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2020 年代には、学習のスピードにおける競争力が企業にますます求められるようになるだろう。テ

クノロジーが重要な役割を果たすのは確かだろう。AI は複雑なデータの中のパターンを著しいス

ピードとスケールで検出でき、ダイナミックな学習を可能にする。それにより組織は絶えず変化に適

応したり新しい機会を認識したりできるようになる。急速に変化する不確実性の高い環境にあって、

こうしたことがますます重要になる。 
 
しかし、単に AI を導入するだけでは、個々の活動の中での学習を加速できるだけで、企業として

の学習の競争力を高めるには不十分である。過去の革新的テクノロジーと同様、AI、そして、AI と

人間の組み合わせの潜在的可能性を十分に解き放つには、根本的な組織イノベーションが必要と

なる 1。言い換えれば、2020 年代に勝利をおさめるためには、リーダーは企業を「次世代の学習す

る組織」へと変革することが必要になるだろう。 
 

組織の再創造 

 
次世代の学習する組織を構築するには、次のような機能を果たせるよう組織を再設計する必要が

ある（図表 1）。 
 

• あらゆる時間軸での学習 テクノロジーの進化により、より迅速な学習の機会が増大すると同時

にその必要性が高まっていることはよく知られている。アルゴリズム取引やダイナミック・プライシ

ング、リアルタイムでカスタマイズされた商品レコメンデーションは、すでに多くの事業で現実と

なっている。しかし、ゆっくり進む潮流もまた重要性が増していることは、おそらく十分認識され

ていないだろう。たとえば、貿易制度、政治機構、資産階層、社会的態度などにおいて、ビジネ

スに深い影響を与えそうな変化がゆっくり進んでいる。ビジネスリーダーがビジネスだけに着目

し、このような広範な要因は不変、あるいは安定的なトレンドとして扱えた時代は過ぎ去った。し

かし、このような変化は長年あるいは何十年もかけて進んでいく。企業が成功を持続するために

は、あらゆる時間軸で同時に学習していかなければならないのである。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/222101
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/corporate-strategy-business-no-longer.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/competing-rate-learning.aspx


2 
 

 
 
• 人間とマシンの最適な組み合わせ 何世紀にもわたってマシンはビジネスの不可欠な構成要

素であったが、AI時代には、従来はホワイトカラーの仕事と考えられてきた領域にマシンが急速

に侵入する可能性が高い。マシンは、単に人間に指示された、人間が設計したプロセスを実行

するのではなく、学習・適応ができるようになり、そのために、将来の組織では大幅に拡大した

役割を担うようになるだろう。将来も人間は欠くことができないが、インテリジェント・マシンにより

補完あるいは代替されたときには、人間の職務はまったく異なるものとなるだろう。 
 

• 企業の境界を超えた経済活動の統合 企業はますます、多様なプレイヤーを包含した複数企

業によるエコシステムをベースに活動するようになっている。実際、世界の時価総額上位 10 社

のうち 7 社、および収益性がきわめて高い企業群の多くが、プラットフォーム型事業を営む企業

である。エコシステムは学習の可能性を大幅に拡大する。飛躍的に増大するデータへのアクセ

スを提供し、迅速な実験を可能にし、より多くのサプライヤーや顧客のネットワークと接続する。

こうした潜在的可能性を生かすには、企業の境界を引き直し、エコシステムを運営する企業の

枠を超えた経済活動に効果的に影響をおよぼすことが求められる。 
 

• 組織の継続的な進化 ダイナミックな学習の必要性は、顧客接点に関連した機能だけでなく、

企業内部の活動にもあてはまる。新しい情報を活用して、ダイナミックで不確実性の高い環境

での競争をうまく戦うためには、外部環境が変化するなかで組織のコンテクスト自体が進化でき

ることが必要となる。 
 

現在の組織は安定した事業環境にあわせて設計されており、上述のような機能にはあまり適して

いない。次の 10 年に向けた組織の再創造には、以下の 5 つの必須課題への取り組みが求められ

る（図表 2）。 

図表1 次世代の学習する組織

エコシステム

企業

個人

スコープ

ミリ秒 日 10年

時間軸

マシン 人間

従来型組織

年

出所：BCGヘンダーソン研究所
© Boston Consulting Group 2019. All rights reserved.

