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1.�変化の時代

東日本大震災の企業活動への直接的な影響は、サプライチェーンの混乱から消費行動
の変化まで多岐にわたるが、企業経営という観点での最大の影響は、不透明感の一段の
高まりだろう。金融危機後の世界経済の不透明感に、震災の影響が加わり、ますます先が
読みにくくなっている。

不確実性を高める4つの潮流
まず、背後にある大きな潮流について整理してみよう。今、世界経済には4つの波が同時

に押し寄せ、それらが時に打ち消しあい、時に増幅し合うことで、先を読みにくくし、世の中
の振れ幅を大きくしている。

一つ目の波は、マクロ経済における、金融危機後の反動と修正である。米国の長年の高
成長は多額の消費者債務に支えられたもので、レバレッジの解消（借金の返済）による消
費の低迷は避けられない。米国一極集中から多極化へのシフトが一層加速するだろう。加
えて、先進国の金融緩和に伴う世界的な「お金」の増加が、副作用として経済を不安定にし
ている。二つ目の波は、メガトレンドと呼ばれる、長期にわたる重要な潮流である。新興国
の台頭（工業基地化）と中間層の拡大、資源不足・省資源、高齢化などさまざまな変化が
ある。三つ目は、大きな技術革新の波である。古くは蒸気機関、自動車、テレビ、最近では
インターネット、モバイルなどが代表例だ。今後はバイオやナノテクノロジーなどへの主役交
代の期待が高まっている。四つ目の波は国際情勢や災害などの不測の事態である。これら
の波は相互に絡み合って、企業活動に影響をおよぼす。新興国の旺盛な石油需要に、中東
情勢や原発問題が追い討ちをかけ、原油価格が高騰するといった具合だ。

このような「変化の時代」に、将来の全てを見通すことは困難だ。企業には、不確実性を
前提とした経営が求められる。もはや自社の業界における現在の地位は、将来の成功と安
泰を保証するものではない。ボストン コンサルティング グループ（BCG）の米国企業につ
いての分析によれば、過去数十年を通じて、各業界の上位企業の入れ替わりが年々激しく
なっている。かつてはシェアの高い企業ほど高収益だったが、その傾向も薄れてきた。業界
の境界線もあいまいになり、異種格闘技戦が各所で繰り広げられている。

変化に適応できない企業は淘汰されていく。「変化適応力」が企業経営に求められてい
るのである。

変化適応力を高めるには
では、どうしたら変化適応力を高められるのか、重要な要素を俯瞰してみよう。

第一に、既存事業の収益力を高め、損益分岐点を下げることである。多少の需要減では
びくともしない収益・コスト構造こそ、不測の事態に対する最大の備えといえる。従来の延
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長線に留まらず、これまで俎上に上らなかった事業や施策も、聖域を設けず検討すること
が重要である。加えて、ビジネスモデル・イノベーションにより付加価値の高い事業へ進化さ
せていくこと。また、他社との提携や将来性の見込めない事業の売却も視野に入れてポート
フォリオを再編し、経営資源を再配分すること。こうした果敢な取り組みが求められる。

景気が落ち込むと、シェアが低い企業から売上が落ちていく。事業、商品、顧客セグメン
ト別に見てシェア一位の分野をいかにたくさん持てるか。そして、いかに変化に適応して、そ
の強みを持続していくか、が重要である。

二つ目は、新たな収益源の開拓である。十年後の収益構成は、今とは大きく異なっていて
当然だ。新興国などへのエリア展開、新規事業の立ち上げなどが求められる。震災後の消
費者行動の変化をいち早くとらえて、イノベーションにつなげていくことも重要だ。

三つ目は、変化を前提とした経営力である。まずスピード。意思決定の速さ、そしてさらに
重要なのが事業活動のサイクルの短縮だ。実行して軌道修正をする周期や、売れ筋商品の
追加投入、新商品開発などを加速することである。さらに、こうした臨機応変さだけでは乗
り切れない不測の事態への備えとして有効なのが、シナリオ・プランニングである。あえて
極端に振った複数のシナリオをベースに日頃から議論しておくことで、不測の事態に落ち着
いて対処できるうえに、その予兆にいち早く気づくことができる。そして、チームワーク。先行
きが不透明な時こそ、相互信頼の絆が最後はものを言う。能力主義や職務規定だけの乾い
た関係は、逆風にはもろいものだ。

変化の時代の企業経営とは、このような柔軟性と機動力を兼ね備えたダイナミックなもの
だ。冬の時代を耐え抜く我慢の経営とは大きく異なるのである。

日本企業の課題
次に、前述の変化適応力を高める3つの要素に関する、日本企業が特に注力すべき課題

について考えてみたい。

まず既存事業の収益力。国内事業の収益性の低さは、多くの日本企業に共通する課題
である。欧米企業が自国で圧倒的な利益を稼ぎ出しているのとは対照的だ。成熟市場だか
ら儲からないという声を耳にするが、本来は成熟事業は儲かるものだ。努力と創意工夫の
余地が多く残っている。

一方、業界再編が進まないなど構造的な要因もある。今回の震災を機に、生産・物流面
での企業間協力や、業界再編が確実に増えるだろう。日本企業は伝統的に事業部が強い
企業が多いが、今後はコーポレート（本社機能）のリーダーシップが試される。

新たな収益源に目を向けると、一部の業種を除き、新興国展開の出遅れは否めない。市
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場の開拓に加えて、サプライチェーンのリスク分散の観点からも、新興国は多くの日本企業
にとって重要な経営課題である。

また、メガトレンドに着目すると、環境、健康、食の安全、高齢化など、日本の技術や経
験を活かし得る領域が数多くある。自社にとって重要なトレンドを特定し、中長期的な視野
に立って取り組むことが肝要である。

最後に経営力。かつての自動車業界のように、圧倒的な規模を背景にパワーゲームを仕
掛ける欧米企業に対して、日本企業は「臨機応変さとチームワーク」で、小よく大を制してき
た。今回の震災でも、多くの企業で優れた組織力が発揮された。お家芸を、今後の企業経
営に適用できるかどうか。真価が問われる。

失われた20年の間に多くの業界でグローバル競合との差が開き、新興国企業の追い上
げを許してきた。この間、金融危機を経て、世の中はパワーゲームの時代から、変化適応力
の時代へと移りつつある。いま、日本では、震災を機にさまざまなことを見直していこうとい
う変革の気運が高まっている。日本企業にとって、これはまさに追い風だ。

以下、変化適応力を高める主な方策について、私たちの考え方や成功するためのポイント
を紹介していく。

森　健太郎
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2.�トランスフォーメーション（筋肉質化）

経営難に陥った日産自動車をグローバル・リーディング企業へ変革させたカルロス・ゴー
ン氏による改革は世界的に注目を浴びた。この改革の初期は、いわば、ICU（集中治療室）
からの脱出にあたる、「ターンアラウンド」であった。対して、後半は「トランスフォーメーショ
ン」と呼ばれる。トランスフォーメーションとは、「時代の趨勢に合った、無駄のない筋肉質
な企業への変革」と定義できる。

今、日本企業にこのトランスフォーメーションが求められている。背景には2つの要因が
ある。ひとつには、国内市場が鈍化する中、企業は国内の資産を効率化し、新興国等のグ
ローバル市場や新規事業など、次の成長に向けて投資していく必要がある。二つ目は、リー
マンショックと、東日本大震災、および福島原発問題の影響である。100年に1度の経済危
機と1000年に1度の震災が、3年以内に発生した結果、日本企業を取り巻く環境が大きく変
化し、通常の業務改善を超えた、「一定期間で一気に筋肉質になるプログラム」を展開する
必要性に直面しているのである。

強い意志をもったリーダーと明確なゴール
では、このようなプログラムを成功に導くための条件は何だろう。計画段階における成功

条件は数多くあるが、ここでは2つのポイントを紹介する。

一つ目は、リーダーの決定だ。改革プログラムは茨の道であり、決して仲良しクラブでは
実行できない。改革を成し遂げるためには、全てのタブーを乗り越える必要がある。事業の
売却、工場の閉鎖、現場からの抵抗、組合との交渉といった、一筋縄ではいかない課題を
乗り越え、改革を推し進める、強い意志を持ったリーダーの存在が必須である。

二つ目はゴールの設定だ。例えば、税引前利益を2年半で2,000億円改善するといった、
数字と時間軸が明確であることが重要だ。そしてその際、120％のゴールを設定する。つま
り、2,000億円の税引前利益改善を目指すのであれば、2,400億円をゴールとし、全ての計
画を120％をベースに進めるのである。確実に目標を達成できるよう、改革途中の目減りを
織り込んだ計画を作成することが肝要だ（図表2-1）。

ゴールと現状のギャップを埋める詳細計画
リーダーとゴールが決まったら、次のステップは、トランスフォーメーションの詳細計画立

案とチームの立ち上げだ。

トランスフォーメーションの詳細計画立案とは、すなわち、現状とゴールのギャップを埋め
る打ち手の構築である。大きな改革も、地道な一つひとつの打ち手の積み重ねにより達成
される（通常、1つの打ち手は2億〜3億円程度のインパクト）。また、打ち手の多くは、実に
当たり前のものだ。例えば、価格の改定、サプライヤーの絞り込み、生産ラインの統合、製
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品数の絞り込み、販売店舗の大幅削減などである。奇抜な打ち手の数は極力絞った方が、
成功確率が上がる。「複雑性のマネジメント」がトランスフォーメーションの要諦だからだ。

