念自体
ないです）、誰かから褒めてもらえるわけでもありません。長時間労働によってその人の成果
が大きくなるなら、もちろんその成果が評価されます。 
 
プロジェクトのスケジュール通り開発が進まなくて、ほとんどの人が遅くまで仕事をしなけれ
ばならないような事態に陥ることもあります。が、それは日常の姿ではありません。が、残念
ながら時々あります。 
 
チームのマネージャーは自分のチームが健全で成果を上げることに責任がありますから、ちゃ
んと休暇を取っているか気を配ります。あまり休暇を取っていないと、取れ取れとうるさく言
う羽目になります。 
 
あと、私の今までの経験ですが、長期休暇を計画した時に限って、プロジェクトの忙しい時期
がぶつかってくるんですよ。それでもほどんどの場合、休暇は計画どおりに取ります。休暇を
取るのは給料をもらうくらい当たり前のことですので、もちろん誰も文句は言いません。それ
を見越してスケジュールしたり、仕事を割り振ったりするのはマネージャーの責任であって、
休暇を取る人の責任では全くありません。 
 
> 選んだことを自分で正しくする 選んだあとに 
 
そです。 
 
> ああ、ただいまマイクのテスト中 
 
これは私のコメントです。誰かが書き込んだらその後書き込みやすくなるかな、と思いまし
て。 
 
> どんな家庭環境でしたか？ 
> 親の教育はどのよう 
 
結構型破りな母でした。たまにとても晴れて気持ちが良い日がありますよね。そうすると「今
日は晴れているから、皆学校休みなさーい」です。そうしてピクニックに行く、ということが
何度かありました。 
 
あとは、泰夫は賢い、と言われて育ちました。がこれは良い方法ではなくて、努力を褒めるの
が良いそうです。 
 
> 日頃大事にしている言葉や座右の銘をお聞きしてみたいです。 
 
ごめんなさい。ないんです。感謝の言葉は誰にでもよく言うようにしていますので、それを大
切にしていると言えるのかな？ 
 
> １自分が好きなことを探したときどんな気持ちだったですか？ （自分の基準にしたいです  
．） 



 

 
やっぱり私はソフトウェアが好きで、それを生業にしよう、と気がついた時のことですかね。
モヤモヤ溜まってきていたものが解決してスッキリした気分だったような気がします。 
 
> ２自分が好きだなと思えることをどうやって探せばいいですか？ 
 
これは難しいですね。案外自分のことはよく見えないもんです。目は外側に向いて付いていま
すからね。 
 
自分をよく観察する、どんな時に嬉しいか、嬉しかったかを観察する。くらいでしょうか。も
う一つは、人に聞く。自分の事なのに、人には見えていて、気がついていないのは自分だけ、
ということが自分の経験ではよくあります。 
 
上の方に書きましたが、自分が一体何が好きなのか、本当に知りたいと思ったことがありまし
た。そうしたら見つかりましたよ。ただ、あなたはきっとまだ若いですから、本当に好きなこ
とにまだ出会っていない、という可能性もありますね。色々なものを経験したり見聞きしたり
すると何かに出会えるかもしれません。出会えなくても、そんな経験は自分の人生に後々役に
立つと思います。 
 
一つアドバイスをすると、自分の好きなことはそれほど狭い範囲ではないかもしれない、とい
うことです。私はソフトウェアに取り憑かれました。が、悩んでたどり着いたのは、ものづく
りならなんでも好きになれる、ということでしたよ。 
 
下の「好きなことは趣味にするのと仕事にするのとどちらがいいですか？」も参考にしてくだ
さい。 
 
 
> 自分自身のことを頭がいいと思いますか？その理由もお聞かせ願えませんか？ 
 
これは教室で話しましたが、頭がいいとは思っていません。誠に残念ながら… 
 
 
> アイデアは途中で途切れたり、無くなりませんでしたか。そういったときは、どういう行動 
をとりましたか？ 
 
これも教室で話しましたね。アイディアが出てこないことはよくあります。そういう時は、自
分がそれについてまだ十分知っていない、材料が足らない、知っているのに自分の中で調理が
できていない、そんな感じでしょうか。まずは寝てみます。次の日に、ああ、と思うこともあ
りますから。それでダメなら、その事柄についてもっと知ろうとします。熟成期間が必要そう
なら、しばらく頭の表面から追い出して、腹に考えさせます。それでも出てこないこともあり
ます。数年経ってから、あ、と気がつくこともあります。とにかくその課題、問題意識を諦め
ないことです。 
 