https://sloanreview.mit.edu/article/the-myths-and-realities-of-business-ecosystems/
https://sloanreview.mit.edu/article/the-myths-and-realities-of-business-ecosystems/
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1. シームレスな学習を実現するためにテクノロジーを統合する。 

 
2. 人間の認知力を新たな高次元の活動に集中させる 

 
3. 人間とマシンの関係性を再設計する。 

 
4. より広範なエコシステムを育成する。 

 
5. 上述のような新たな状況に応じてリーダーやマネジメント層のあり方を再考する。 
 

 
 

シームレスな学習を実現するためにテクノロジーを統合する 

 
新たなテクノロジーは強力ではあるが、単に既存のプロセスの個々のステップを強化するだけなら、

漸進的な効果しかあげられないだろう。組織の学習の実効速度は、新しいインサイトに基づいて行

動する組織の能力に左右される。そして、伝統的な組織は、人間の意思決定と階層に依存している

ため、ゆっくり動く。 
 
学習のスピードをアルゴリズムの時間尺度まで加速するためには、組織は自動化だけでなく、事業

の重要な部分を「自律化」することが必要になるだろう。従来の自動化では、マシンは予め設計され

たプロセスを繰り返し、一貫性をもって実行する。自律化では、マシンは継続的フィードバックを活

用して動き、学び、独力で――人間の介入というボトルネックなしに――適応する。 
 

図表2 将来の企業に求められる5つの必須課題

出所：BCGヘンダーソン研究所
© Boston Consulting Group 2019. All rights reserved.
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自律的なシステムは、さまざまなテクノロジーを組み合わせて統合されたラーニングループをつく

ることにより設計できる。デジタル・プラットフォームからのデータは自動的に AI アルゴリズムに流れ

込み、アルゴリズムが新しいインサイトや意思決定を促進するための情報をリアルタイムで取り出す。

これらはアクション・システムに直接つながっており、状況が変化するなかでアクション・システムが継

続的にアウトカムを最適化する。これらのアクションがさらに多くのデータを生み出し、それらのデー

タはサイクルを通じてフィードバックされ、ループを閉じ、組織がアルゴリズムのスピードで学習でき

るようにする。 
 
自律的なラーニング・システムをすでに導入した組織もある。たとえば、アマゾンのプライシング&

商品レコメンデーション・エンジンをはじめとする数十の機能は、新しい情報が生じると学習し適応

する AI システムにより運営されている。そして、これらのシステムは相互に接続されているため、事

業のどこかの部分からの新しいデータやインサイトは他のすべての機能へと流れていき、それぞれ

の機能がそれに反応する 2。 
 
これと対照的に、従来型の組織アプローチ（例：不変のルール、階層型意思決定プロセス） は、

テクノロジーが可能にした迅速な学習の可能性を企業が活用する能力を妨げる可能性がある。

BCG の「スマート・シンプリシティ」に関する研究が示したように、今日の組織はすでに、柔軟な協働

を促進するために官僚主義や繫雑性を取り除く必要性に直面している。自律的な学習とより効果的

な人間同士の協働を可能にするために、リーダーは、AI などの新しいテクノロジーの導入とともに、

組織を単純化する努力を倍加する必要がある。 
 
自律的学習を活用するための企業の打ち手として以下のようなものがあげられる。 
 

• プラットフォームや IoTなどの新しいテクノロジーの活用により、ビジネスのあらゆる側面のリアル

タイム・データを収集する。 
 

• データや意思決定システムと統合した AI を広範囲に展開する。 
 

• 日常的なデータに基づく意思決定には、人間の階層を組み入れない。 
 

人間の認知力を新たな高次元の活動に集中させる 

 
自律的学習が広範に導入されるようになると、当然のことながら、将来の組織では人間はどのよう

な役割を担うのだろうかという疑問が生じる。現時点ですでに、テクノロジーが猛スピードで仕事を破

壊的に変えていくことに対する懸念が広がっている。将来の仕事のあり方を形作り、組織の学習能

力を最大化するためには、企業は人間の認知力を人間ならではの強みに集中させる必要がある。 
 
AI には大きなパワーと可能性があるものの、その認識の範囲は本質的に限定される。AI はデータ

の相関（例：“A と B には相関がある”）を著しいスピードとスケールで、かつ、きわめて複雑なレベル

で分析できる。しかし、因果関係の推論（例：“なぜ A と B には相関があるのか”）や反事実的思考

（例：“Aと Bには相関が見られないが、相関があるとしたらどうだろう”）のような高レベルの論理的判

断はできない 3。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/capabilities/smart-simplicity/default.aspx
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人間は、こうした AI にはできない高次元の活動に集中的に取り組むべきだ。たとえば相関分析は