2,000億円の改革の実現には、通常の業務を続けながら、同時に800〜900の打ち手を
実行することが求められる。そのために、企業はきわめて詳細な「マスタープラン」を作る必
要がある。これはいわば、今後数年間の「航海の海図」となる。

戦士、コーチ、警察官
次に重要なのが、リーダーと共に航海するチームの立ち上げである。チームは3つの役割

から構成される。一つ目は「実行を司る戦士」。リーダー同様、多少の抵抗はものともせず
改革を推し進める人を選ぶことが重要だ。二つ目は「コーチ」。個々の打ち手が行き詰まっ
た際の解決策を提示し、また、改革全体の流れを考え、必要に応じて追加の打ち手やイベ
ントといったカンフル剤を投入する役目を担う。三つ目は「警察官」。航海の海図で決めた
打ち手の進捗状況を把握するとともに、遅れや効果の水増し計上等を取り締まる役割を担
う。

チームは航海の進行とともに拡大する。従業員数万人規模の企業の場合、トランスフォー
メーションの初期の8週間は5〜10人程度のコアメンバーが中心となる。改革が進むにつれ
て、トランスフォーメーションという船に乗る船員の数が増えていく。改革スタートから2ヶ月
たった時点で30人程度、6ヶ月たった時点で100〜150人程度と、順次拡大していく（図表
2-2）。トランスフォーメーションへの熱い思いが希釈化されずに企業全体に伝播されるよう
マネジメントすることも重要なポイントである。

出所: BCGデータベース

図表2-1 積み上げではなく、逆算してゴールを設定する

改革開始年の
税引前利益

市況の悪化 余剰キャパ /
資材費高騰

コスト増 その他の
リスク

考えられる
最悪シナリオ

逆算した
ギャップ

目標税引前
 利益額

税引前利益 (億円 )
XXX

XXX

XXX

0

XXX

XXX

XXX

XXX
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トランスフォーメーションはマラソン
トランスフォーメーションのリーダーとチームが決まり、全体計画ができあがったら、目的

地に向けて出航する。2年半ほどの長いマラソンのスタートだ。トランスフォーメーションを
成功させるために最も重要なのはトラッキング、すなわち、計画された打ち手の体系的・継
続的なモニタリングである。各々の打ち手を4つのステップに分けて、進捗管理していく。

ステップ①は、アイデアの詳細化だ。例えば、「資材費を15％削減する」という課題であ
れば、まず、どの品番を、どのサプライヤーから、いくらで購入しているか、現状把握する。次
に、コスト削減目標を実現する具体案を作る。過剰スペックの緩和、購入先の絞りこみ、と
いった具合だ。

ステップ②は、この案の「実行承認」だ。実行者が個別の打ち手とインパクト、時間軸を
確定し、経営層が実行に必要な資源を担保する。この時点で打ち手の実行計画が正式な
ものとなり、後戻りできなくなる。

ステップ③は実行段階だ。前述の例では、実際にサプライヤーとの交渉を実施する。ス
テップ④は、効果の刈り取りである。交渉が成功裏に終わっても、実際にモノを発注してそ
の削減額を入手しないと打ち手の完了にはならない。手元に計画通りの現金が入って初め
て打ち手の完了と承認される。　

このように個別の打ち手を4つのステップに分解してトラッキングすることで、途中での挫
折を回避する。約800の打ち手の進捗状況をプログラム・マネジメント・オフィス（PMO）が
隔週で確認して、その進捗状況を経営層に提示する。打ち手ごと、部門ごとに進捗を提示

出所: BCGデータベース

プ
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ト
に
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加
す
る
ス
タ
ッ
フ
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500

450
400
350
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200
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少数のコア
メンバーでの
初期ディスカッション

経営会議

プロジェクト
チームの立ち上げ

診断 コンセプトの詳細化 実行

展開を拡大展開開始

トレーニング

リーダーシップチーム
5 -10人～

プロジェクトコアメンバー
30人～

広範なスタッフの巻き込み
100人～

プロジェクト計画期 拡大期 実行期

図表2-2 プロジェクトチームの立ち上げ



The Boston Consulting Group 8

し、遅れには容赦なく赤信号をつける。改革の初期段階で赤信号が1つもないとしたら、そ
れは危険信号だ。改革は簡単には進まない。赤信号がないのは、遅延の隠蔽行為が始まっ
ている予兆と考えるべきだ。

企業のトランスフォーメーションは難しい航海である。しかし、目的地に到達できれば大き
な成功の報酬を手にすることができる。財務的にも大きな成果が得られる。さらに何よりも
得がたいのは、2年半の航海を共にしたリーダーとそのチームだ。自信に目を輝かせ、以前よ
りたくましくなった社員の存在がトランスフォーメーションの最大の成果物ともいえよう。

古宮　聡
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3.�事業ポートフォリオの再構築

東日本大震災は、日本の企業間協力のあり方に大きな変化をもたらした。企業がバ
リューチェーンの各分野で協力・提携して、震災の影響を低減し、復旧を早めようとする流
れが現れたのだ。業界の供給過剰体質や事業運営の非効率を解消しようとする動きも見
え始めている。

このような環境下で、日本企業にとって事業ポートフォリオ再構築の必要性が、かつてな
く高まっている。企業はまず、自社の事業の強みと課題を再検証して、「どの事業にグルー
プ経営資源を集中すべきなのか」を明確にしなければならない（図表3-1）。その上で、震
災後の業界再編機会を機動的にとらえ、これからの時代を勝ち抜く事業基盤を構築するこ
とが求められる。

�「選択と集中」�実行してこそ
事業ポートフォリオの再構築は、マーケット、経済性、シナジーの3つの視点で事業の戦

略的価値を見極めるステップから始める。マーケット視点では、市場の魅力度と自社の競争
ポジションから「戦略的に魅力的な事業なのか」を見直す。経済性の視点からは、「現在、
並びに将来的にも儲かる事業なのか」、シナジーの視点では、「その事業が自社グループ
内にあることで、事業ポテンシャルを最大化できるのか」を分析する。

次に、経営目標達成への道筋と経営資源の配分策からなるポートフォリオ戦略を立案し、
各事業のミッションを定義した上で、具体的な買収、売却、再建等、実行計画を策定する。

日本において、事業ポートフォリオ再構築は、よく「選択と集中」と表現される。1990年代
後半から、多くの日本企業が「選択と集中」に取り組んできた結果、「選択と集中」の方法
論は高度化した一方で、実行面では課題が残る。「検討はしたが、意思決定できない」「事
業部が納得しない」といった例も見られる。

「選択と集中」を機動的に実行するには、「コーポレートのリーダーシップ」と「戦略的事
業売却」が重要になる。コーポレートは、グループの経営資源配分のあり方に明確な指針
を示し、経営者が「選択と集中」の実行を意思決定する場を設けなければならない。また、
事業基盤を強化するためには、「やめること」の決断も必要だ。その実行手段として戦略的
事業売却の活用も、より重要になっていく。

問われるコーポレートのリーダーシップ
では、コーポレートは具体的に、どのようにリーダーシップを発揮すべきなのだろうか。第

一に、グループの経営資源配分のあり方に明確な指針を示し、組織全体がその指針に沿っ
て動くように、手腕を振るわなければならない（図表3-2）。
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ある企業では、積年の問題事業に決着をつけるために、全社事業ポートフォリオ再構築プ
ロジェクトを立ち上げた。グループ内の各事業の戦略価値を評価する一方で、問題事業につ
いては、事業レベルだけではなく事業内の個別製品レベルでの事業性評価を行った。「問
題事業は撤退」という戦略指針を前提に、問題事業の運営実態を製品レベルで「見える
化」したのだ。その上で事業からの撤退を迫ったので、事業部も納得せざるを得なかった。

「選択と集中」にいざ着手しようとすると、組織内から対抗勢力が現れ、実行の阻害要因
となることがある。コーポレートが明確な戦略指針を持ち、かつ、実行段階において「もめ
そうな所」に予め対応しておくことで、「選択と集中」を機動的に進めることが可能になる。

第二に、「選択と集中」について、経営陣が意思決定する場を明示的に設けることが重
要だ。ある企業で、経営会議の時間配分を調査したところ、経営意思決定のために割いた
時間が大幅に減少していることがわかった。経営会議の時間が全体で5割も増加している
のに対し、経営意思決定の時間は短くなっていたのだ。経営会議の実に約7割は、報告事
項に費やされていた。「選択と集中」の意思決定に向けては、経営陣の集中討議が不可欠
である。通例の経営会議とは別に、経営陣の意思決定の時間を確保することは、「決めな
い・やらないコスト」を回避する上で、有効な手段となる。

日本では、伝統的に、強い事業部主導の「自主自律」的な事業運営が行われており、い
まだその名残が存在する。しかし、先行きが不透明な「変化の時代」においては、グルー
プ経営資源の再配置を実現し、強固な事業基盤を構築する上で、コーポレートの強いリー
ダーシップが重要となる。