もっと今すぐ！な解決方法も持っていました。それは散歩することです。そうしたらなぜか考
えが整理できてアイディアが浮かぶことがありました。散歩ほどではなくて、自分のオフィス
でウロウロ、動物園のオリの中の動物のようにオフィスの中で行ったり来たりすることもあり
ました。足を動かすことが何か良いのかもしれません。 
 
> 木田さんにとって生きるとはどんな意味を持っていますか？何を大事にしていらっしゃいま 
すか？ 
 
うーん、ただ日々を生きている普通の人です。あまり意味というのを考えたことがありませ
ん。ただ、よりたくさんの笑顔を世の中にお返しできたらなと思います。 
 



 

> Apple社内の上下関係はどのようになっていましたか？ 
 
割と水平な関係です。階層が深くないですし、ポジションの高い人でも話しかけることができ
ますよ。 
 
> 木田さんのお家はどんな感じですか？ 
 
家、は住処でしょうか。3年半前に日本に戻ってきて、京都に町家を買って、それを改装中で
す。あまり私が普通でない要求をするのでもう3年もかかっています。夏の終わりにはほぼ完
成すると思いますので、機会があったら遊びに来てください。ちょっと驚いていただける自信
があります。 
 
> 最も尊敬する人は誰 
> 一番尊敬してくるのはスティーブ・ジョブズですか？どのような点を特に尊敬していますか 
 
全人的に尊敬する人は特にないです。部分的にならたくさん。例えば Steve Jobsは自分があっ  
た人の中ではダントツにすごいです。あとソフトバンクの孫さんも10分で好きになりました。
でもそういう凄い人でなくても、誰にでも私には敵わない尊敬できる部分があるように思いま
す。あなたにもきっとあります。 
 
> Apple で働いていた際に最も印象深かった出来事は何ですか？ 
 
これは教室で答えましたね。ひとつだけ挙げるとしたら iPhone の発表前日に Steve Jobsが開     
発チームを集めて言ったことです。 
 
> 自分に自信が持てない時はありましたか？そんな時、どうやって乗り越えましたか？ 
 
うーん、あまりありません。ごめんなさい。私は自分のできることをするだけですので、自信
があるとかないとかあまり関係がないのかも、しれません。 
 
> アウトプットのコツはなんですか？ 
 
コツとか考えたことがありません。アウトプットができないのは、そもそもアウトプットする
べき内容がない場合と、言いたい内容はあるのだけれどそれをどう効果的な言葉にして良いか
わからない場合とがあると思います。前者は重症です。後者は軽症です。 
 
残念ながら日本の人は重症な場合が多いように思います。そもそもアウトプットするべき内容
を持っていないのです。自分で問題点を定義する、問題意識を持つとも言いますね、ことが少
し不得意なのです。それは日本の特に国語教育が、インプット、つまり外からの情報を取り入
れることにフォーカスしていることに関係があるように思います。情報を取り入れて咀嚼した
結果はそれぞれの人で違ってくるはずなのに、感想を書け、にまで正答が用意されています。
それはインプットに対して期待通りで質の高いアウトプットの得られる人材、歯車とも言いま
す、を作るにはとても良い方法です。それはおそらく明治以降、高度成長期まで続いた、先に
明確なゴールのある時代には効率的な方法だったのだと思います。道が見えているのですか
ら、こちらの道の方がいいんじゃない？とかスキップしてゆく方が楽しいよ、などと言う人材
は不要です。 
 
しかし今の誰もゴールを知らない変化の激しい時代には、自分で問題点を探す能力が問われま
す。問題点というのはつまり、道です。 
 
対談の際に、私の家には壁にスイッチをつけないことにしたという話をしました。壁に当たり
前のようについているスイッチ、あれがなんとなく気に食わなかったのです。 
 
あなたも、街を歩いている時、先生や友人の話を聞いている時、ふと気が付いたり、引っ掛か



 