一般に、短いサイクルで何度も繰り返される活動についての学習には十分に有効だが、政治、社会、

経済のトレンドのようなゆっくり動く潮流についての学習にはあまり有用ではない。こうしたゆっくり進

む変化は独特で、歴史的な背景や流れに左右される。つまり、パターンを見つける基となる、繰り返

し現れるデータセットが存在しないということだ。このような潮流を読み解き、それを基に組織を適応

させるためには、因果関係の理解や限られたデータからの一般化のような、人間ならではの能力が

必要になる。 
 
そして、企業が想像による競争力を高めることがますます必要になるため、反事実的思考もまたき

わめて重要である。既存のビジネスモデルが通用する期間が短くなり、長期的成長率が低下してい

るが、これは、企業が持続的に成長するためには、継続的に新しいアイデアを創り出さなければなら

ないということを意味している。今日の企業は、暗黙のうちに効率と短期的財務業績が最大化できる

ように設計されている場合が多く、想像力向上の助けになるとはいえない。組織が個人および集団

の想像力向上をもっとうまく促進することが必要になるだろう。 
 
アップルはその先進的な事例といえる。1997 年にスティーブ・ジョブズ氏が同社 CEO に復帰した

とき、それまで支配的であったエンジニアリングや財務の機能ではなく、デザインを企業カルチャー

の中核に据えた。デザインは人間の創造力や想像力を活用して新しいアイデアを生み出すが、デ

ザインを重視することで、iPhone などの斬新な製品を創り出すことができ、それが同社が後に時価

総額世界首位となる大きな要因となった。 
 
想像やパターン化しがたい事象の解明のほかにも、組織設計やアルゴリズム・ガバナンス、倫理、

パーパス（存在意義）など、人間が優位性をもつ活動は多々あろう。このような人間ならではの活動

の領域では、組織はチームの能力を最大限引き出すためにダイナミックな協働をもっと効果的に行

うことが必要になるだろう。そのためには、直接的な指示命令によるのではなく、状況に対応した迅

速な意思決定や学習が盛んに行われる組織コンテクストを醸成することで自己組織化や実験を促

進することが求められる。 
 
最後に、こうした新たな活動は認知機能への要求水準が高いことを認識する必要がある。これは、

未処理業務が爆発的に増え、ミーティングが果てしなく続き、情報があちこちに存在する時代には

特に難しい問題である。組織には、人間が熟考する技を育み、認知機能の過重な負担を避けられ

るようにすることも求められるだろう。 
 
人間が自らの価値を最大化できるよう、組織はどんな支援ができるのだろうか。 
 

• 想像力を刺激するために、従業員を見知らぬ情報や特異な情報に触れさせる。 
 

• 非構造的な熟考のための時間を予定に入れ確保する。 
 

• ダイナミックな学習や適応を可能にする新しい働き方を促進する。 
 

  

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/global-landscape-of-corporate-vitality.aspx
https://hbr.org/2017/09/how-to-regain-the-lost-art-of-reflection
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人間とマシンの関係性を再設計する 

 

