
1 
 

 

 

 

 

バイオニック・カンパニー： 

人間とテクノロジーが融合する新時代の組織 

 

 

Rich Hutchinson、Lionel Aré、Justin Rose、Allison Bailey 

 

テクノロジーの進化によりバイオニック・カンパニーの時代の扉が開かれた。ここで言う「バイオニッ

ク」とは、人間の生物的機能や能力がマシンやテクノロジーにより増強された状態をさす。人間とマ

シンの能力を組み合わせて活用する組織は、優れた顧客体験と顧客リレーションシップを生み出し、

生産性の高いオペレーションをつくり上げ、きわめて速いペースでイノベーションを起こしていくだろ

う。 
 
顧客の企業・ブランドとのリレーションシップやイノベーションへの要請が高まっている。また、競合

企業は自動化により生産性向上をおし進めている。さまざまな業界の企業が AI や機械学習の活用

を進めている。数年後には、これらの組織能力の組み合わせと、低コストで活用可能になるデータ

センサー、コンピュータの演算能力、記憶装置、モバイル・コネクティビティ、ロボティクスがあいまっ

て、顧客リレーションシップや業務プロセスは、完全には自動化されないとしても、根本的に増強さ

れるだろう。 
 
こうした進展の主な障害は、もはやテクノロジーそのものではない。障壁となるのはむしろ、テクノロ

ジーのパワーを十分活かすことができる、適切な企業のあり方を見つけ出すことである。ビジネス

リーダーは次の 2 つの問いについて熟考する必要がある。ひとつは、バイオニック・カンパニーとは

どのようなものか。もうひとつは、従来型企業が組織を新たなモデルに転換するには、実際にどんな

道筋をたどればよいのかだ。 
 
その答えのすべてがわかっているわけではないが、いわゆるデジタル・ネイティブ企業（アリババ、

アマゾン、グーグル、ネットフリックス、セールスフォース、テンセント、テスラなど）は明確な方向性を

示している。大胆なトランスフォーメーションの真っただ中にある、より歴史のある企業も同様である。 
 
将来の企業はどのようなものになるのだろうか。その姿が見えてきつつある。中心には「パーパス」

と「戦略」がある。パーパスとは、その企業の存在意義であり、戦略とは、その存在意義をどのように

実現するかである。そして、企業がバイオニックな組織として活動することを可能にするイネーブラー

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/223800


2 
 

が 4 つある。そのうち 2 つはテクノロジーとデータに関するもの、ほかの 2 つは人材と組織に関する

ものである。それらの結果として 3 つの側面での新しいビジネスのやり方が可能になる（図表）。これ

らについて、以下で解説していきたい。 
 

 
 

パーパスと人間の力 

 
マシンが人間を変えていくとはいっても、人間は企業の本質であり続ける。実際、バイオニック・カ

ンパニーの真のパワーは、人間の創造力をさらに解き放つところにある。マシンはイネーブラーにす

ぎない。 
 
企業がバイオニックなオペレーションへと移行していくにつれて、パーパスと戦略が従来にもまして

重要になる。これらは、迅速に動く自律的なチームを鼓舞し、同じ方向に向け協調させるうえで不可

欠な要素である。バイオニック・カンパニーは、ビジネスの結果とそれぞれのチームが担っている仕

事とを関連づける「WHY の切れ目のない連鎖」を築くうえできわめて高い効果を発揮するだろう。 
 
従業員の役割が「業務プロセスの実行」から「業務プロセスの設計」へと変わるのにともない、企業

はマネジャーや従業員にどのように新しいスキルを習得させるか、そして、このような破壊的変化の

期間に彼らをどう動機づけるかに、多大な注意をはらう必要がある。人材をひきつけることは、ひとつ

には、企業が従業員の高水準のエンゲージメントを生み出すようなやり方でパーパスと戦略を実現

できるかどうかにかかっている。さらに社会――すなわち、顧客と株主――も企業に今までより多く

のものを求めるようになると予想される。社会で建設的な役割を果たす企業は高い株主利益を実現

するため、将来の企業は社会の期待に応えることをめざすようになるだろう。 
 

新しいビジネスのやり方 

 
バイオニック・カンパニーでは、以下の 3 つの側面で新しいビジネスのやり方が可能になる。 

出所: ボストン コンサルティング グループ分析
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パーソナライズされた顧客体験と顧客リレーションシップ 