りを感じたりすることがあるかもしれません。壁紙の模様がちょっとだけずれているのに気が
付いた、とか、なぜこの国の人は汚れた水を飲んで生活しているんだろう、とかそんなことで
す。普通は、そういうもの、と片付けてしまいます。そうでないと日常生活が成り立ちませ
ん。でもときどきそういうふとした引っ掛かりを拾い上げて、なぜ引っかかったのか、自分は
どうなって欲しいのと思うのか、考えてみると良いかもしれません。 
 
もうひとつオススメしたいのは、美しいものを見る、ということです。一人一人美しく感じる
ものが違うと思います。身の回りの物かも、人の立ち振る舞いかも、お金の流れの仕組みや、
電気のエンジニアなら配線のしかたかもしれません。あなたの理想がそこにあります。自分が
美しいと思うものをたくさん見てください。そして細部までよく見ることです。たくさん見
て、見慣れてください。美しいものを見慣れると、それほど美しくないものに気がつくように
なります。それが問題意識の始まりです。 
 
これ、変じゃない？と気がつくようになったらしめたものです。ではどうすれば良いのか考え
てみるといいと思います。すぐに答えが見つかるかもしれません。もしくは何年も自分の中で
熟成させた後、あるとき突然閃くかもしれません。そういう問題意識の在庫を自分の中のおも
ちゃ箱にたくさん貯めておけば、必要な時に引き出すことができます。 
 
問題意識と自分なりの提案ができたら、それをどう言葉にするかが次の段階です。言葉にする
ということは単なるアウトプットではなくて、咀嚼、つまりインプットとアプトプットのルー
プです。書いてみることで今まで気がつかなかったことにたくさん気がつくと思います。もし
それが物とか、ソフトウェアとか、何かしら作れるものだとしたら、作ってみるという過程も
同じです。目の前に見える具体的な形にすることで頭の中で考える以上の沢山のことを知るこ
とができます。そう言う意味では、文にすることと、物を作ることは同じだと思います。 
 
お答えになったでしょうか？ 
 
> 外国の方とか交流の際は英語を使いますか？ またその場合、どのタイミングで英語を習得し  
たのですか？ 
 
その人が日本語を使うなら日本語を使いますが、そうでないなら後は英語しか私には手段があ
りません。はい、多くの場合英語です。できればフランス語か中国語を使えるようになりたい
のですが、なかなか重いお尻が上がりません。 
 
これはクラスで言いましたが、私の高校大学の英語の点はほとんど赤点でした。学ぶ意味が理
解できていなかったからです。私の高校の英語の先生が、私が海外で働いていた聞くと腰を抜
かすかもしれません。英語を習得し始めたのはバイトをして、オランダ人の社長さんと話す必
要があったり、アップルに入った時です。 
 
> 自分の興味のある仕事場を見つけたいです。 大学生のうちは具体的にどのようなアクション  
を起こすと、自分に興味のある場所を見つけやすくなると思われますか？ 
 
まっとうな会社の入り方をしていない私に聞きますか？ 
 
経験と出会いを増やすのが一番かと思います。興味ある分野でインターンシップに（お客さん
として数日行く、なんちゃってインターンシップではありませんよ）行ってみるとか、バイト
するとか、契約社員を取っている所なら契約社員として潜り込んでみるとか（これは私みたい
に休学が必要になってしまいますね）。もっとマイルドな方法だと、勤めている先輩に聞いて
みるとか。 
 
在学中に興味ある分野のエキスパートになっておくと、選択の幅が広がるかもしれませんね。 
 
新卒で会社に入って、もしこの会社は自分に合わないと思ったら、あまり躊躇せずに移動すれ
ば良いと思います。三年は我慢しろなんて言葉に惑わされる必要はありません。 



 

 
> 農学部での経験が活きたことはありましたか？ 
> 農学部で学んでエンジニア時代に役に立ったことってありますか？ 
 
仕事ではあまりありませんでした。一回だけ、遺伝アルゴリズムを試した時に、その意味や仕
組み、改良の可能性などを直感的に理解できて嬉しかったです。 
 
ただ、自分の生活を豊かにするのにはとても役に立っています。なんだって無駄じゃないんで
すね。 
 
> スティーブンジョブスさんとはどんなコミュニケーションをされましたか。 
 
これはクラスで言いましたね。すごい人です。 
 
> 日本の企業に比べて外資系の企業は自分が言いたいことを言いやすいとおもいますか？ 
 
日本の企業に務めたことがないのですが、聞く話によると、大きな違いがあるように思えま
す。はい、言いやすいように思います。 
 
> パソコンはどれぐらいの頻度で買い替えますか？ 
 
特に決めていませんが、遅いなーとか不満を感じるようになって、アップルが魅力的な新機種
を出してきたタイミングで買い換えることが多いようです。いま主に使っているのは 
2016 年のものですから、2, 3 年？ 
 
