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ほとんどの組織の現在の状態と、次の 10 年に成功するためにあるべき姿との間には大きなギャッ

プがある。2020 年代に勝利をおさめるのは、変化する現実にあわせて常に学習・適応し、新たな形

で AI と人間の知恵を組み合わせ、ビジネス・エコシステムの利点を活用することができるように設計

された企業だろう。こうした将来あるべき姿に到達するには、根本的なトランスフォーメーション（構造

改革）が求められる。 
 
このような変革の取り組みは、けっしてたやすいものではないだろう。多くの企業には、深く根付い

た、階層と人間の意思決定の上に成り立つオペレーション体系がある。こうした企業は社内プロセス

を再設計し、新しい組織能力とビジネスモデルを構築することが必要になるだろう。さらに、ダイナ

ミックに変化するビジネスの特性により、一度きりの変革にとどまらず、テクノロジーと競争の進化に

遅れずについていくための継続的な大規模変革の組織能力が求められるだろう。 
 
一般に従来の組織変革の実行アプローチはあまり効果的とはいえない。チェンジマネジメントはた

いてい、どんな場合にも通用する汎用的なものと考えられ、もっともらしい経験則をベースにしてい

る。しかし、私たちの研究によれば、短期、長期の両面で成功しているトランスフォーメーションはお

およそ 4 件中 1 件にすぎず、成功率は下降傾向にある。一方で、成功の報酬は著しく高い。過去

10 年間のきわめて大規模なトランスフォーメーションの成功した場合と失敗した場合の差は、累積

するとその企業の時価総額に相当するほどになりうる。 
 
リーダーは、検証結果やアナリティクス、最新テクノロジーを活用した新しい変革アプローチをとる

必要がある。言い換えれば、以下の 5 つの原則に基づく、最新鋭の組織変革の科学を適用しなけ

ればならない（図表 1）。 
 

1. 根拠に基づいて変革プログラムを設計する。 
 

2. 画一的ではなく、個々の状況に応じた変革戦略を用いる。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/223800
https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/223800
https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/223800
https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/222101
https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/222101
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3. 不確実性や複雑性を前提としたチェンジマネジメントを行う。 
 

4. テクノロジーを活用して、変革実行に最適な人材を特定する。 
 

5. 変革プログラムを強化するために最新の科学を活用する。 
 

 
 

根拠に基づいて変革プログラムを設計する 

 
変革の実行方法の検討にあたっては、勘や経験を基にすることが多かった。代表的なトランス

フォーメーション・プロジェクトでは、顧客アンケートや進捗レポートのような主観的データに毛が生

えたようなものに基づいて、プログラム設計、戦術とバリューレバーの選択、継続的マネジメントが行

われている場合が多い。しかし、ますます多くのデータが入手可能になるとともに、新しい分析手法

の開発が進むなかで、実際に何が有効で、何は有効でないかを実証的に解明できるようになってき

た。リーダーはこれらを活用して、根拠に基づくトランスフォーメーション・アプローチを適用する必要

がある。 
 
大きな変革プロジェクトを実施した米国の大企業、数百社についての私たちの実証的分析から、

いくつもの学びが得られている。もっとも成功した企業群は、短期的には、効率の改善に加えて、投

資家の期待を設定し直すための説得力あるストーリーを明確に伝えていた。長期的には、R&D 支

出の増加のような、売上成長を拡大するための施策を実施していた（図表2）。これらの企業はまた、

その場その場の改善の連続ではなく、オフィシャルなトランスフォーメーション・プログラムを立ち上

げ、それらのプログラムに十分な投資を行っていた。そして、業績の悪化に反応してではなく、まだ

好調なときに、機先を制してトランスフォーメーションを開始していた。 
 
次の 10 年に成功するために、リーダーはあらゆる種類の変革が求められる状況に対して、このよう

な根拠に基づくアプローチを適用すべきである。そうすることで、トランスフォーメーションを「問題が

起きてからの不可避の対応」から、「競争上の機会」へと変えることができる。たとえば不採算事業の

買収とトランスフォーメーションを成功させるうえでも、実証的分析が役に立つ。私たちの研究によれ

図表1 組織変革の5つのカギ

出所：BCGヘンダーソン研究所
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https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/transformations-people-organization-that-work-why.aspx
https://sloanreview.mit.edu/article/the-truth-about-corporate-transformation/
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/preemptive-transformation-fix-it-before-it-breaks.aspx
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ば、このような「ターンアラウンド M&A」ディールはリスクが非常に高いものの、それを乗り越えるため

の実証済みの方法が存在する。具体的には、ターンアラウンド・プロジェクトを早急に立ち上げ意欲

的なシナジー目標を設定する、重要なソフト面の問題に留意する、などだ。たとえば、パーパス（存

在意義）が明確に定義されている企業は、ターンアラウンド・ディールで著しく高い成果をあげており、

変革の過程における従業員の意欲を高めることの重要性を示している。 
 

 
 