デジタルテクノロジーがすでに B2B 企業と B2C 企業双方の顧客との関係性を大きく変えているが、

それはまだ始まったばかりだ。 
 
今までのところ、もっとも顕著な変化が起きているのは顧客チャネルと顧客体験においてである。イ

ンターネットや e コマース、モバイル端末などのテクノロジーと、ますますパーソナライズされた分析

を可能にするアナリティクスの進化があいまって、今日の顧客は企業に、自分たち自身のことや自

分たちの嗜好を理解することを求めている。彼らは、オンラインおよびオフラインのチャネルを通じた

シームレスな、1 日 24 時間・週 7 日にわたるパーソナライズされたサービスを期待している。 
 
同時に、サーチエンジン、レコメンデーション機能、ソーシャルメディアなどにより、マーケティング

活動は「企業からの（一方向の）働きかけ」から「（双方向の）対話」に変わった。顧客にとっては透明

性の度合いがわからないため、企業には、信頼できること、優良な商品・サービスを提供すること、そ

して、顧客にとって好ましいソーシャルメディア・サイトで顧客と関わりあうことが求められる。これを

もっともうまく行う企業が、ブランドの評判を増幅させる支持者層を築きあげる。 
 
顧客体験はまだ発展途上の段階にあり、その最先端は進化を続けていくだろう。コネクティビティと

帯域幅の拡大、音声認識、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、複合現実（MR）により、好ましいコミュ

ニケーション・モードにさらなる変化がもたらされるだろう。また、顧客体験のデジタルの部分と人間

による対応の境もぼやけてきている。店舗スタッフがデジタルツールを活用して顧客に優れたサー

ビスを提供したり、仮想空間で顧客をサポートしたりしている。たとえば中国の企業は、販売スタッフ

に地元の顧客とソーシャルメディアを通じて継続的にやりとりするよう求め、結果として売上を 10～
30%伸ばした。時間の経過とともに人間が対応するチャネルとデジタル・チャネルの区別は薄れ、バ

イオニックになっていくだろう。 
 
そして、もっとも重要な変化がさらに深いところで進んでいる。企業が商品・サービスの販売中心の

モデルから、顧客リレーションシップの深耕を基にした顧客起点のビジネスモデルへと移行するに

つれて、多くの産業のビジネスモデルは変質しつつある。数年前には、一般消費財企業が自社商

品を購入した顧客について、大括りの地域や人口統計的属性の情報よりさらに詳細なデータを得る

ことはできなかった。また、B2B 企業が中小規模の顧客企業をすべて知ることは不可能だった。しか

し今日では、タイヤ販売企業は主要な都市のブロックごとの需要を的確に予測でき、それによりサプ

ライチェーン全体を最適化することが可能になり、販売機会を逃がさずにすむようになった。 
 
顧客とのデジタル空間での交流や 1 日 24 時間・週 7 日にわたるつながりにより、パーソナライズさ

れた「セグメント・オブ・ワン」の関係性を大規模に展開することが実行可能になっただけでなく、必

須課題となっている。かつては商品を売るというシンプルな事業を行っていた企業は、今や自社商

品を欲しいと思う可能性のある人々一人ひとりについての情報を蓄積するデータベースを構築しつ

つある。企業は状況に応じて適切なタイミングで適切な場所で、顧客と関わりあう。たとえば、ある機

器製造企業の金融サービス子会社は、自社顧客と競合企業の顧客のリース契約が終了する機器を

すべて把握し、自社ブランドへの乗り換えのターゲットとすべき顧客を予測できるようになりつつある。

企業は顧客について、個々の顧客をひきつけてから、エンゲージメントを高め、最大の価値を提供

し、長期的なロイヤルティや支持を築くに至るまでのライフタイム全体にわたって考えている。さらに、
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リレーションシップ型ビジネスモデルの追求により変わるのは顧客エンゲージメントだけではない。プ