> できないことがある時どのように対処しますか？ 
 
できないことがある時、ではない状態を経験したことがありません。ので平常心です。世の中
できないことだらけです。 
 
やらなければならない、のに、できない場合は、1) そもそもできないなんて思わない。人と協 
力したらできる？何か工夫はできる？色々考えます。 
2) 本当に自分の能力の届く外なら「やらなければならない」という部分を変えます 
 
やりたい、のに、できない場合は、1) 私はしつこいです 
 
> Appleでお仕事をなさっていた時に経験された出来事の中で、最も大変だったことやピンチだ 
と感じられたことは何ですか？また、その困難をどう乗り越えられましたか？ 
 
> アップルで働いていた時の思い出で後悔していることはありますか？ 
 
一番の失敗はクラスで話しましたが、二人のリーダーがチームを別方向に引っ張った時です。
その時は乗り越えられませんでした。プロジェクトは失敗しました。チームの人には本当に申
し訳ないと思います。二人が、とことんまで話し合って妥協できる線を見つけるべきでした。 
 
そのあと、その尻ぬぐいプロジェクトがあって、それは私が率いたのですが、本当に大変でし
たが、できる、と皆信じて頑張りました。できると信じることと、リスクを抑えるための冷静
な判断、両方が重要でした。 
 
> 当時、実際に働いていた場所（拠点）はどこですか？ 
 
アップルの本社、Cuppertino, CA です。 
 
> 愛読書などありますか 



 

 
そろそろ愛読書を作りたいと思っています。最近読んだ本では谷崎潤一郎の陰影礼賛がよかっ
たです。 
 
> スティーブジョブスは一度会社を追い出されましたが、木田さんも不満に感じることはあり 
ましたか 
 
Steve に対してですか？ いえいえ、あの凄さはあの人格全体から出てくるのですから、なにも  
変えなくて OK です。 
 
脇道ですが、Steve は、実績がなければただの嫌なやつ、変なやつです。それを思うとき、自 
分の周りの嫌なやつ、変なやつも大切にしようと思います。 
 
> 私は、アメリカのカリフォルニア州立大学ロサンゼルス校というところで１０か月留学をし 
ておりました。その経には験を活かしてappleにはいれますか。ちなみに、特技は野球でアメリ
カ大学でも野球をしていました 
 
アメリカの大学を出た、というだけではアップルに入ろうとする本当に大勢の人ほとんどと同
じ条件ですから、有利な点にはなりません。留学ならなおさらです。野球は全く関係ありませ
ん。 
 
ただ、アップルに入るのに有利かどうかとは関係なく、留学で学ばれたことはあなたの人生に
とって貴重だと思います。 
 
> 自分のこれは誰よりも勝っている！という強い点は何でしょうか。 
> 木田さんがその賢い人たちより自信を持っていたことは？(胃以外) 
 
賢さというのは一次元ではありませんし、誰かと比べるのは良いアプローチではないです。そ
もそも自分より賢いなら、教えてもらえるチャンスですしね。と言いつつ若い頃はつい嫉妬し
ちゃいました。 
 
強みは、問題意識を持つこと、ヴィジョンを示せること、常にポジティブなこと、あきらめな
いこと、でしょうかね。 
 
いまどうなっているか（status quo）から離れて、そもそも論を示して、説得力を持たせられ 
るのは私の強みかもしれません。 
 
 
> 趣味は何ですか？それが仕事に対してプラスの影響がありましたか？ 
> 趣味はありますか 
 
仕事中はそれが趣味でした。旅行やダイビングもやっていました。 
今は、町家のハックが一番です。あとはワイン、旅行。 
 
> スティーブジョブズさんとお会いしたことはありますか？ 
 
はい。 
 
> Appleに入社する前に海外に渡航したことはありますか？ 
 
はい。中学の時にホームステイ、大学休学中にタイで怪しい仕事、ダイビングでマレーシア、
くらいでしょうかね。 
 
> Appleのプロジェクトチームは概ね何名程で組まれていますか？ 



 