戦略的事業売却の活用
「選択と集中」を機動的に進めるためのもうひとつの課題は、戦略的事業売却の活用で

ある。多くの日本企業において、事業の売却は、痛みを伴う経営意思決定と考えられてい

図表3-1 「選択と集中」 図表3-2 コーポレートの役割

グループ資源配分による価値拡大
① 事業ポートフォリオの入れ替え

② グループ重点成長領域の推進役

③ 不振事業への介入 /立て直し

④ 計画立案への関与と事業モニタリング
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る。売却対象事業は不採算事業であることが多く、「誰も買いたがらないのではないか」と
いう懸念から、経営意思決定が遅れ、事業売却の時期を逃してしまうこともある。どうすれ
ば、着実に戦略的事業売却を実行できるのだろうか。

第一に、Whatの議論（事業をやめるのか）と、Howの議論（どうやめるのか）を混同し
ないことが重要だ。撤退や事業売却の意思決定を行った上で、どう実行するのかを考える
のだ。明確な意思決定があれば、実行論の具体化も進めやすくなる。

第二に、相手にとっての戦略的価値を見極めることが重要である。自社にとっての事業
の戦略的価値と、売却候補先にとっての戦略的価値とは、全く別物だと心得ることが必要
だ。ある企業では、「相手にとっての戦略的価値」を訴求し、積年の問題事業売却に成功
した。この企業はまず、相手企業にとっての事業シナジー（売上、コスト）を見極め、相手企
業がこの事業を買収した場合の競争環境の変化をシミュレーションした。その上で、有利な
売却価格を実現するため、どの企業に最初に持ち込むべきか、どのように買収熱を煽るか
など、検討を重ねて成功につなげたのだ。事業の価値は、「一物一価」ではなく、相手企業
によって、「一物、二価・三価」にも変わる。最も高い価値を見出す企業にどう事業を売却
するか、そこを突き詰めることが、戦略的事業売却の要諦といえる。

震災以降、日本企業の投資意欲は衰えておらず、既にいくつかの日本企業による海外企
業の買収が公表されている。こうした投資は、日本の将来に明るい展望を与える一方で、国
内の事業構造改革への対応は万全なのか、一抹の不安も感じさせる。

日本企業がグローバル競争で勝ち残るためには、事業基盤の再構築が不可欠である。
今回の震災は、事業基盤強化に向けた、事業ポートフォリオ再構築の大きな機会をもたら
したとも考えられる。「コーポレートのリーダーシップ強化」、並びに「戦略的事業売却の活
用」を通じて、日本企業がグローバル競争力を強化することが、今、必要なのである。

岩上　順一
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4.�ビジネスモデル・イノベーション

バブル崩壊を経て、1990年代後半から「ものづくり」を日本の戦略の中枢に据えるという
ことが言われてきた。99年には、ものづくり基盤技術振興基本法が施行され、明るい兆し
が見えたように思われた。しかし、リーマンショックを経て、新興国市場の重要性が高まり、
韓国企業や中国・インドなどの新興国企業が台頭する中で、絶えざるコモディティ化の波
が多くの日本企業に抜本的な戦略の見直しを迫っている。こうした中でビジネスモデル・イ
ノベーション（BMI）の必要性が高まっている。

�「誰に、何を、どのように」を再考
BMIとは何か、まず具体例で説明したい。今ではアップルが苦境に陥ったPCメーカーで

あったことなど想像し難いが、同社は、iPodを投入した際、既存のPCの顧客ではなく、新
しい顧客に対して、ハードの売り切りではない、サービスと一体の新たな体験を提供した。
オペレーションも、PC事業でのアウトソーシング主体のやり方から、外部を活用しながらも
高度に統合された運営手法に移行した。ハードからの収益が主体ではあるものの、サービ
スとの一体化によって、ハードのコモディティ化を防いでいる。

また、BMIには、インドの自動車メーカー、タタのナノや米ゼネラル･エレクトリック（GE）
の小型画像診断装置のような、圧倒的な低コストを実現するものもある。

このようにBMIでは、誰に、何を、どのように提供し、どう対価を得るか、を再考して、既
存のモデルから大胆にシフトし、持続可能な事業を創造することを目指す（図表4-1）。

ここで2つの問題提起をさせていただきたい。まず、このような戦略は、後付けで整理す
ることは簡単だが、意図を持って実行できるのだろうか。前述のような革新的な企業に限ら
ず、一般的な企業でも実現できるのだろうか。もう一つ、このような戦略が有効だとしても、
日本企業にとって活路となるのだろうか。

コト／
リレーション

モノ／
売り切り

自前

統合／
資産フリー

既存

製品

利用／
成果

新規／
不満層

何を 誰に

どのように
提供し

どう対価を
得るか

パラダイムシフト現状

図表4-1 BMIにおけるパラダイムシフト

出所: BCGデータベース
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後述するが、BMIは、企業が陥りやすい罠に注意しながら、体系だったやり方で進める
ことが可能だ。また、一人の天才がリードするのではなく、現場を巻き込み、試行錯誤を繰
り返して、組織として磨きこんでいくものである。こうしたことから、BMIは、多くの日本企業
にとってブレークスルーを生み出せる手法だと筆者は考えている。

イノベーションの罠
次に、なぜアップルやGEにできて、わが社にはできないのか、という問いについて考えてみ

よう。多くの企業で、BMIのアイデアは社内に存在しており、実際に事業化に向けた取り組み
がなされていることも珍しくない。また、ほとんどの場合、兆しとなる動きが顧客に現れている。

失敗事例についてのBCGの分析から、2つの要因があることがわかっている。企業や事
業によって、失敗に陥りやすい癖があり、それを認識することが大事だ。

まず、強い市場ポジションを持っている企業・事業部が、古いパラダイムに捉われてBMI
をスピーディに仕掛けられず、競合や新興企業が先に変革に成功するケース。いわゆる「イ
ノベーションのジレンマ」といわれる罠がある。

インスタントフィルムで知られた米ポラロイドは、デジタル化の流れに対応できず、2000
年代に入ってから経営破綻した。ただ指をくわえて見ていたわけではなく、早くから対応はし
ていた。1996年には自らデジタルカメラを製造し、97年には画像編集ソフトに活路を見出
そうとし、98年にはOEMでブランドを活用しようとしたが、成功しなかった。従来の顧客と
は異なる層が、新しい価値をデジカメに見出していることに気付かなかったのである。

この罠を避けるには、既存の商品・サービスから新たな商品に移った顧客の声を聞くこと
が有効である。すると、新たな価値や、これまで考えていなかったターゲット層が見えてくる。

次に、新たなビジネスモデルは理解しているものの、「いいとこ取り」をしようとしたために
失敗するという罠がある。90年代にサウスウエスト航空など格安航空会社が大きくシェア
を伸ばした。多くの既存航空会社は似たようなサービスを立ち上げて防戦を試みたが、結
局安くなっていなかったり、顧客に既存のブランドとの混乱を招いたりして、ことごとく失敗
に終わった。

この罠を避けるには、何が顧客価値に貢献しているのか、オペレーション全体をゼロベー
スで見直すことが必要である。

「モノ」から「デザイン」へ
BMIでは、提供価値を再構築する必要があるが、アップルのスティーブ・ジョブスのよう

なカリスマ的リーダーがいない企業では、どのようにそれを進めていけばよいのだろうか。
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「モノ」から「デザイン」に視点をシフトすることによって、新たな価値が見えてくる。ここ
で言うデザインは、単なる商品の見た目ではなく、より包括的な考え方で、「デザイン思考」
と言われることもある。これは、IDEO社によって広く知られるようになった手法だが、ス
テップを踏めば多くの企業で実践可能なアプローチだ。

iPhoneに代表されるスマート端末を例に考えてみよう。スマート化の流れは、携帯に留
まらずTVにまで拡大している。毎年、1月にはラスベガスで家電製品の展示会が開かれる
が、今年は多くの企業がスマートTVを発表した。相変わらず多くの企業が技術を誇示して
いる。デザイン思考では、まず先に人や文化を見る。例えば、米国でTVを買うと、ほとんど
の人は自分で持ち帰って設置する。そして、最もよく使われるリモコンは、TVに付属している
ものではなく、ケーブルTVのものだ。また、TVの前にいるときはリラックスしたいと思ってい
る。人や文化を見るには、開発や設計機能をマーケットの近くに置く必要があるし、顧客の
体験を「まるごと」理解するスキルも大切である。

次にそれを形にするわけだが、大企業でデジタル製品を開発するには何ヶ月もかかる。
その間、さまざまな議論を経て、当初つかんだものはどこかへ消えてしまいがちだ。

デザインは考えてから作るのではなく、考えるために作るという転換を行う。具体的には、
デザインの原則をルール化することと、プロトタイプをどんどん作ることだ（図表4-2）。これ
らによって、デザインが具体的な形となって現れてくる。

日本発の製品が、日本でしか通用しないという意味で「ガラパゴス化」とよく言われる。
しかし、このデザインの考え方は、顧客と接してその体験を理解し、試行錯誤を繰り返しな
がら解決案を作るという点で、現場の組織力に優れた日本企業が、本来であれば、力を発
揮できるやり方なのである。