ライシング、指標（例：ライフタイムバリュー、顧客獲得コスト）、商品戦略、収益モデルといった事業

の基本的要素も変化する。 
 
業界により、こうした変化の道筋のどこにいるかは大いに異なる。SaaS（サービスとしてのソフトウェ

ア）を提供する企業のように、このような変化を完了した企業もある。しかし、消費財や産業財、金融、

通信業界の企業のように、まだまだ先は長いという企業も多い。 
 

バイオニック・オペレーション 

今日の業務プロセスの大部分は人間により行われている。そう遠くない将来には、ほとんどすべて

の業務プロセスやオペレーションがマシンにより高度に増強されるか、場合によってはマシンにより

行われるようになり、その多くは AI アルゴリズムを活用しているだろう。 
 
マシンは多機能の業務より単一の業務にもっとも適しているものの、人間がやることの多くを行うこ

とができ、多くの場合、人間より高速かつ効率的に業務を遂行する。マシンは感知し（安価なデータ

センサーで）、記憶し（クラウドサーバーとデータレイクで）、意思決定し（AI とアドバンスト・アナリティ

クス、および、モバイル・コネクティビティで）、操作する（ロボットや自動運転車を用いて）ことができ

る。これらの機能のますます多くを、手ごろなコストで行えるようになっていくだろう。そして、マシンや

AI により自動化あるいは増強された業務プロセスが十分発展すれば、限界費用も低下し、よりしっ

かりしたものになっていく。 
 
もっとも重要なことは、マシンは着実に学習していくということである。マシンを使った業務のパ

フォーマンスが一度、人間の能力を超えると、ラーニング・カーブとエクスペリエンス・カーブを登っ

ていき、マシンを活用したオペレーションを導入した組織に先行者利益と強力な長期的競争優位性

をもたらす。（ただし、そこにはトレードオフがある。マシンは予測できない状況や変化する状況に対

してうまく適応できないため、企業はどこにどうマシンを適用するのがもっともよいかを判断する必要

がある。） 
 
単純なプロセス（例：バックオフィスの RPA）だけでなく、より付加価値が高く複雑なプロセスでも、

すでにこのような進化が起こっているのが観察される。後者には、社内オペレーション（例：営業部

門の最適化、生産予測、メンテナンスの最適化、製造の自動化）と、顧客エンゲージメント（例：e コ

マースにおける顧客への提案の選択、ダイナミック・プライシング、パーソナライズされたプロモー

ション）が含まれる。 
 
マシンや AI が企業のオペレーションのより多くの部分を担うようになると、人間の役割もいや応なく

変わっていく。マシンにより増強あるいは自動化されるプロセスを設計し、時間とともにそれを向上さ

せていくために、人間が行う新しい業務が多数つくられていくだろう。まさに、中長期的に仕事の特

性の根本的変化――人間による業務プロセスの実行から、人間による業務プロセスの設計と監査

へ――が起こると予想される。こうした変化から価値を実現するためには、長年行われてきた業務プ

ロセスを大幅に再設計して人間とマシンが協働できるようにすることが求められる。デジタル・ネイ

ティブ企業は最初からこの種の協働ができるよう設計できるのに対し、多くの従来型企業はここで悪

戦苦闘している。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/192152
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バイオニックなプロセスの構築とマネジメントには、抜本的に新しい働き方の導入が求められる。そ