 
本当にまちまちです。一人から何千人まで。 
 
 
 
> 日本の企業と関わることはありましたか？ 
 
ありました。毎回発見があって面白かったですよ。 
 
止めて欲しかったのは明確な議題もないのに挨拶のつもりでミーティングをリクエストしてく
ることです。全員の時間の無駄です。アレンジした私が肩身の狭い思いをします。 
 
もうひとつ印象深かったのは会ったエンジニアの優秀さと、その会社のアウトプットのギャッ
プです。日本の会社は優秀な従業員と無能な経営者から成っているという言葉を聞くことがあ
りますが、なるほど、と思いました。 
 
脇道にそれますが、その意味でシャープは良かったですね。お金をもらった上に優秀な経営者
を獲得できたんですから（世間的には会社が買収されたと言いますが、会社主体で考えれば、
資金と優秀な経営者がセットでやってきたというわけです）。 
 
> 新しく発表されるapple製品に対して不満を持つことはありましたか？ 
 
ありますよ。カメラの出っ張りは大嫌いです。 
 
> ウォズニアック氏にお会いしたことはありますか？ 
 
残念ながらないんですよ。 
 
> 日本はリーダーシップの総和が足りていないと言われています。 それを変えるためにリー
ダーシップ教育を初等教育から取り入れる。そしてリーダーシップ教育から日本をぶち上げた
いです。 木田さん山下さんの意見をお聴きしたいです。 
 
それは素晴らしいです！ぜひ。どんなアプローチを取られますか？ 
 
> ジョブスえぐい笑 
 
エグいです。 
 
ちなみに私も仕事の場ではエグくなることがあります。 
 
> 参院選について一言よろしくお願いします 
 
投票しましょう。それが一番大切です。 
 
> Appleでの製品開発はプロダクトアウトですか、それともマーケットインですか？アイデア発
で生まれたサービスもありますか？ 
 
ほぼプロダクトアウトです。アイディア発で生まれたような製品ばかりです。 
 
> おれもその経験あったわ笑笑 
 
でしょ。 
 
> 仕事する環境を改善することはありますか？ 



 

 
もちろん。 
 
> 英語はどのようにされましたか？ 
 
必要なことがわかってから泥縄的に勉強しました。ちゃんと勉強しておけばよかった。 
 
> 中国でのパテント問題についてどう考えますか 
 
国が発展する過程で起こってしまうのかなと思います。学ぶ = まねぶ = 
まねする、ですから。まあ、数十年後を想像してみてください。今より洗練されたそしてより
強力な国家になっていると思いますよ。確実に無視できない隣国です。 
 
> 名プレーヤーは必ずしも名監督ではありません。なぜプロフェッショナルが、優れた管理
職、トップマネジャーとして成功する人もいれば、そうでない人もいるのでしょうか？ 
 
これはクラスでディスカッションしましたね。スポーツやエンジニアリングなどの能力と、
リーダーシップの能力は別物ですよね。さらに言うとマネジメントの能力もまた別なように思
います。単にそういうことだと思います。 
 
> ビジョンは大事だと思いますか 
 
はい。それが自分と人を新しい場所に導きます。 
 
> 仕事とプライベートは分けていましたか？ （自分や周りの人について） 
 
もちろん別です。が、メールなどの手段の発達によって、会社の仕事がどんどん家に侵入して
きていますね。昔は仕事とプライベートを、場所というものが物理的に分けていました。が、
通信手段の発達によって、この壁がなくなって、いつでもどこでも仕事場にいるようなものに
なってしまっています。きっともっと融合してしまうのでしょう。 
 
> docomo VS apple 
 
どちらも頑張れ 
 
> パワーフードや、パワースポットなど、自分を元気にしてくれたり、やる気を与えてくれる
ものはありますか。 
 
寝ることです。パワーフードと言えば、おにぎり大好きです。旅行や緑の中の散歩も好きで
す。自分のいるところがパワースポットです。 
 
> 自分とそりが合わない人とどう付き合いますか？ 
> 価値観が合わない人や信用できないと感じる人と仕事をしなければならないときは、どうし
ますか？ 
 
価値観が合わないのはそれは前提です。そりの合わない人もいますが、それも想定内。仕事の
付き合いは機能的な関係ですから、ゴールが合意できて約束したことが果たされる限り（コ
ミット 
& 成果ですね）無問題です。 
 