利益の源泉を探る
BMIでは、新たな価値を見出すだけでなく、その価値の提供方法についても、既存のや

り方からシフトすることによって、持続的な優位性が生まれる。特に重要になるのは、コモ
ディティ化の流れの中で、どのように利益を確保するかということである。

考えてつくるのではなく
つくることで考える
● デザイン・プリンシプル
● プロトタイピング

技術ではなく、人と文化

● 設計・開発の前線化
● 顧客体験の理解

モノからデザインへ

＋

図表4-2 デザイン思考への転換
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前述のデザイン思考の本質は、顧客の「体験」全体について、課題と解決案を考えること
である。提供価値への対価を検討するうえでも、顧客が体験するプロセス全体で、現状どの
ようにお金が流れているのかを理解することが出発点になる。これはプロフィットプールとい
う手法で分析できる。

TVについて、北米市場を例に考えてみよう。図表4-3のように巨大な価値が、有料放送な
どのコンテンツにあることがわかる。顧客の体験と結びつけて考えると、より快適に低コスト
でコンテンツを提供できれば、これらの領域から収益を獲得できる可能性がある。また、
TV購入後の製品の保証や設置にもかなりのお金が流れている。技術の変化が激しく、また、
設置が難しいという課題を解決することによって、収益をあげる機会があるかもしれない。

BMIのオペレーションの仕組みは、これらの検討から明らかになる収益の源泉に焦点を
当てて、構築する必要がある。北米のTVの例では、巨大な顧客基盤を武器にコンテンツを
握っているケーブルTVと、同じく顧客基盤を強みに有料保証や設置サービスを展開してい
る量販店という分野に、どのように独自のオペレーションを構築するかが課題となる。ここ
で、前述のように表面的な「いいとこ取り」をしようとして、本質的な価値の提供に失敗する
ことのないよう、注意が必要である。

職能や事業部が強い日本企業は、既存の仕組みのしがらみに捉われずに、プロフィット
プールの全体を見渡して、儲かるオペレーションを組み上げることがあまり得意ではないよ
うに思われる。この点については、外部の活用や、組織上の工夫をする必要があろう。

組織の器を分ける
BMIにおいて、戦略面、すなわち提供価値と価値提供方法が明確になった後に、企業

出所: BCGデータベース

利益額（10億USドル）
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図表4-3 北米TVのプロフィットプール



The Boston Consulting Group 16

が慎重に考えなくてはならないのが組織設計である。私たちは、成功・失敗事例の分析か
ら、BMIを推進する際は、既存事業と組織の器を分けることが定石であると考えている。

前述のように、既存航空会社による格安航空会社の立ち上げは、多くが失敗に終わった
が、唯一の成功例であるカンタス航空のジェットスターを例に、組織設計のポイントを説明
したい。ジェットスターはカンタス航空と意図的に分離して立ち上げられた。まず、地理的に
はカンタス航空がシドニーを本拠にしていたのに対して、ジェットスターはメルボルンに拠点
を構えた。事業面では、ブランド、ウェブサイト、販売チャネルを分離し、運営の仕組み、す
なわち、予約システム、従業員、機体等も全て別だ。法的な面でも、ライセンスや当局の審
査もカンタス航空とは別になっている。

これらによって、「常時低価格」という顧客価値とターゲット顧客について、戦略の軸が
ぶれることなく、また、カンタス航空の高コストのオペレーションのしがらみに縛られるこ
となく、最適なオペレーションを構築することができた。ただ、何もかも分離しているわけ
ではない。運行ルート等の戦略の中核に影響しない部分については、カンタス航空と連携
し、無用な顧客の奪い合いを避けるようにしている。

また、人材については、幹部も含めて広く外部から募ることによって、起業家精神旺盛
な、新たな価値の創造に挑戦する社風を作ることに成功している。

このように組織の器を分けるアプローチは、戦略面、オペレーション面で利点も多いが、
現業の仕組みや人材の活用を前提とする日本企業では難しい面もある。逆に、無理に組
織の器を分けると、ヒト・モノ・カネの獲得が困難になり、事業化に失敗することもある。日
本企業でBMIを推進する場合は、社長直轄のプロジェクト的な組織とし、ある程度立ち上
がった段階で定石に従って組織を切り離すなど、独自の工夫を行うとよいだろう。

ソーシャル・イノベーションへ
最後にひとつ、従来の企業の事業領域の枠を超えたBMI活用の可能性について触れて

おきたい。顧客の課題のなかで、医療、教育、安全といった大きな課題は、どれも製品分野
や企業を横断するものだ。例えば、高齢者は、多くの先進国で人口の4割、資産の7割を占
める存在だが、高齢者に向けた開発やマーケティングを行っている企業は多くはない。

高齢者にとっての本質的な課題は何か。前述のデザイン思考はもちろん有効だが、実は
効果的なアプローチがある。小さな政府が志向された結果、NPO（非営利組織）の存在
感が増している。欧米や日本では、すでに雇用人口の1割という規模に達している。

企業や事業部が見過ごしやすい業界横断的な課題については、実はNPOが深く理解し
ている場合が多い。先の高齢者の課題についても、NPOと協働することで、高齢者のコミュ
ニケーションや安全といった点で企業にとって驚くような気づきが多数出てくる。日本では
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65歳以上の層で3割が独居状態にあり、孤独死の不安を感じている人が6割いる。新たな
製品・サービスの開発と同時に、このような社会的な課題に光が当たることが望まれる。

また、NPOとオペレーションを一部統合することによって、価値提供の方法を劇的に変
えることも可能だ。例えば、ユニリーバがインドの農村地域で展開している事業では、現地
のNPOが組織化を支援したシャクティ・レディという女性のグループが、訪問販売という形
で、現地の実情にあった方法で石鹸などの日用品の販売を行っている。この取り組みで、こ
れまでに4万人以上が組織化され、水などについての衛生知識が農村部に浸透している。

このようにBMIを、従来の事業領域を超えて社会的な課題に広げることによって、より大
きなイノベーションのチャンスがある。企業は社会の公器という考え方が根強くある日本企
業の活躍を期待する。

太田　直樹



The Boston Consulting Group 18

5.�新規事業創造

「新規事業での成功は千に三つ」と言われることがある。それは極端だとしても、新規事
業創造は最も難しいミッションの一つである。難しいタスクには必勝法はないものだが、習
得すべき定石やコツを血肉化して成功確率を高めることはできる。図表5-1に示した新規事
業創造のステップにそって主な定石やコツを紹介していきたい。

目的とゴールの再確認が出発点
最初のポイントは、当たり前に聞こえるが、新規事業の目的・ゴールを明確にすることで

ある。一般に、「新規事業の目的＝新収益源の獲得」として、それ以上問いかけることなく、
すぐに具体的な機会の検討など先のプロセスに進みがちだ。しかし、目的・ゴールをより深
いレベルで確認しておかないと、ちぐはぐな事業展開や不適切な判断につながり、意外な
落とし穴にはまる。

例えば新収益源の獲得といっても、ある程度、足しになる収益を期待するのか、将来の
柱となる収益レベルを期待するのか、既存事業にとって代わる主力事業を創るのか、によっ
て、目指す事業は異なる。時間軸も確認すべきだ。2〜3年でそれなりに芽が出ることを期
待するのか、5〜10年にわたり胆力をもって追求するのか、により事業の構えは変わる。こ
れらを明確にし、コンセンサスを得ていないと、選ぶべきでない事業の検討に時間を費やし
たり、不適切な方法での事業化を追求したりすることになりかねない。

また、新規事業創造の営みは、企業に新規収益獲得のほかにも多くのものをもたらす。
例えば、新規事業の道筋は、貴重な人材育成の場となる。将来の有望人材を積極投入し
て、修羅場で鍛えることができる。一方、新規事業では、組織内の人材よりも、その道に通
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図表5-1 新規事業創造のステップ

出所: BCGデータベース
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じた外部人材を積極登用して成功確率を上げるべきという考え方もある。新規事業に人材
育成の要素まで期待するか否かで、採るべきやり方、得られるものは違ってくる。

新規事業で何を目指すのかを明確にし、経営層から現場まで共有しないと、事業の成
功確率を下げたり、得られるものを得られずに終わったりしがちだ。入り口で新規事業の目
的・ゴールを明確化したうえで、本格的な事業創造に向かうべきである。

　
定石はアイデア創出を助ける

新規事業の目的・ゴールをしっかり見定めた後の最初のステップは、事業アイデアの探
索・幅出しだ。アイデアの獲得は、天才的な直感によるというイメージをお持ちの方が多い
かもしれないが、実際は、「枠組みからのアイデアの幅出し」と「発想法・切り口の意識」と
いう定石に基づく努力によって実現可能だ。多くの事業アイデアは、後工程でのスクリーニ
ングで厳しく選別されるため、良質なアイデアをなるべく多く見つけ出せるよう、定石を貪欲
に取り入れることが有効である。

「枠組みからの幅出し」の典型例は、ニーズ視点、シーズ視点、競合視点の3つの枠組み
で、事業機会を見出し、事業アイデアを得る方法だ。ニーズ視点は、潜在ユーザーや顧客の
現在のニーズ、アンメットニーズ（満たされていないニーズ）、あるいは、今後出現しそうな潜
在ニーズに着眼して、新事業機会を探索し、事業アイデアに昇華させる。シーズ視点は、今、
自社が保有している有形無形の資産や能力、強みを使うと、どのような事業機会があるの
か、新しい技術はどんな事業機会につながるか、など、サプライサイドから事業アイデアを
探索する。競合視点は、競合企業が模索していそうな事業を参考に、さらに発展させた事
業アイデアを抽出する。