れを理解することがきわめて重要である。このようなプロセスをもっとも迅速に構築するには、特定の

目標や成果を課された、多くの専門分野にわたるチームを編成して、達成するための最良の方法を

見出せるよう権限移譲するとよい。こうしたチームにはプロダクトオーナー（プロダクトに関する意思

決定の責任者）がいて、チームは明確なミッションを持ち、アジャイル手法で仕事を進める。後述す

るように、このようなチームやプロセスの経済性や働き方を全社の組織に次々と浸透させていくので

ある。 
 

新商品・サービス、新ビジネスモデル 

継続的なイノベーションが将来の企業の顕著な特徴となるだろう。データやテクノロジー（AI を含

む）、人材の組み合わせにより、バイオニック・カンパニーは新商品・サービスを絶え間なく継続的に

開発して市場に投入できるようになるだろう。そのなかの多くは新しいビジネスモデルや顧客インタ

ラクション・モデルをもともなうものとなるだろう。最近の歴史を少し振り返ってみよう。アマゾンは数十

年の間にオンライン書店から、オンライン・マーケットプレース、クラウドコンピューティングのリーダー

企業、ホーム・エンターテインメントの有力企業、ヘルスケア業界の恐れられるディスラプター、自動

車や食品宅配のような異なる業界への主たる投資企業へと進化した。 
 
そして、おそらくアリババほど革新的な新サービスを通じた成長と拡大の可能性の好例となる企業

はないだろう。アリババは 20年の間に、オンライン・マーケットの淘宝（タオバオ）、Tmall、アリババク

ラウド、アリエクスプレス（国際的バイヤー向けオンライン小売）、物流プラットフォームの菜烏網絡

（ツァイニャオネットワーク）、螞蟻金融（アント・フィナンシャルサービスグループ）、信用スコアリング・

システムの芝麻信用（セサミクレジット）を立ち上げてきた。 
 
向こう 10～20 年の間にさらに多くの企業が、新商品開発・市場投入の組織能力を次のように変革

していくと私たちは見ている。 
 

• 中央集権的な R&D 機能から、数百の革新的で権限移譲された商品開発チームへ 
 

• アイデアをトップダウンで指示するやり方から、いくつかの迅速な実験プロジェクトを並行して進

めるポートフォリオを組み、経営トップ層がそのなかから成功する可能性の高いものを見出し、

迅速に拡大できるやり方へ。 
 

• 熟考したうえで調整され順位づけられた新商品・サービス投入から、より迅速なペースでの更

新・改良へ 
 
もっとも成功をおさめるのは、自社の従来の中核市場や中核商品群の外へ踏み出すのをいとわな

い企業だろう。こうした企業は、既存アセット（顧客基盤、流通チャネル、ブランド、資本など）を活用

して自社の新しいベンチャーを手ごわい優位性で武装するだろう。 
 

テクノロジー・イネーブラー 

 
将来の企業が活用するテクノロジーは、2 つの重要な観点で、今日の企業が活用しているテクノロ

ジーとはまったく異なる様相を呈するだろう。 
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データと AI 