ゴールが合意できない、約束したことが果たされない、そうなると確かに難しいですね。仕事
の成果を信用できない場合は、スケジュールの余裕を長めにとったり、バックアップを用意し
ておいたり、工夫します。そのような人は早晩居なくなりますから長期的にはそれほど困りま
せん。 



 

 
ゴールが合意できない場合が一番困りますね。議論が噛み合わない場合、そもそもゴールがす
れ違っていることが多いです。ゴールを一致させることが一番難しいと思っています。 
 
 
人間ですから、ソリの合う人の間で仕事ができると楽しいのですが、残念ながらいつもそうだ
とは限りません。 
 
> 今の進路を変えて本当に好きなことを仕事にするか、安定を求めた今の進路の仕事にするか
迷っています 
 
どうして迷っているのですか？ 好きなことで食えなさそう？好きなことをする会社が小さくて
不安定そう？安定した場所の方が周りの人が安心しそう？ 
 
どうして迷っているのか、自分はなぜそれが好きなのか、よく分析してみるのはどうでしょ
う。 
 
> 7payのセキュリティ不備の問題について、根本的な原因はどのようなものと思われますか？ 
 
よく知りません。が、想像するに、ソフトウェアが自分のコアの価値を創造するのだというこ
とを理解していないからじゃないでしょうかね。ソフトウェアは、手を出さないか、手を出す
なら本気でやるか、どちらかだと思います。 
 
> 木田さんのこれまでのキャリアにおいて、一皮むけた経験というものがありましたか？ 
 
一皮剥けたと言えるほどドラスティックな経験は一回だけだけあります。それは高校生の時で
した。 
 
何かやろう！と言ってもみんな乗ってくれない。そういうことってありますよね。皆の顔色を
見ながら提案したりする。どうしたら皆が付いてきてくれるか。賛成してくれるか。そういう
ことを悩んだ時期がありました。 
 
ところが、あるとき、ふ、と吹っ切れたのを覚えています。あ、そうじゃない。自分が何かを
しよう！と思って行動することが先で、それに他の人が賛成してくれるか、付いてきてくれる
かなんて、自分が行動することに比べたら重要じゃないんだ、と。そうなら自分一人でも、誰
も付いてきてくれなくてもいいじゃないか。もし誰か付いてきてくれたらそれは有り難いこと
だ。と、そう言うふうに気がついたんです。 
 
皆をつき従えるのがリーダーシップなのではなくて、自分から行動を始めて道を示すのがリー
ダーシップなんですね。自分一人でも道を示してどこかに到達できるならそれはリーダーシッ
プです。ここを間違えると、組織的・社会的な上下関係に頼って人を動かそうとしてしまいま
す。組織の上下関係に頼る必要のあるようなエセリーダーシップは、関係がどんどん水平に
なってゆく世の中で立ち行かなくなります。 
 
 
仕事の中では一皮むけたと言うほどの経験はありませんが、ああ、こうするべきだったな、と
いう思いは頻繁にありました。学びの連続です。 
 
 
> 外国の生活と比べて、日本での生活で違和感を感じることはありますか 
 
これはクラスで話しましたね。あります、ですが、だからどうという話でも無いと思います。
あれ？と思うことは両方であります。 
 



 

> 木田さんにとって、プロフェッショナルとは？ 
 
コミットして結果を出す人です 
 
> おすすめの息抜きの方法を教えてください 
 
寝る。旅行。散歩。 
 
> 大学で工学部などコンピュータ系に入らずに農学部に進学したことを後悔したことはありま
すか？ 
 
ありませんよ。農学部に入った自分が今の自分を作っているんですから。 
 
反省はあっても、後悔という言葉は私の辞書にはないんです。 
 
> 言語スキルはどの程度必要ですか 
 
アップルで働くとして、ですか？ 
アップル本社だとかなりのレベルが必要となります。アップルでは一人一人にリーダーシップ
を期待しますので、つまり提案や議論などのコミュニケーションが重要です。議論のできる英
語力、となります。 
 