枠組みの利用によって、単に思いつきベースで構想するよりも、抜け漏れの少ない形で事
業アイデアを発想できる。限られた時間と能力では森羅万象にわたる事業機会をチェック
するのは難しいが、「これが可能性のすべてです」と言い切るためにも、網羅感のある枠組
みを利用することが有効である。

一方、「発想法・切り口の意識」も、アイデア創出の助けになる。組み合わせ発想、既存
の常識の排除、現場の暗黙知の抽出などが代表的だ。例えば、アップルは斬新な発想や優
れた技術によって事業を創り上げているように見えるが、実は、今ある技術や他社が手が
けている事業コンセプトを「組み合わせ発想」で再編し、新サービス・製品や事業を創り出
しており、定石に従っているといえる。

スクリーニングでは、市場ポテンシャルより強みを重視
事業アイデアが出揃ったら、一転して、事業を選別するプロセスに移る。知恵を絞って抽

出した事業アイデアを取捨選別するのはつらいが、経営リソースの制約から、すべての候
補の可能性を追求していくことはできない。より有望な事業を選び抜く必要がある。選別に
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は種々の方法があるが、スクリーニングのための評価基準を設定し、個別の事業候補を評
価・優先順位付けするのが一般的だ。

評価基準は多くの場合、①その事業の魅力度の大きさ、②競争優位性の強さ、③各企
業のこだわりのポイントとの整合性、により構成される。それぞれの細目やウェートは、予め
設定した新規事業の目的や企業の考え方により変わる。

ここで注意したいのは、「①事業の魅力度」を多くの企業が重視しすぎることだ。実際に
は、新規事業を成功させ、当初の目的を達成するには、「②競争優位性の強さ」の方が重
要な場合が多い。魅力的な事業機会でも、むしろ自社でそれを手に入れられるかどうかに
課題がある場合が多いからだ。評価基準の設定にあたっては、競争優位性をしっかり築け
るか、その事業は自社の強みとの整合性が強いか、などにつき、より注意深く精査すること
が肝要である。

一方、評価・優先順位付けについては、事業アイデアの段階では事業の描写が粗削りな
ため評価が難しい、ということがよくある。玉石混交の候補から、少ない情報で一挙に本命
を選ぶのは難しいという状況だ。この状況では、2段階でのスクリーニングを実行するのが
実務的だ（図表5-2）。まず、ロングリストにある事業アイデアを、簡易評価で仕分けし、見
込みが高いものをショートリスト化する。次に、残った候補につき、アイデアを粗いビジネス
プランの素描にまで発展させ、事業の輪郭をより明確にする。そして、それらのビジネスプラ
ン素描を比較し、より本格的に検討すべきものを2〜3選定する。すべての輪郭を描ききっ
てから評価するのはリソース的に難しいため、段階的に選別して、残った候補につき、注意
深く比較するのだ。

ビジネスモデルが年々重要に
厳しいスクリーニングを通過した事業アイデアは、事業プランに落としこんでいく。事業プ

ランには、事業の概要から始まり、財務的シミュレーション、リスク分析まで、事業全体を判

事業アイデア
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本命事業

図表5-2 事業アイデアのスクリーニング

出所: BCGデータベース
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断できる材料を揃えておく必要がある。この事業プランで事業を進めるか否かの判断がな
されるため、企画段階では極めて重要なパートである。

事業プランの中で近年重視されているのがビジネスモデルである。ビジネスモデルは、
「誰に、どのような方法で、どのようなベネフィットを提供し、どう稼ぐのか」を概念化したも
のだ。ビジネスモデルという言葉が頻繁に使われるようになったのは10年くらい前からで、そ
れ以前はビジネスの構造は、作った物を売る、など比較的単純だった。しかし近年は、イン
ターネットの進展、アライアンスの広範化等により、同じ事業でも多様なビジネスモデルを
考えうる状況になった。例えば製造業でも、単に物を売るモデルだけでなく、リースや、使っ
た分だけ払ってもらう従量課金方式など、売り方も多様化している。目的・ゴールを実現す
るために、どのようなビジネスモデルで事業を具体化するかを、事業プラン上でしっかり規
定する必要がある。

では、良いビジネスモデルを組むには、何に注意したらよいのだろうか。まず重要なの
は、ユーザー、関連プレーヤー、自社を含めて、「Win-Win」になっていることである。どこ
かに、提供する価値と受け取るベネフィットのバランスが欠けている部分があれば、ビジ
ネスモデルとしては回らない。例えば、ユーザーには無料サービスはありがたいが、関連プ
レーヤーや自社が対価としてのベネフィットを得ていないと、モデル全体としては成立しな
い。優れたビジネスモデルは必ず、関連プレーヤー間の互恵関係が成立している。

また、他社が模倣しにくいモデルを組むことも重要だ。目から鱗が落ちるようなモデルが
良いと言われるが、オリジナルである必要はない。ほかで見られるモデルでも、模倣しにく
く、差別化できるならば、それは優れたビジネスモデルだ。あくまでもビジネスモデルは事業
を成功させるための手段であり、目的化しないことが肝要である。

体制のカギは、ゴッドファーザーとアライアンス
事業化がGoになったら、次は、実行に向けて必要なリソースを準備するステップだ。ヒ

ト、モノ、カネをそれぞれ調達していくが、最初に重要になるのは、やはりヒト、すなわち事業
の推進体制である。推進体制には2つの塊がある（図表5-3）。

ヒト カネモノ

社内チーム

ゴッドファーザー

＋ ＋

＋

＋
＋

外部アライアンスパートナー

指揮官としてのリーダー

暴れ回るプレーヤー

図表5-3 必要リソース・ケイパビリティの獲得

出所: BCGデータベース
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一つは、自社内の推進チームの組成だ。企画段階から関わっていた人がそのまま事業を
担当するのか、この段階から新しい人が事業を引っ張るのか。思い切ってエースを投入する
か、エースは温存するか。これらをはじめ様々な論点があるが、必ず留意したいポイントが
ある。

まず、推進チームをサポートするゴッドファーザー役を置くことである。新規事業推進に
は、様々な試練が待ち受けており、権限自体は委譲しながらも、陰からサポートするゴッド
ファーザーがいることが非常に重要だ。特に大企業で新規事業を展開する場合、「ゴッド
ファーザー＋指揮官としてのリーダー＋暴れ回るプレーヤー」というチーミングをよく見かけ
るが、これが成功への要件と考えられる。

加えて、万一この事業で失敗しても立ち上がれる人をリーダーや重要ポジションに置くこ
とも大切だ。新規事業は、失敗する確率も高い難事業なので、失敗によってつぶれてしま
う人を配置するのは危険だ。失敗しても再起できる人なら、極論すれば、失敗が糧となり、
リーダーとしてさらに成長する機会になる。実際、そのように育ったリーダーをよくお見受け
する。

もう一つの塊は、他社の巻き込みやアライアンスだ。現在のような大変革期には、自社独
自での事業展開にこだわると、スピード、能力、いずれの観点からも成功の可能性は高いと
はいえない。いかに効果的なアライアンスを締結し、広義の推進チームを構築できるかが成
功の鍵である。

その際のキーワードはWin-Winだ。アライアンス相手の目線からも自社の目線からも、
「得るもの」が「出すもの」より大きく、互恵関係が成立している必要がある。また、根のと
ころで一緒に大仕事をするという理念の共有も重要である。これがないと、道中で摩擦や
衝突があった場合に、一挙に協力関係が瓦解する危険性があり、注意が必要だ。

中止・撤退する勇気も必要
必要なリソースもそろって、推進チームが構築できたら、ここからが本番。長く険しい事

業化への旅が始まる。この道中でも、いくつかのコツや留意すべきポイントがある。

第一に、初期段階で、クイックヒット（小さいながらも短期に達成する何らかの成功）を出
すべく努力すべきだ。事業立ち上げには、社内外含めて多くの人を巻き込んでいる。その中
には事業の成功に懐疑的な人も多く、特に事業が革新的で大型であればあるほど、懐疑的
に見る人は多くなる。これらの人に、成功を信じて、より強いコミット感をもって働いてもらう
には、成功すると思わせる材料、すなわちクイックヒットを見せることが一番効果的だ。うま
く行きそうになれば、勝ち馬に乗るタイプの人は味方になり、成功確率がアップする。成功
だと言えるちょっとしたことをクイックヒットとして実現し、押し出し、士気を高めることが極
めて大切だ。
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初期段階では、マイルストーンごとの事業性の再精査も重要である。事業の成功確率は、
企画段階では完全には読みきれない。しかし、事業の進捗とともに、より正確に判断できる
ようになる。そのため、予め決めたチェックポイントで、想定通りか、想定と異なる場合は取
り返しがつくか、などを再度、冷静に判断する必要がある。もし成功が極めて難しいことが
明らかになり、まだ本格的に事業を始める前で損失を限定して中止できるならば、残念な
がら、中止するのが妥当だ。ここで中止すれば、ダメージも軽微なので、別候補の事業で出
直しできる。