ここまで考えてきた 2 つの課題は、マシンと人間の対照的な優位性を組み合わせた、ハイブリッド

な学習する組織を求めている。マシンはビッグデータの中の複雑なパターンを迅速に特定する能力

が高い。一方、人間は、複雑な因果関係を解明し、新しい可能性を想像する能力に優れている。こ

の両方を組み合わせれば、組織が高速と低速の両方の時間軸で学習することが可能になるはずだ。 
 
しかし、ハイブリッドな組織では、人間とマシンがますます新しい、より効果的なやり方で協働しな

ければならなくなる。そこには、同時に複数のレベルや時間軸での思考を求められる仕事や、人間

がマシンよりはるかに優れるもうひとつの領域である社会的交流が必要な仕事などが含まれる。した

がって、組織は人間とマシンの双方の最大限の能力をひき出し、シナジーを最大化するために、人

間とマシンの関係性を再考することが必要になるだろう。 
 
仕事の種類により、異なるタイプの人間と AI の関係性が求められるだろう 4。 
 

• 最適化やパターン認識（特に著しいスピードとスケールでの）が主体となる仕事では、人間はマ

シンにとって代わられる可能性が高い。たとえば、現在、個人向けローンの提供企業が行って

いる多くの業務は、AI が行うことができる。このような場合は、人間は付加価値をつけるために、

より高レベルの新しい仕事に重点を移すことが必要になるだろう。 
 

• 社会的交流も求められる仕事では、最適化に関連した部分はマシンが担うようになるかもしれな

いが、共感や思いやりのあるメッセージを届けるためには「ヒューマン・レイヤー」が不可欠であ

ろう。たとえば MIT は、産科病棟で患者の病歴やスケジュールの制約、過去の経験に基づき、

患者と看護師をマッチングし、希少なリソースを配分するロボットを開発した 5。結果として、看護

師と医師は、患者と直接接して共感やパーソナライズされたケアを提供することに、より多くの時

間を使うことができるようになった。 
 

• 最適化より創造力が多く求められる仕事では、創造力や想像力を増補するインテリジェント・マ

シンが人間を補完する可能性が高い。たとえば、イノベーションとテクノロジーのエキスパートで

あるモーリス・コンティ氏は「デザイン生成ツール」について語っている。デザイン生成ツールは、

一連の予め設定されたパラメーターに基づいて自動的に新たな可能性をつくり出し、人間のデ

ザイナーに新しいアイデアの刺激を与えることができる。 
 

• 最後に、創造力と社会的交流の両方が求められる仕事では、人間が今日と同様の中核的責任

を担うことになるだろうが、的を絞った AI アプリが人間のスキルを最大化する手助けをするだろ

う。たとえば、グーグルの元従業員が率いるスタートアップ企業とグーグルは、「ナッジ・エンジン」

と呼ばれるシステムを開発した。ナッジ・エンジンは、AIを活用して従業員やマネジャーに、彼ら

の仕事の効果・効率や意欲を高めるパーソナライズされた提案を提供する 6。 
 

こうした新たなタイプの人間とマシンの関係性が成功するためには、シームレスな協働を可能にす

る人間とマシンのインターフェースを開発する必要がある。現在の AI モデルは、答えに至った過程

が説明できるように設計されておらず、そのために信頼を得にくい「ブラックボックス」になりがちであ

る。組織は、AI がどのようにレコメンデーションをつくるのかを透明化するインターフェースを開発・

導入し、人間がマシンの行動を理解し検証できるようにすることで、こうした障害を乗り越える必要が

https://bcghendersoninstitute.com/video-interview-ai-superpowers-with-dr-kai-fu-lee-5359e5919613
https://bcghendersoninstitute.com/video-interview-ai-superpowers-with-dr-kai-fu-lee-5359e5919613
https://www.ted.com/talks/maurice_conti_the_incredible_inventions_of_intuitive_ai?language=en
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ある。同様に、人間とアルゴリズムは処理能力と複雑性という面で調和をとりにくい。人間とコン