日本の優秀なエンジニアを採用したいのに英語コミュニケーション能力で泣く泣く採用できな
いという経験を何度もしました。 
 
> appleでのご経験も踏まえ、木田さんはどんな人と一緒に働きたいと思いますか？ 
 
優秀な人です。性格が悪くても優秀な人です。 
 
 
> 日本の企業はAppleのような企業になるべきだと思われますか 
 
なるべきだともなれるとも思いません。日本の企業には日本の企業なりの成功の仕方があると
思います。 
 
> 進路を考える上で大切なことは？ 
> 進路を考える上で大切なことは？ 
 
やりたいことは何なのか、自分が好きなことは何なのか真剣に考える。同時に冷静な判断も忘
れずに。 
 
もう一つ、日本国内だけに目を向けるのはもったいないです。世界中を自分を売り込むマー
ケットとして考えてください。 
 
> 全ての授業に毎回必ず出席しなくてはならない日本の習慣にどう思われますか？ 学びたい授
業に精を出すではいけないのですか？ 
 
> 出席を重視する日本教育はどう思われますか 
 
あなたが学びたいことだけ学べば良いのではないでしょうか。決してお勧めするわけではあり
ませんが、私はそうしました（そして今、避けたことが自分に返ってきて学び直す羽目になっ
ていますが、それは別の話）。 
 
ただ、それで単位が取れなくても文句を言ってはダメですよ。それは別の問題です。単位とい



 

うのは大学が、この人はこの範囲の知識を習得しました、と認める印です。それを判断するの
は先生と大学です。 
 
もし単位など教育のシステムに問題点を感じられて改善を提案されるなら、それは素晴らしい
ことだと思います。これは上記二つとは独立のことですね。 
 
> 起業を考えたことはありますか？ 
 
ありません。アップルの中で、存分にアップルを利用して自分のしたいことを実現できました
から。アップルの規模を存分に利用させてもらいました。 
 
> イノベーションに必要な物はなんでしょう 
 
まず最初のステップは上に述べた問題意識でしょうか。 
 
> 今、大学生に戻れたらやはりApple を選びますか 
 
おそらくですが選びません。いま一からコンピューターの分野を選ぶとしたら、興味のあるの
は機械学習（大学で統計学の勉強からやり直し）、ウェアラブル（なら 
Apple かな？）、IoT、でしょうかね。。コンピューター以外では、建築、プロダクトデザイン
など。そう、デザインを勉強したいと思います。 
 
> 大学に通っている間や休学中に学んだことで生きてきたことは？ 
 
現実的に一番役に立ったことはやはりコンピューターにのめり込んだことです。それが Apple 
で生き残って行く基礎を作りましたから。 
 
> どんな人が優秀だと思われますか？ 
> 優秀な人とはどんな人ですか？ 
> 優秀とは具体的に 
 
優秀、というのは仕事の上で、という意味でしょうかね。それならコミットして成果をあげら
れる人です。さらに言うならビジョンを示せる人。 
 
> 仕事する人とプライベートで会う人は、違うことが多いですか(性格やその人に求めるものが
違うから) 
> 仕事仲間＝友人ですか？ 
 
全然違います。仕事仲間は機能的な関係です。友人は心の関係です。 
 
優秀な仕事仲間が心の友人になるとは限りませんし、大好きな友人が仕事に関して優秀だとは
限りません。たまたま一致したら、それはとても幸福なことと言えましょう。 
 
> iPhoneが古いと言われる時代はいつになりますかね 
 
知りません。それはアップルが iPhone にどんな変化を加えてくるかにもよりますね。 
 
> 「ベクトルを合わせる」これ本当に大事なことだと思います。一方で、チームメンバーそれ
ぞれでプロジェクトに対するモチベーションが異なると思いますが、どのようにして彼らのモ
チベを調整してチームビルディングしますか？些細なことでもいいので、具体的なアイデアが
あれば教えてください。 
 
これはクラスで話しましたね。おそらく一番は、常々ビジョンを話し合って共有することだと
思います。何故そう思うのか、何故こうなのか、考えていることを共有します。 



 