バイオニック・カンパニーの血液にあたるのがデータである。データがマシンと AI に命を吹き込む。

企業は、人間が意思決定をするシステムから、人間と AIが共同で意思決定を行うシステムへ移行し

ていくだろう。それにともない、アドバンスト・アナリティクスのインプット材料としてさまざまな情報源か

らデータを収集し、マネジメントし、活用する能力を構築することが必要になる。これは、次のようなこ

とができるようになることを意味する。 
 

• 顧客体験とオペレーションのほぼすべての側面についてのデータを生成する 
 

• すべての情報源からのデータをすぐに活用できる状態で保持するデータレイクを構築する 
 

• 組織全体にデータサイエンスのスキルとテクノロジーを埋め込む 
 

• アルゴリズムの訓練のために結果・成果を追跡する 
 

• 継続的な学習とイノベーションをマシンと AI のオペレーションに組み込む 
 
決定的なのは、データが最大の価値を創出できるユースケースを企業が特定することが必要にな

るということだ。潜在的可能性のある事例は尽きることがない。たとえば、生産における予測メンテナ

ンスや機械制御、サプライチェーンにおける先進的生産フロー、在庫管理、輸送、営業・マーケティ

ングにおける次善策の提案、プライシング、プロモーション、マーケティング・メッセージなどなど。成

功は、最適なユースケースを選択し、データにアクセスし、AI とアドバンスト・アナリティクスを活用し、

組織とプロセスを適応させ、インサイトを基にビジネスの打ち手を考案して実行し、結果を追跡し、

ラーニングループを形成するところから始まる。 
 
バイオニック・カンパニーにとっては、大きな競争優位性が 2 つ生じる可能性がある。ひとつは、独

自のデータを生成する企業や独自データにアクセスできる企業が、少なくとも短期的には、優位性

を得るということだ。現在、デジタル・ネイティブ企業はこのような優位性を築こうとたゆまぬ努力を続

けている一方、多くの従来型既存企業はまだ本格的に開始してはいない。しかし、アドバンスト・ア

ナリティクスを自社のもっとも重要なプロセスや意思決定に組み込む技を習得する企業は、もうひと

つの、さらに大きな優位性を獲得するだろう。 
 

モジュラー・テクノロジー 

バイオニック・カンパニーは、テクノロジーという側面では 2 つの相互に関連した転換を行わなけれ

ばならない。一つ目は、事業ユニット別のレガシー・システムが混在した状態から、全社共通の次世

代テクノロジー・スタックへの転換である。二つ目は、基本業務プロセスを実行する手段としてのテク

ノロジー・システムから、（デジタル・ネイティブ企業で使われているような）完全にモジュール化され

た水平型レイヤー構造のテクノロジー・プラットフォームへの移行である 1。これにより、迅速なイノ

ベーションと主要プロセスや顧客体験のカスタマイズが可能になる。多くの企業は中間的段階を経

てこうした転換を行っていくことになるだろう。つまり、データをアクセス可能にし、主なユースケース

をサポートできるようにするために、デジタル・ネイティブ企業が使っているようなモジュール型のテク

ノロジー（たとえば、マイクロサービス、コンテナ技術、クラウドベース・インフラ、データ&プラット

フォーム・サービス、API など）へ徐々に移行することで中核システムを転換していく。この段階で、

アジャイルや DevOps（デブオプス、開発チームと運用チームの協調・連携を高めることでシステム
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開発・運用の生産性や品質を高める手法）も広範囲に展開する（もし、まだそうしていなければだ

が）。 
 
アマゾンやセールスフォース、ウーバーのような先進的デジタル企業は、完全に疎結合化された

全社共通の次世代テクノロジー・プラットフォームを備えており、それにより、全事業にわたって標準

オペレーション・プロセスへのアクセスが可能になっている 2。それらのシステムには、ディープデー

タ、高度なアナリティクス・レポーティング、ワークフロー・マネジメント、そして、このようなプロセスやリ

ソースの社内外の利用者とのつながりやすさといった組織能力も組み込まれていることが多い。こう

したモジュラー・テクノロジー・プラットフォームは、社内外のプロセスや体験に関する成果物やアウト

プットをつくり出すために活用しやすい。結果として、イノベーションを迅速に起こせる。たとえば

セールスフォースのヒューマン・リソース・チームは、新入社員受け入れアプリ（入社時期、受け入れ

体制、集合場所、コンピュータの手配などを追跡）をたった 2 週間で作成できた。 
 
テクノロジー・スタックやテクノロジー機能の改革という課題やそこへの投資を軽視すべきではない。

企業は、大規模で体系的なシステム刷新から、データやトランザクションを重視した柔軟なアプロー

チへと移行することで、1 日目から次世代テクノロジー・スタックの利点を活用でき、より大きく、より速

く前進できることに気づくだろう。このようなアプローチをとれば、早い段階から速やかに価値を創出

でき、そして最終的には期待どおりの迅速な適応を可能にするアーキテクチャを開発できるのであ

る。 
 

人材・組織面のイネーブラー 

 
バイオニック・カンパニーでは、自律的なチームを基にした組織体制で、新しいアジャイルな働き

方をするようになるため、人材と組織は従来よりいっそう重要になる。 
 

デジタル人材 

バイオニック・カンパニーをめぐる今日までの議論の多くは、マシンがより多くの業務を担うようにな

ることにともなう雇用喪失の問題に主眼がおかれていた。その移行がディスラプティブ（破壊的）にな

ることには疑いの余地はない。しかし、経営層にとって、移行への取組みの前に第一の問題となる

のは、将来、自社にはどんな人材が必要になるかということだ。私たちの見解では、人材の重要性

は今までよりさらに高まる。人間の能力が、業務プロセスの設計・監査・革新に（業務プロセスの実行

とは対照的に）より多く充てられるようになるため、プロセス設計やテクノロジーのスキルをもつ人材

の必要性が急速に高まる（すでに重大な問題となっているが）。柔軟で適応力が高く、学習能力の

高い従業員もきわめて重要になる。 
 
デジタル・プロセスやデジタル・プロダクトの構成の重要性が増すため、優れたプロダクト・マネ

ジャー、およびユーザー・エクスペリエンスやインターフェースのデザイナーは必須の要件となるだ

ろう。まず顧客のフリクション（現状とあるべき姿のギャップ）やペイン・ポイント（悩みの種）を特定し、

それからテクノロジー・エンジニアと協働してそれらの問題を解決するためのテクニカル・ソリューショ

ンを探し出す人材を、あらゆる企業が必要とするだろう。具体的なソリューションの設計・実装には

データサイエンティストやデータエンジニアも同様に重要になる。必要なスキルセットに新しいテクノ

ロジーがすでに大きな影響をもたらしている重要機能では、人材のシフトがかなり進むだろう。たとえ
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ばマーケティングでは急激にアナリティクスの必要性が高まっており、従来のクリエイティブやブラン