ピュータの間のコミュニケーションにおける抽象化や要約のレベルを適切に設定することがきわめて

重要である。要約しすぎると、細かいニュアンスが表に出ず、人間のイノベーションの基となるティン

カリング（いじくりまわしてみること）が妨げられる。一方、要約が不十分だと人間の監督者に多大な

負荷がかかってしまう。 
 
たとえば、グーグル傘下のディープマインドによる眼疾患を見つける AI システムは、2 段階で作動

するよう設計された。最初の段階では画像のどの特徴が眼疾患と関連しているかを特定し、次の段

階でそれらの特徴に基づいて疾患を診断する。このような構造により、医師は画像の何によりそれ

ぞれの疾患と診断されたかがわかり、医師らのシステムへの信頼が高まる 7。 
 
人間とマシンのインターフェースのフロンティアはまだ不確実性が高いが、いくつかの必須課題が

浮かび上がってきている。 
 

• 仕事を自社の課題に応じてセグメント分けし、それぞれに対して人間とマシンを適切に組み合

わせて配置する。 
 

• 人間とマシンの協働関係をより重点的に活用する。 
 

• 人間が信頼し理解できる説明可能なアルゴリズムを開発する。 
 
より広範なエコシステムを育成する 
 
伝統的な生産モデルでは、企業は直線状のバリューチェーンで事業を営み、狭い範囲の製品を

提供していた。しかし、経済活動はますますエコシステム、すなわち、従来の業界の境界を超えた複

雑で流動的な企業のネットワークの中で連携して行われるようになっている。 
 
エコシステムは多様なプレイヤーの情報と組織能力を組み合わせて、新たな進路を探求したり市

場について学習したりするエコシステム全体の能力を増強する。また、予測できない機会の出現に

対応した、新商品・サービスの迅速な開発も可能にする。将来の事業環境は従来よりさらに複雑で

予測できなくなると思われるため、これらの利点が不可欠になるだろう。 
 
しかしながら、これらの利点を実現するには新たな組織ロジックが求められる。エコシステムは、熟

考したうえでの計画とコントロールではうまくマネジメントできない。組織はエコシステムから生じるシ

グナルに対応するために適応力を高める必要がある。具体的施策としては、柔軟で迅速に対応で

きる社内プロセスの導入などがあげられる。そして、より有益な方向へとエコシステムに間接的に影

響をおよぼすための「シェーピング（協創）」の組織能力を構築する必要がある。具体的には、エコシ

ステム内の他のステークホルダーをある方向に動くよう動機づけするプラットフォームを設計するな

どの施策があげられる。 
 
エコシステムは、製品開発・提供の新手法であるだけでなく、「バックオフィス」組織にも新たな機会

をもたらす。「ギグエコノミー」が拡大し、企業は外部のフリーランスの人材を大規模に活用できるよう

になり、それにより柔軟性を高めるとともに、多様なスキルにアクセスできるようになる。しかし、労働

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy.aspx
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力を共有するプラットフォームを活用するには、同様に従来の指揮統制型ではない間接的なマネジ

メント手法が必要になる。 
 
たとえば、オランダのテクノロジー企業、フィリップスは自社事業の多くの領域でエコシステムを編

成している。製品サイドを見ると、同社のヘルスケア部門はバリューチェーンのいくつかの段階でエ

コシステムに参画している。大学の研究室やロボティクス企業、スタートアップなどで構成されるイノ

ベーション・エコシステム、同社のテレヘルス・アプリをベースとして多くのデジタル・ヘルスケア・

パートナーを結びつける販売・サービス・エコシステムなどがある。同社はまた、フィリップス・タレン

ト・プールという労働力共有プラットフォームも構築した。このプラットフォームにより、同社となじみの

あるフリーランサーのプールを管理し、彼らの仕事の質をモニターしている。 
 
社外および社内の仕事を柔軟で進化するエコシステムとしてとらえ直すことで、企業はより激しい

変化やより高い複雑性に対応できるようになる。これを実現するためには、組織のあらゆる側面を市

場原理にさらし、新たな機会に対応して学習し適応できるようにすることが求められる。そして、新し

い情報に自動的に適応し、アルゴリズムのスピードでの学習と資源配分を可能にする社内システム

も必要になる。こうした組織能力を組み合わせれば、環境に応じて絶えず学習し進化する「セルフ

チューニング・エンタープライズ」を創ることができる（図表 3）。 
 

 
 
エコシステムのパワーを組織全体で、および組織の枠を超えて活用するために、リーダーは次の

ようなことを行わなければならない。 
 

図表3 セルフチューニング型組織はダイナミズムや複雑性にうまく対応できる

出所：BCGヘンダーソン研究所
© Boston Consulting Group 2019. All rights reserved.

市場

実験

シナリオ

セルフチューニング型組織

デジタル・
プラットフォーム

伝統的組織
アジャイル

組織

自動化された
組織

アルゴリズム的
組織

ダイナミズム

複
雑
性

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2015/business-unit-strategy-growth-self-tuning-enterprise.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2015/business-unit-strategy-growth-self-tuning-enterprise.aspx
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• 外部パートナーを巻き込んで将来に向けた共通ビジョンを創る。 
 

• 大規模な協働や情報共有の組織能力を身につける（例：プラットフォーム、API）。 
 

• 適応力を高めデータをうまく活用できるよう社内プロセスを再設計し、自社組織が「セルフ

チューニング」の状態になれるようにする。 

 

マネジメントとリーダーシップのあり方を再考する 

 