 
難しいけれど重要な課題ですね。もし良いアイディアを持っておられたら教えてください。 
 
> 日本では社員、部下は育てるものですが、米国では、優秀な人を選抜する、そこの違いで
しょうか？！ 
 
どうでしょう。アップルでも、少しずつ高度な事をまかせたり、プロジェクトのリーディング
をお願いしたり、潜在的な後継者を育たりします。基本 OJT です。 
 
ただ、学生を訓練して使えるようにする、という仕組みはありません。新卒でも即戦力を期待
します。 
 
採用の選抜には本当に力を入れます。チームで一人を採用するにに、レジュメで10人くらいに
絞り数人で電話インタビューを行い、そこから2-3人に絞り、その各々に対して一日中人が入れ
替わり立ち替わりの面接になります。 
 
> じゃあ帰るか笑 
 
聞いてくださってありがとうございます。 
 
> 過去と未来行けるならどちらがいいですか？ 
 
過去です。未来は自分が作って行くものなので、解答を見たい気はしません。 
 
> 自分の能力を把握することがパフォーマーンスにつながりますか? 
 
どうでしょう。あんまりな勘違いは困るかもしれませんが、自然に思い知る以上に正確に把握
することはそれほど重要ではないようにも思います。ちょっとした自信過剰がプラスに働くこ
とはとても多いです。 
 
> 好きなことは趣味にするのと仕事にするのとどちらがいいですか？ 
 
断然仕事です。ただ、食えないと困りますよね。冷静な見通しへの判断も同時に必要です。 
 
一つ気を付けなければならないのは、表と裏は別、と言うことです。例えばあなたがホテルの
世界に憧れたとします。あなたの好きなのはその素敵な雰囲気であって、その素敵な雰囲気を
作る、ということではないかもしれません。ゲームが好きだとして、ゲームを作るのが好きな
わけではないかもしれません。もちろん、一つのことの表裏ですから、両方好きになれる可能
性もあります。 
 
> ことえりが終了しまったことに名残惜しさはありますか? 
 
少しの感慨はありますね。 
 
> Appleで批判も受けましたか 
 
私が仕事の上で、という意味ですか？ はいもちろん。当たっていることも多いので、素直に反
省です。 
 
> 自信や楽観さが打ち砕かれるような出来事はありましたか 
 
私の自信はかなりふんわりしていて、砕かれることは無いようです。 
 
そう言えば、木田さんは挫折したことないでしょう、と言われたことがあります。確かにそう



 

です。がおそらくそれは自分が鈍感だからだと思います。 
 
話がどんどん脇道にそれますが、鈍感で思い出しました。日本では、空気を読むことがとても
重要で、自分の思った事を言うことを嫌う、というところがあります。空気を読むというのは
もちろんアメリカでも重要なのですが、日本のは行き過ぎ。明日から、空気を読んで、賢く無
視できる人になってください。合言葉は 
AKY です。あえて、空気を、読まない。 
 
> アップルは定年退職はありますか。 自主的に退職する社風ですか。 
 
多分ないです。皆さん十分仕事をしてリタイア後のためのお金も溜まったなたなと思ったらリ
タイアして行きますよ。 
 
> 自分のリーダーシップを向上させるためには、どうしたらよいと思いますか? 
 
正直わかりません。「木田さんのこれまでのキャリアにおいて、一皮むけた経験というものが
ありましたか？」を見てみてください。もしかすると参考になるかもしれません。 
 
> 留学の重要性についてどう思いますか 
 
日本ではどうしても均質になりがちなので、色々な考えを持っている人たちと交わることはあ
なたの人生に役に立つと思います。もちろん、英語などの言葉の習得もそうですね。ぜひお勧
めします。 
 
> 進路を考える上で大切なことは？ 
 
答えは一つではないと思いますが、私なら、何が好きかが一番大切ですかね。あとはそれで
食って行けるかという冷静な判断もすると思います。 
 
> 人生で大事にしていることは何ですか? 
 
楽しむことです 
 
> 現代の若者に期待することはなんですか 
> 若い人材に一言あればお願いします 
 
世界はあなたたちのものです。 
 
> 世界は広いと思いますか 
 
旅をすると世界は本当に広いのだなと思います。日本の中でさえ広すぎます。 
 
しかし、人という面では狭いです。どの分野でも突き詰めるほど世界が狭くなって、世界中ど
こに行っても同じ人と会います。anonymous でいるのは不可能です。 
 
> ジョブスがまだ生きていたらどうなっていたと思いますか 
 
もちろん今と違うのは確かですが、どう違ったかはわかりません。 
 
> 当たり前のことに？ 
 
質問の意図がわかりませんでした… 
 
木田 