ドビルディングのスキルは依然重要でありながらも、もはやスキル構成の一部にすぎなくなっている。 
 
現在の多くの従業員がバイオニックな将来に求められるスキルを持ち合わせていないため、その

移行には劇的な変化がともなうだろう。企業はさまざまな打ち手をとる必要がある。もっとも重要なの

は、既存スタッフの再教育である。伝統的産業のいくつかの企業の経験から、再教育が再配置より

も効果的であることがわかっている。そのほかの主な手段として、既存従業員を退職させたり既存委

託先との契約を解消したりしたうえで、新しいニーズに対応できる別のソースの人材を採用あるいは

活用することがあげられる。 
 

ダイナミックなプラットフォーム型組織 

バイオニック・カンパニーの構築に向けたもっとも重大な変化のなかには、組織構造、働き方、リー

ダーシップの変革もある。 
 
組織構造 現在の企業は、明確に定義された事業ユニットや事業慣行を基に設計されている場合

が多い。個々の市場別の損益計算書や製造・オペレーション施設などはその一例だ。そして、本社

機能やセンター・オブ・エクセレンス（CoE）が存在する場合でも、ほとんどの業務プロセスはビジネス

ユニット長や国・地区の幹部、工場長によりマネジメントされている。 
 
結果として、組織ユニットとそのトップマネジメントにより業務プロセスがカスタマイズされ、ユニット

間の共通点より相違点の方が多い例がよく見られる。企業は優秀な人材にビジネスミッションを深く

理解させ、そうした人材に事業ユニットを効果的に運営させてきたため、このような構造は数十年も

の間うまく機能してきた。 
 
しかし、バイオニック・カンパニーにおいては、デジタルと人間が協働するプロセスには、必然的に、

より標準化された要素が多くなるはずだ。そこにはいくつかの経済的要因がある。第一に、AI はア

ルゴリズムの訓練のためにマスデータが必要であり、ソフトウェアは広範囲で有効であるために標準

化されたデータを必要とする。第二に、人材が希少であるということは、企業はすべての市場や事業

ユニットに各市場・ユニット専用のテクノロジー機能を設置することはできないことを意味する。第三

に、コストが低下してきたとはいえ、投資効率を高めるためにはテクノロジーを十分標準化し、モ

ジュール化する必要がある。別の言い方をすると、一つの営業部門だけの販売データを使ってプラ

イシング・アルゴリズムを訓練することはできない。あるいは、それぞれのユニットの同じことを行う

別々のシステムに投資することは筋が通らない。 
 
バイオニック・プロセスには高水準の標準化や新しい働き方が求められるため、プラットフォーム型

の組織構造が出現する。私たちの経験によれば、企業はたいてい主要な業務ユニット、あるいはバ

イオニック・プロセスを 30～50、特定できる。そこには、顧客対応、前線サポート、オペレーション、

バックオフィスのプロセスが含まれる。 
 
バイオニック・プロセスはもはや、完全にであれ部分的にであれ、事業ユニットが所有するものでは

なくなるだろう。むしろ、ビジネスミッションとサービス・コミットメントを持ったアジャイル・チームにより

構築され、マネジメントされるようになるだろう。それらのプロセスがまとまって、顧客や前線、オペ

レーション・チームをサポートするプラットフォームを形成する。適切に運営されれば、営業・マーケ

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/216299
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ティングやオペレーションのチームは社内的活動の多くから解放され、営業、マーケティング、サー