一方、実際に事業を立ち上げた後に、あらゆる手を尽くしても事業の成功は難しいとわ
かった場合は、痛みを伴うつらい決断になるが、勇気をもって撤退することが必要である。
ところが、多くの場合、撤退の判断は遅れ、損失が増大する。果敢にリスクをとって新しい
事業を始めるのが優れた企業と思われがちだが、勇気をもって、失敗とわかった事業を撤
収できる企業が本当に優れた企業といえる。現在のような変革期には再起の機会は必ずあ
る。致命傷を負う前に撤収する勇気こそ、長期的に成否を分けるポイントになるのである。

内田　有希昌
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6.�新興国戦略

震災後、新たな収益源として、またサプライチェーン（供給網）のリスク分散の観点から
も、新興国戦略の重要性がかつてなく高まっている。以下、新興国市場攻略のポイントと、
新興国でサプライチェーンを構築する際の課題について概説したい。

勃興する新興国の中小都市
今、新興国市場の主戦場は、上海、デリー、リオデジャネイロなど人口1,000万人級の大

都市から、人口数百万人以下の中小都市へ移りつつある。企業が提供する商品・サービス
の買い手となる中間・富裕層（年収約100万円以上）が、中小都市で急増しているためであ
る。これにより、主に大都市向けに構築された企業の販売・マーケティング戦略は、抜本的
見直しを迫られている。

まず考えるべきは、中間層が、いつ、どの都市に、どの程度広がるか、ということである。
中国の例では、企業は2005年には60都市に拠点展開していれば、中間・富裕層の80％に
リーチできていたが、2020年には212都市に進出しないと、同じリーチを確保できなくなる
と予想される（図表6-1）。

ある携帯電話会社は中国で、内陸部を含む中小都市の消費者向けの商品を開発すると
ともに、卸や代理店の数を数年間で実に約30倍に増やす積極的な販売チャネル網開拓を
行い、大幅にシェアを伸ばした。新興国で成功するために必要なのは、この桁違いのスピー
ド感である。

モンゴル

中国

北朝鮮

韓国

ベトナム
ラオス

ミャンマー

モンゴル

中国

北朝鮮

韓国

ベトナム
ラオス

ミャンマー

都市部中間・富裕層の人口

2010年 2020年

100万人超 50～100万人 25～50万人 25万人未満

図表6-1 新興国中小都市の成長： 中国の例

出所: BCG分析
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しかし、拙速なチャネル拡大は、物流コストの過度の増大や、卸や代理店の間の過当競
争による値崩れ、不正などのリスクも招きかねない。ある食品メーカーは、中国の2,000以
上の都市において、小売店の90％以上に自社商品を配荷できる体制をわずか5年で構築し
た。その裏では、8,000人の営業マンが、100万以上ある2次・3次卸、および小売店と直接
取引を行うことで、価格統制、マス広告と店舗施策の連動、不正の監視を徹底し、強力なコ
ントロールを行っている。

新興国の中小都市市場で成功するには、顧客へのリーチと流通網のコントロールを同時
に実現しなければならない。進出する都市数を急拡大させるとともに、幾何級数的に増加す
るリスクや戦略変数を制御するため、絶えず事業モデルを見直し、再構築する必要がある。

　
�「ネクスト・ビリオン」に着目せよ

新興国には、既に多くの企業がひしめく中間・富裕層市場以外にも、着目すべき消費者
層が存在する。私たちが「ネクスト・ビリオン」（次なる10億人）と呼ぶ人々である。地域に
より幅はあるが、年間所得がおよそ1,000ドルから5,000ドルの彼らは、収入では中間層と
最貧困層の間に位置し、1つの国に例えれば、GDP世界10位。大きな成長が見込まれる巨
大な消費者層である。彼らが収益のとれる顧客になる可能性は過小評価されてきたが、持
続可能なビジネスモデルを創造する企業も出てきている。

ネクスト・ビリオンは、実は支出の3分の1以上を必需品以外の買い物に充てている。しか
し、単なる既存商品の廉価版では彼らの多様なニーズをつかむことはできない。限られた
予算、狭い住居、安定しない電力や水。彼らの生活に寄り添った商品が求められているの
だ。この難しい消費者層を攻略するためには、3つの要素が重要だ。

まず価格に見合う、実質的なメリットを提供すること。ある企業は、携帯電話経由でイン
ドの農家向けに市場価格や天候など、メリットの大きい情報を盛り込んだサービスを提供
し、成功している。ネクスト・ビリオンにとって携帯電話への支出は負担が大きいが、それを
上回る経済性が評価されたためである。

次に、流通網の確保も重要だ。これには現地チャネルとの提携も有効である。ムンバイ
には「ダバワラ」というネットワークがあり、5,000名の配送員が、毎日20万食の弁当を高い
精度で配送している。ある携帯電話会社がこのダバワラを通じてSIMカードなどの販売を
始めたのを皮切りに、多くの企業がダバワラを活用している。

3つ目は、教育・啓蒙を伴ったマーケティングである。ネクスト・ビリオンは多くの商品に
なじみがないため、その効能を理解してもらうことから始める必要がある。前述のように、下
痢性疾患が社会問題であるインドの農村部で、ユニリーバが学校や現地のNPOと組み、
衛生的なケアの必要性と自社の石鹸の殺菌効果を実演したところ、売上は急拡大した。
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2015年には、世界のGDP成長の67％は、新興国の都市部から生み出されると予測され
るが、その成長の担い手はまさに彼らである。彼ら向けのビジネスモデルの確立は成長への
大きな礎となり得る。

 
最適なサプライチェーン構築に向けて

市場としてのみならず、サプライチェーンの基盤としても、新興国の重要性は増している。
震災によるサプライチェーンの混乱は、国内メーカーのみならず、海外企業までも震撼させ
た。これを機に調達先の多様化を急ぐ企業も多いだろう。

現在、物価高騰や労働需給の逼迫により、現地の賃金は高騰している。しかし、新興国
では、賃金の上昇を上回るスピードで生産性も向上していることを見逃してはならない。コ
ストを抑える手法として中小都市へのソーシング拠点のシフトを検討することはもちろんだ
が、単に低コストなだけではなく、環境にあわせ柔軟に運用できる、全体として最適なサプ
ライチェーンを再構築することが求められる（図表6-2）。

委託製造業者を活用すれば、需要の増減にあわせて生産能力の増強、削減を容易に行
えるが、より創造的な方法を編み出した企業もある。ある電子部品メーカーは、各工場の設
備などを統一し、全ての商品を同じやり方で製造することにした。これにより、ニーズや経
済環境の変化に応じて製造拠点や、商品の種類・量を自在に調整できるようになり、さまざ
まなボトルネックが解消した。特定の商品の一時的な大量生産には、労働集約型の仮設工
場を活用している企業もある。こうした工場は短期間で建設できるうえコストも安く、解体
や転用も容易である。

新興国でリスクに強い供給体制を構築するには、現地でのパートナーとなる、有力なサ
プライヤーの獲得や関係強化も必要である。新興国では特に、世界中の企業が少数の有

フェーズⅠ：
コスト削減

フェーズⅡ：
グローバル競争優位

フェーズⅢ：
サプライ基盤の
動的マネジメント

●主要な新興国にソーシング
チームを構築

●新興国サプライヤーとの
ネットワークがある

●新興国の位置づけは、「低
コスト」から「グローバル 
での競争優位」へと進化

●自社のバリューチェーンに
新興国のサプライヤーが
組み込まれている

●最適生産地ベースでのコ
スト削減を実施

●新興国をポートフォリオと
して持ち、市場環境の変化
に迅速に対応して動的に
マネジメント

図表6-2 新興国でのサプライ基盤構築の３つのステージ

出所: BCGデータベース
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力サプライヤーに殺到している。自社にとって重要なサプライヤーを特定し、有利な長期契
約や契約の規模拡大、サプライヤー側の生産性向上のための技術支援などを通じ、パート
ナー企業との間の多面的な信頼関係の強化に投資することも肝要だ。

サプライチェーン構築は、どのようなシナリオを想定し、備えるべきかを常に意識し、供給
ソース、物流動線、業務プロセスに至るまで、サプライ基盤の要素を動的にマネジメントす
る、新たなフェーズを迎えている。

市井　茂樹
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7.�変化の時代の組織戦略

東日本大震災は、緊急時の組織対応力の重要性を日本企業に再認識させた。ビジネス
のスピードが上がり、競合環境が厳しさを増す昨今、緊急時に留まらず、日常の企業活動に
おける意思決定のスピードと質、その実行力が、勝敗を左右する大きな要因になっている。

スマート・シンプリシティ
複雑化する競争環境で求められる組織戦略の鍵は、シンプルな組織構造の中で、メン

バーが企業の戦略実現のために自律性を持って働く状況を実現することにある。これを私
たちは「スマート・シンプリシティ」（スマートでシンプルな組織）と呼んでいる。その実現に
は次の3つのポイントがある。

①自社の置かれた競争環境の変化を理解する。
②ミドルのリーダーシップで部門の壁を突き破る。
③シンプルな組織構造を実現する。

組織戦略を考える時、すぐに「ハコ」（部門再編）の議論になりがちだが、実は、その前に
現場レベルで取り組めることが多 あ々る点を強調したい。

①の競争環境の変化の理解は、組織改革実行の前提として重要である。「最近、組織が
複雑で官僚的になった」「意思決定が遅く、思い切りがない」といった悩みは、突き詰めれ
ば、これまでうまく機能していた仕組みと、急激に変化した競争環境との間の不適合に起因
する例が多いからだ。