ここまで述べてきた課題は総じて、従来とは大きく異なる組織の設計・運営のしかたが求められて

いることを示している。それはすなわち、リーダー層の役割を大きく変えることになる。特に、マネ

ジャーやリーダーはいくつかの新たな難しい課題に注力することが必要になるだろう。 
 
AI や自律的マシンのガバナンス原則を策定する マシンが学習やアクションでより大きな役割を

占めるようになると、ガードレールや優先順位を設定するうえでのリーダー層の役割の重要性がさら

に増す。過去 10 年間は、新しいテクノロジーの将来性や潜在力がテクノロジー企業に迅速に動くラ

イセンスを与えたような状態だったため、彼らはこうした問題を回避できた。しかし、テクノロジーへの

社会的監視が高まるにつれ、ガバナンスや信頼、倫理に関わる問題が世間の注目を浴びるように

なってきた。そして、AI がより広範に取り入れられていくにつれて、あらゆる企業がこうした難しい問

題に対処しなければならなくなるだろう。 
 
すでにこうした問題に取り組み始めている企業もある。たとえばマイクロソフトは、企業が AI システ

ムを導入する際に、公正さや説明責任、透明性を含む倫理的原則をどう展開するかを学ぶのを支

援する、新しいリーダー・ポジションをつくった 8。 
 
人間の継続的に学習する能力を解き放つ 人間が高レベルの思考にますます重点を置くようにな

ると、新しいスキルを学習し訓練することが必要になるだろう。これは 1 回限りの学習ではなく、求め

られる能力は、予測不能な進化を続けると考えられる。したがって、学習がワークフローに埋め込ま

れていること、そして、キャリアの初期にまとめて行われるのではなく、変化するニーズに対応して行

われることが必要になろう。さらに、組織は従業員との間の「ラーニング・コントラクト（学習の契約）」、

すなわち、新しい役割に求められる新しいスキルの継続的習得に対する相互のコミットメントに投資

することも必要になるだろう。 
 
エコシステムでリードする 組織のスコープがより広範なエコシステムを包含するようになると、リー

ダーは新たなアプローチをとる必要がある。従来型の「機械論的な」アプローチは、組織のアクショ

ンは完全に計画・コントロールできるという前提に依存していたが、これはもはや有効ではない。リー

ダーは、企業が予測できない進化を続ける複雑なシステムに組み込まれていることを前提とした「生

物学的」な考え方を取り入れる必要がある。たとえば次のようなアプローチが考えられる。現在の知

識で十分と思いこむのではなく、環境について学び適応しようとする実験的なアプローチでマネジメ

ントする。予測できない結末に対して準備するため、レジリエンスに優先的に取り組む、などだ。 
 
適応力の高い組織を編成・調整する セルフチューニング型組織を運営するには、組織のリー

ダーの役割についても同様に、従来とは異なる考え方が求められる。リーダーは自身の責務を、

チームをコントロールしたりオペレーションに直接介入したりすることではなく、人間とマシンで構成

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/how-learning-contracts-can-drive-industrious-revolution.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/think-biologically-messy-management-for-complex-world.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/think-biologically-messy-management-for-complex-world.aspx
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される複雑でダイナミックなシステムを編成・調整し、大きな成果を生み出せるようガイドすることだと、

再定義すべきである。BCG の元 CEO、ジョン・クラークソンは 1990 年に執筆した論考ですでに、将

来のリーダーのあり方は「クラシック音楽の指揮者」型から「即興で演奏するジャズグループのリー

ダー」型へとシフトするだろうと述べている。 
 
結果として、マネジャーの日々の活動は変わっていくだろう。組織の実際に「マネジメント」できる側

面は少なくなっていくため、直接的な意思決定という形の従来型マネジメントは縮小していくだろう。

一方、マネジャーは自身を意思決定者というよりむしろコーチと考えて、自身の活動を、企業の状態

やコンテクストの形成など、より高いレベルへとシフトさせていく必要がある。 
 
 
2020 年代に勝利をおさめる組織は、今日の組織とは大きく異なる様相を呈するだろう。異なる組

織能力を活用し、オペレーションのスピードや影響のスケールが異なり、異なる組織構造や役割・責

任を含んでいるだろう。そして、そうした組織は、ここまで述べてきたすべてのことを可能にするため

に、異なるリーダーシップ・モデルを具体化するだろう。 
 
しかし、実際に現在の状態からあるべき姿へ転換するのは容易ではないだろう。自社組織に必要

なトランスフォーメーションを実行するために、どうしたらリーダーは複雑な変革の科学をマスターで

きるかについて、この「2020 年代の勝利をめざして」シリーズの今後の論考で考察する。 
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