ビス、オペレーションの中核ミッションにさらに集中的に注力できるようになるはずだ。 
 
経済のモジュール化が進むと、バイオニックな組織構造は従来の雇用の壁も超えて拡大する。企

業はエコシステム（セールスフォースの顧客リレーションシップ・マネジメントやアマゾン・ウェブ・サー

ビスを思い浮かべてほしい）を活用して組織能力のギャップを埋めるようになるだろう。より多くの

人々が、特定の企業に属さずにプラットフォーム上で働くようになるだろう（ウーバーやリフトのドライ

バーのように）。 
 
新しい働き方 バイオニック・カンパニーには新しい働き方も必要になる。私たちはこのモデルを

「アジャイル・アット・スケール」と呼んでいる。バイオニック・プロセスを設計・マネジメントするチーム

は、アジャイル手法を活用するだろう。アジャイルチームへの人材配置にあたっては、人材を採用・

育成する機能は、実際の業務を担当するチームとは切り離される。これは、業務を担当するチーム

のリーダーが特定の役割向けに人材を採用し、チームのオペレーションを直接マネジメントする従

来型モデルからは劇的な変化である。そして、当然のことながら、こうした新しい組織構造や働き方

が円滑に動くように、チームを配置し、支出を計画し、戦略をマネジメントし、インセンティブを決定し、

協働のしかたを監督する新しい業務運営システムが必要になる。 
 
リーダーシップ リーダーシップにも大きな影響がある。リーダーがマネジャーに指示し、マネ

ジャーがその指示を部下に伝える、旧来の階層型組織の時代は過ぎ去る。バイオニック・カンパ

ニーではミドルマネジメントは縮小し、3 つのリーダーシップ・スタイルが浮上する。一つ目は、アジャ

イルチーム内のプロダクトオーナーの役割を担い、自身が仕事をすることでリードするスタイルだ。こ

うしたリーダーはプレイヤー・コーチとして活動する。二つ目は、「チャプター」のリーダーである。

チャプターとは、同じ専門性を持つ人材のグループで、さまざまなアジャイルチームに対して横断的

に機能面の支援を行う 3。チャプターのリーダーは、優れた専門人材の採用・育成の責任を負い、そ

うした人材のコミュニティをつくる。各アジャイルチームで必要となる専門人材は、プロダクトオー

ナーの要請に応じて、チャプターのリーダーが適任者を選んで送り込む。 
 
三つ目として、上級幹部はシリコンバレー流のリーダーシップ・スタイルに適応しなければならない。

企業の目標を設定し、それらの目標を行うべき仕事に落とし込み、適切な組織能力をもつチームを

配備し、組織の方向性を合致させ、障害を取り除く。この種のリーダーは日々の意思決定にはあまり

関与せず、迅速にビジネスを進めるために一歩離れて見ている。目標を設定し、成功しているチー

ムに経営資源を追加投入し、チームの仕事が完了するか、取組みが失敗したときは経営資源を再

配置する。 
 

＊   ＊   ＊ 
 
テクノロジーはもはや、顧客エンゲージメントや成長、効率向上、価値創造の大きな躍進の障害で

はない。むしろ、ほとんどの企業は、人間が行う業務プロセスや旧態依然とした組織モデル、分散し

たシステム、不十分なデータやデータへのアクセス不能、業務プロセス設計・デジタル分野の人材

不足など、旧来のオペレーティング・モデルに起因する障壁に直面している。 
 
バイオニック・オペレーティング・モデルへの変革は、ほとんどの企業にとってきわめて大きく困難

な課題となろう。CEO は新しい企業運営のしかたを設計する際は、将来のビジョンの構想から始め
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る必要がある。この論考が、そのビジョンの青写真や設計原則を検討するうえで参考になれば幸い

である。 
 
CEO が直面するもうひとつのきわめて重要な課題は、そのようなトランスフォーメーションをどのよう

に立ち上げるかである。私たちの経験から言うと、きわめて迅速に進めている伝統的企業が行って

いることがいくつかある。まず、そのような企業は、自社事業の中核部の大きなユースケースを数個

選ぶところから始めている。そのうえで、大胆に変革するために前述のすべての組織能力やイネー

ブラーを追求している。そして、3 つの成果、すなわち、実質的なビジネス上の価値、顧客の便益の

拡大、組織の真の変革にこだわっている（ロレアルはマーケティングでこのようなアプローチをとった。

タタ・スティールはサプライチェーンのデジタル化に適用した）。バイオニックな組織がどんなもので、

それによりどんな恩恵がもたらされるかを、企業が十分見通せるようになれば、さらに大規模な展開

への進路が明らかになり、かつ、必要になるだろう。 
 
 

注： 
1. コングロマリットや多角化企業では、根本的に異なる種類の事業向けに別のシステムが必要になる場合もある。 
2. システムの疎結合化については、『BCG デジタル経営改革』（日経 MOOK、日本経済新聞出版社）、『デジタ

ル革命時代における銀行経営』（金融財政事情研究会）で経営の視点から解説しておりますので、ご興味を

お持ちの方はご覧いただければ幸いです。 
3. 「チャプター」など、基本的なアジャイル組織については、『BCG が読む経営の論点 2020』（日本経済新聞出

版社）所収の「3 アジャイル・オーガニゼーション」で解説しておりますので、ご興味をお持ちの方はご覧いただ

ければ幸いです。 
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