競争環境の変化は、本質的には、企業が「誰に、何を」売っているかという視点で捉えら
れる。例えば日本企業のグローバル展開では、「先進国に、日本で売れたもの」を売る旧来
のやり方から、「新興国に、当初からその市場向けに作ったもの」を売る形に移行している。

環境の変化に関わらず従来の組織体制を維持すれば、「売るモノ」や「支援リソース」が
多くの部門に分散する。その結果、より上位の組織階層で部門間の調整を行う必要が生じ
る。本来はユーザーに近いところで迅速に行われるべき意思決定が、ユーザーから離れた
ところで長時間かけて行われるようになるのだ。意思決定者と現場の間に、情報分析のた
めの様々な中間組織が立ち上がり、意思決定がさらに複雑化するケースもある。

現状分析が不十分だと、組織改革は拙速な組織再編に陥ったり、企業風土改善の名の
下、具体的な課題・打ち手が曖昧なまま、掛け声倒れに終わったりする危険性がある。

ミドルのリーダーシップで部門の壁を突き破る
前述のような状況で意思決定のスピードや質が悪化する事態に直面した時、まず大切な

ことは、マネジメント、特にミドルがリーダーシップをとり、部門の壁を突き破る行動に出るこ
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とである。ミドルこそが、縦と横のコミュニケーションを深め、意思決定のスピード、質、実行
力を高めるためのハブ機能を担うことができる。こうしたミドルの存在なしに、組織再編に
より「ハコ」をいじっても、スマートでシンプルな組織は決して実現できない。

ミドルのリーダーシップのポイントは3つある。第一は、縦（自部門のマネジメント）と横
（関連部門との連携）に投入する時間のバランスをうまく取ることである。時間配分が偏り
過ぎれば、部門内に閉じた守備範囲の狭い専門家になるか、顔は広いが実務的な知識は
浅薄なネットワーカーとなる危険性がある。ある調査では、横に使うべき時間は3〜4割程
度が目途とされている。

第二は、縦のマネジメントにおいて、上下の情報に通じ、自分なりの洞察に基づく判断が
できることである。下に関しては、普段より現場を観察することに加え、場所・人など独自の
情報源を持ち、最前線の事情に通じていることが大切だ。上に関しては、トップマネジメン
トが提示する戦略について表面的な解釈でなく、真意を深く理解し、自部門が置かれた文
脈の中で翻訳し、行動に落とせることが重要である。

第三は、横の連携において、インフォーマルなネットワークを築き、ここぞという時は、摩
擦を恐れず、実行をリードすることである。日頃から横のネットワークを構築し、目線や思
いを共有した人間関係を築くことは、真の情報入手や部門間連携の助けとなる。現場の状
況やトップの意志に関する深い洞察は、他者からの信頼・尊敬につながる。大義の実行に
あたり、部門間で利害の対立がある場合でも、ミドルの間に思いの共有や相互信頼があれ
ば、最終的には協働も可能となるだろう。

シンプルな組織構造の実現
部門の壁を突き破るミドルのリーダーシップが発揮され、組織機能が回復し始めたら、

「ハコ」の改革によりシンプルな組織構造を実現し、意思決定のスピード・質・実行力を揺
るぎないものとするチャンスである。

シンプルな組織構造を実現するには、3つのステップがある。まず、意思決定の仕組みを
「集権的」とするか「分権的」とするかを決定し、意思決定者を明確にする（図表7-1）。一
般に、市場環境や消費者ニーズが安定的で、企業活動が規模の経済を享受している状況
では、集権的な組織が望ましいとされる。反対に市場環境や消費者のニーズが常に変化す
る状況では、市場や消費者に近い現場の情報力や対応力を最大限に活用するため、分権
的な組織が有効と言われる。

現在の日本の大企業の典型的な課題は、市場ニーズが多様化し変化している一方で、集
権的・ボトムアップ的な組織構造を継続していることである。その結果、意思決定に時間が
かかり、多くのプロセスを踏む中で企画案のカドが削られ、独自性・創造性が不十分な案
に陥りがちだ。
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次に、各組織の機能の提供パターンが「専門的」か「統合的」か、という視点で設計する
（図表7-1）。一般的に消費者ニーズが多様化し、企業が様々な機能を合わせて提供するこ
とが求められる場合には、統合的な組織が望ましいとされる。例えば「先進国に、日本で
売れたもの」を売った時代には、海外部門は、商品開発部門とは独立し、海外市場開拓ノウ
ハウを専門的に深めることが求められた。一方、「新興国に、当初からその市場向けに作っ
たもの」を売る場合は、海外部門は商品開発部門と統合的な組織となることが望まれる。

意思決定者と各組織の機能提供パターンを設計した後、最後に確認すべきは、意思決定
に必要な階層（承認手続き）の数が妥当な範囲におさまっているか、である。公式な決裁、
非公式だが事実上必要な承認を含め、承認手続きが5回を超えるような場合は、設計の見
直しが必要だろう。

部門の壁を突き破るミドルのリーダーシップとシンプルな組織構造が両輪として機能し
た時、スマート・シンプリシティが実現されるのである。

東海林　一

専門的

機能の提供パターン

統合的

分
権
的

意
思
決
定
の
仕
組
み

集
権
的

●主要な新興国にソーシ
ングチームを構築
●新興国サプライヤーと
のネットワークがある

図表7-1 組織の「ハコ」を考える枠組

出所: BCGデータベース
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8.�シナリオ・プランニング

近年、リーマンショック、中東の民主化運動、東日本大震災と、従来型の「将来予測」で
は予見するのが難しい出来事が多発した。グローバル化が進み、ますます変化が激しくな
る中、事業環境の先行きは一層不透明になっている。将来が予測できない中で、どうしたら
戦略の質を担保できるのだろうか。

不確実な将来に備える
解決策の一つがシナリオ・プランニングの活用である。様々な未来像（=シナリオ）を想定

した上で、不確実性に備えるという視点で戦略立案を行うのである（図表8-1）。

“The Shell Global Scenarios to 2025”という本に、エネルギー大手企業、シェルがグ
ローバル戦略の評価のために行った2025年までの事業環境分析が紹介されている。同社
は、将来の世界のあり方に大きな影響を与える要因として、①市場による経済効率性の追
求、②コミュニティ精神の発揚による社会的な連帯、③国家による安心・安全の確保、の3
つを挙げている。この組み合わせの中で、シェルが想定するシナリオは3つ。例えば、その一
つ“Flags”は、各国の孤立化ともいえる世界観だ。コミュニティの連帯と国家による安全保
障の確保を人々が求める結果、グローバル経済の効率性が犠牲になるシナリオである。

このように、シナリオ策定においては、非連続的な思考で複数の未来像を想定する。シ
ナリオ自体から戦略が導かれることはない。自社の戦略を複数の未来像に投影して評価す
ることで、戦略の柔軟性と意思決定の質を高めることにこそ価値がある。

日本企業は一般に、仮定の議論を机上の空論と軽視する傾向がある。また、自社に不利
な事業環境の前提を、「やる気がない」、「縁起が悪い」と回避する場合がある。しかし、グ
ローバル競争で変化の予兆をつかみ損ね、後手に回るのは避けなければならない。

日本企業の特徴を踏まえて、シナリオ・プランニングを導入する上での工夫を2つあげて
おきたい。まず、実務責任者を巻き込み、短期間でシナリオを策定すること。次に、本格的
なシナリオ・プランニングに入る前に、実利を明確にすること。チェックリストを用いて、自社
の備えが不十分なトレンドをあぶり出すだけで、関係者の目の色が変わるものだ。

非連続な発想で未来を描く
シナリオ・プランニングは良いシナリオを構築することから始まる。良いシナリオの条件は

3つある。各シナリオが、非連続で想像力を刺激するものであること。シナリオごとに自社事
業の将来の姿が大きく変化するものであること。そして、シナリオ群が全体として多様な将
来の可能性をカバーしていること。

シナリオ構築は3つのステップで進めていく。ステップ1は、シナリオで考慮すべきトレン
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ドの選定だ。既存データベースやレポートの活用に加えて、社外の多様な分野の専門家と
の議論を通じて幅出しをするとよいだろう。こうして抽出したトレンドは、事業インパクトの
大きさ、自社の準備状況、不確実性の3つの視点で絞り込みを行う。特に注意すべきトレン
ドは、自社への影響が大きいことが分かっているのに、企業としての備えが不十分なもの
や、実際に起こるかどうか不確実なものだ（図表8-2）。

ステップ2では、絞り込んだトレンドをベースに、映画の1シーンを想像する要領で、未来
のイメージを具体化する。例えば、UNIFE（欧州鉄道産業連合）が2025年の世界の鉄道
産業についてのシナリオを策定した際は、次の3つのテーマを選んで、具体的な未来のイ
メージを議論した。

a）エコノミスト誌の2025年末特別号の表紙イメージ（マクロ環境）
b）2025年のジンバブエからスペインへのバナナ輸送の未来イメージ（市場・競争環境）
c）2025年の鉄道事業における入札指示書の内容（自社実務）

特定の場面を想起して、トレンドを意識しながら、様々な可能性を議論することがポイント
である。

ステップ3では、ステップ2から得られる具体的なイメージを統合して、体系だったシナリオ
をストーリーの形で構築する。前述の例では、次の4つの未来像（=シナリオ）が作られた。

①通信が発達し、人が移動しなくなる。
②再生可能エネルギーが普及し、自動車が運輸セクターの主要な位置を占める。
③中国が鉄道事業の覇者として世界を席巻する。
④鎖国主義が蔓延し、鉄道がローカルな輸送手段になる。

ほぼ確実な未来

将来を予測する 自社・業界への
インパクト

自社の準備状況

将来に備える

不確実な未来
（シナリオ）

注： 円の大きさは不確実性のレベルを示す。

トレンド

トレンド

図表8-1 “備えが全て” 図表8-2 事業へのインパクトが大きい割に
 備えが十分でないトレンドに着目

出所: BCGデータベース
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戦略オプションをシナリオでテストする
苦労して作ったシナリオも使い方を間違えては何の役にも立たない。「想定しうるシナリ

オの中で、いずれを選ぶべきか」「各シナリオの発生確率はどれくらいか」といった議論は、
シナリオと戦略を混同している代表的な例だろう。シナリオは、戦略をテストするリトマス試
験紙である。シナリオで特定の将来を想定することで、どのような事業機会や脅威がある
のか、現在の戦略からどんな変更が必要か、を浮き彫りにすることができる。

シナリオの具体的な活用方法は、大きく3つ考えられる。一つ目は、自社の戦略やビジネ
スモデルの磨き込みである。様々なシナリオに照らし合わせて戦略をチェックすることで、
不確実性への備えが格段に向上する。

仮に、新幹線のインフラ輸出戦略の検討に、前述の2025年の鉄道産業のシナリオを活
用することを考えてみよう。「中国が鉄道事業の覇者として世界を席巻する」というシナリオ
を想定すれば、知的財産権への対応を強化する必要性が強く認識されるだろう。「再生可
能エネルギーが普及し、自動車が運輸セクターの主要な位置を占める」シナリオを想定す
れば、新幹線と電気自動車を組み合わせた新たな社会インフラの可能性も議論の対象にな
るだろう。

二つ目は、組織能力面での課題の洗い出しである。組織が変化に対応する柔軟性とス
ピードは、そのまま業績に影響する。どのような形で変化の予兆を察知できるか、シナリオ
の影響は組織内の各部門の業務にどのような形で現れるのか、といった観点での組織力
の評価にもシナリオは活用可能だ。先ほどのシナリオ例でいえば、知財部門の強化や、R&D
（研究開発）の範囲を「電気を活用した移動手段」に拡大すること、などが考えられる。

三つ目は、参加型のシナリオ・プランニングの体験を通じた組織の活性化や一体感の醸
成である。シナリオ・プランニングに参加した役員やメンバーの多くは、固定観念を払拭で
きた、部門間の連携力が向上した、などの効果を実感している。

このように、立案したシナリオは組織内で共有することで、様々な形で戦略の立案・評価
に活用できる。ぜひ戦略的に活用していただきたい。

木村　亮示
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9.�変化の時代のリーダーシップ

「釜石の奇跡」という話をご存じだろうか。今回の地震・津波で多くの犠牲者が出た岩
手県釜石市。同地の小中学生、約3,000人のうち、99.8％が無事で、学校管理下にあった
子供たちだけをとれば100％の生存率だったという話だ。

例えば、大槌湾から800メートルほどのところにある釜石東中学校の生徒たち。停電で
校内放送が使えない中、彼らは自主的に校庭に集合。全員集まった段階で、すぐに高台に
向かって走り始めた。隣接する鵜

う の す ま い

住居小学校の生徒たちも、その様子を見て、校舎3階から
降りて後を追う。小学校はその後、津波に襲われ、3階に乗用車が突き刺さった写真が報
道された。小中学生たちは、予定の避難場所に着いた後も、危険を感じ、2度、さらに高台
へ移動した。途中で保育園児の一行に遭遇した際は、中学生が保育園児を抱えたり、台車
を押したりして避難を手伝ったそうだ。何より「避難マニュアルを鵜呑みにせず、危険を感じ
たら、自主的にさらに移動」というのが印象的だ。

この背景には、群馬大学広域首都圏防災研究センターの片田教授をはじめとするグルー
プが、2006年ごろから危機感を抱き、現地の教育委員会等とともに、徹底的な津波防災
教育を行ってきたことがある。訓練のキーポイントは次の3つということだ。

①普段から地震の際、どう逃げるかを決め、何度も訓練する。
②いざ起こったら、自分の安全を最優先にして避難する。
③訓練の内容は過去の災害データに基づいたものなので、鵜呑みにせず、その場で判断

する。

変化適応力の高い組織をつくる
震災後、日本でも「ニューノーマル」という言葉がよく聞かれるようになった。「ニューノー

マルの時代」というと何か新たな安定期に入ったように聞こえるが、そうではない。変化が
常態化し、予測し難い大きな変化がいつ起こるともしれない時代、言いかえれば「変化の
時代」に入ったということだ。釜石の中学生たちのように、変化に適応し生き抜く力をもつ
チームや組織をどうつくっていけばよいのか。そのためにはリーダーに何が求められるのだ
ろうか。

未知の変化への対応という点では、様々な探検隊とそのリーダーの話が参考になる。例
えば、本多勝一氏や西堀栄三郎氏は、初期の南極探検隊を率いたアムンゼンとスコットを
比較して論じておられる（「アムンセンとスコット（本多勝一集28）」、朝日新聞社、など）。

南極点到達という目的に向かって、徹底的に準備した上で、チームの自主性を重んじたア
ムンゼン。一方、科学調査と極点探検の二兎を追い、資力の余裕があったため、複数の運
搬手段を導入し、訓練の徹底を欠いたスコット。彼はまた、当時の階級制度を隊の運営に
持ち込み、上意下達型の組織管理を行っていたとも言われる。
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やや乱暴にまとめると、未知に遭遇する探検の現場では、「強力だが楽天的なリーダー
が、できる限りの準備と訓練をした上で、オープンなチーム運営をする」方が、結果を残す
可能性が高い、というのが本多・西堀両氏の結論のようだ。

企業経営の現場でも、環境の激変、競合の思わぬ動きなど、予測しがたい状況に直面す
ることが頻発する。加えて、金融危機後の市場の不安定性、ボラティリティの拡大を考える
と、変化の度合いも大きくなりがちだ。

「可能な限り、先を読み、徹底的な準備を行う」ことで、組織のリスク対応力は高まる。
またこれが、「やれることをやった」という安心感から、落ち着きと一種の開き直りをもたら
してもくれる。西堀氏は、初代南極越冬隊の隊長を務めたときの経験も踏まえ、周到な準
備あってこそ「ここから先は創意工夫で乗り切れる」という信念と楽観を持ちえる、と述べ
ておられる。

シナリオ・プランニングの手法で、発生確率は低くとも企業に重大な影響を与える非メイ
ンシナリオを考える。その上で、個別事業戦略、ポートフォリオ戦略、そして財務戦略の各面
で、可能な限りの備えを行う。これがあってこそ、リーダーたるもの、一種の開き直った楽観
に至れるのだろうと思う。準備と楽観——これに基づく経営が、変化適応力の高い組織を
生むのではないだろうか。

変化に対する肌感覚を育む
変化適応力の高い組織とそれを率いるリーダーのあり方。忘れてはならないのが、リー

ダー自身の「変化に対する肌感覚」作りだ。

世界的な人口増とサステナビリティの問題。新興国の勃興と米国一極集中からのシフト

図表9-1 信頼をベースにした協働型組織運営が適応力を高める
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がもたらす地政学的な不安定さ。あるいは、インターネットと情報技術の進化がもたらす情
報流通の経済性の変化。どれをとっても、中長期的なトレンドが、いよいよ実際に大きなイ
ンパクトを及ぼし始めた段階にある。こういったメガトレンドのどれか少なくともひとつにつ
いて、リーダー自身が自分の判断の基軸となる肌感覚を持つことが重要である。

メガトレンドに沿った大きな変化、例えば中東諸国の民主化の流れが、数年間の政治的
混乱とエネルギー価格の大幅上昇につながる、といったケースが起こったと仮定しよう。今
までの延長線上にない変化であるため、過去の経験では対応できないし、ひな形となる教
科書もない。あくまで、得られる範囲の情報と自らの感覚をもとに、ベストと思える判断を
し、企業をきちんと導いていくことがリーダーに求められるわけだ。この際に、一定の肌感
覚がないと、直観的な判断が正しい方向に向かう確率は当然低くなる。

ようやく日本企業のリーダー候補生が数多く新興国での駐在経験を積むようになった。
こういった流れを、サステナビリティや地政学的リスクといった通常のビジネスから少し離れ
た分野で、どう作っていくかが問われる。外交・安全保障の専門家との勉強会、あるいは環
境NPOや関連する行政との交流。ネットワークを広げ、一次情報を得る機会を増やしてい
くことが、結局は早道のように思える。

ニューノーマルの時代、すなわち変化の時代のリーダーとして機能していくため、あるいはそ
ういったリーダー予備軍を育てていくために、直接のビジネスにつながらない分野について
も、「健全な無駄」を持ち、肌感覚育成という視点を保ち続けることが重要だと信じている。

御立　尚資
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