同様のアプローチが、景気後退のような外部環境の変化への企業の対応についても有効である。

景気後退期にはほとんどの企業で業績が悪化するが、好業績をあげる企業がごく少数、存在する。

こうした好業績をあげた企業はその他の企業と何が違っていたのかを、歴史的解析によりつきとめる

ことができる。 
 
では、根拠に基づくトランスフォーメーション・アプローチを適用するには、リーダーはどんな手段を

講じればよいのだろうか。 
 
• 個人的な経験や経験則だけに頼るのではなく、さまざまな歴史的根拠から示唆を抽出する。 

 
• 自社のそれぞれの変革がおかれた状況に適した示唆を見出し、それに基づいてプログラム・デ

ザインを最適化できるよう、分析の組織能力を構築する。 
 

• 機先を制して変革を行えるよう組織内に危機感を醸成する。 
 

個々の状況に応じた変革戦略を用いる 

 
組織変革は、どんな状況でも汎用的なチェンジマネジメントが通用する単一の種類の課題とみな

されることが多い。その結果、変革プロジェクトのほとんどが共通の構成要素から成る処方箋に従っ

て実施される。たとえば、中央集権型のプログラム・オフィス、定期的なパルスチェック、予め設定さ

図表2 実証的分析結果：パフォーマンス・ドライバーは時間軸により異なる

37

40
24

35

25
41

1年 5年
注： 対象期間の直前2年間に業績が大幅に悪化していた企業のうち、業界内の第70百分位～95百分位に位置する企業(異常値を除くため)の所定期間の業界平均に対する

相対TSR(株主総利回り)に基づく。
出所：S&P Capital IQ、BCGヘンダーソン研究所分析
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https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/increase-your-chance-success-transformative-mergers-acquisitions.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/increase-your-chance-success-transformative-mergers-acquisitions.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/creating-urgency-amid-comfort.aspx
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れたマイルストーンに対する進捗度や効果の測定、明確な終了日を設定した単発のプロセス、と

いった具合だ。 
 
しかし現実には、課題や要件が著しく異なる多くの種類の組織変革が存在する。リーダーは、組織

トランスフォーメーションをさまざまな構成要素に分解して、それぞれの要素に対する適切なアプ

ローチを理解する必要がある。 
 
変革が行われる組織の状態はさまざまであり、図表 3 の右側の絵に示すようにさまざまな地形を含

む「風景」にたとえることができる。この風景のなかの一つひとつの地点が、組織にありえるさまざま

な状態に相当する。組織は「高地」をめざそうとする――「高地」は高い業績にあたる。図表 3 の左

側の図に示すように、2 つの軸にそって異なる変革の状態が考えられる。ひとつは、目的地は明確

か（目標）。もうひとつは、現在地から目的地に到達するための明確な道筋があるか（方法）、である。 
 

 
 
変革の課題をこのように分解して考えてみると、5 つのタイプの変革戦略が必要なことが見えてくる。

それぞれの戦略には、根本的に異なるチェンジマネジメントのアプローチが求められる。 
 
• 計画的に進む これは組織変革の伝統的なアプローチである。目標が明確で、そこに到達する

までのステップが明白な場合、このアプローチが適切である。たとえば世界有数の金融グルー

プの HSBC は、「非中核的な拠点からの撤退」と「過剰な組織階層の削減」という、明確に定義

された方策により事業の簡素化と効率化を確実に実現できる機会があることを見出した。同社

は、明快なコストと利益の目標を設定し、それらの目標に対する進捗を管理・報告し、説明責任

を明確に定義するという典型的な目標指向のアプローチで、このプログラムを実行した。 
 

• 川を渡る 目標は明確だが、そこに到達する道筋がわからない場合には、この戦略が適切であ

る 1。たとえばスターバックスは、2008 年の時点で顧客ロイヤルティを向上させる必要があること

を認識していたが、どうしたらそれを実現できるかははっきりわかっていなかった。そこで、変革

プログラムを詳細に策定するのではなく、もっとも良い方策を見つけるための実験的アプローチ

図表3 状況により異なる変革戦略が必要

探し回る

出所：BCGヘンダーソン研究所
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https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/your-change-needs-strategy.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/transformation-value-creation-strategy-hsbc-simplifying-organization.aspx


5 
 

をとった。ソーシャルメディアのような新たな領域でパイロット・プログラムを実施し、それらの取り

組みから学習し、自社の目標に向けて具体的な進展があった打ち手を拡大展開した 2。 
 

• 山を登る 変革の方法ははっきりしているが、最終的にめざす状態が明らかでない場合は、こ

の戦略が必要になる。たとえばディア・アンド・カンパニー（ジョン・ディア）は、IoT の重要性がま

すます高まることは認識していたが、テクノロジー投資には、容易に軌道修正できるオープンエ

ンドのアプローチをとった。最初から最終目標を定義するのではなく、正しい方向に向かってい

ると確信できるいくつかの MVP（Minimum Viable Product、市場に提供可能な最小限の製品）

から始めた。そして、それらの製品の価値についてよく学んだ後に、「これらを基に、より広範な

サービスをつくる」ことをめざし、最終的には、恐らく予測できなかったような状態に到達するだ

ろう 3。 
 

• 探し回る たとえば次の大きな機会を探す場合など、目標も方策もわからなくても変革を追求す

る場合もあるかもしれない。そのような状況にはこの戦略が必要になる。たとえばリクルートは、

「Ring」という従業員向けの新規事業提案制度を設けている。Ring では、どの従業員でも、既

存商品・サービスに関連するものにとどまらず、あらゆる領域の新規事業を提案できる。このプ

ログラムには毎年 1,000 件を超える新しいアイデアの応募があり、そのなかから同社の主要事

業に育ったものもある。 
 

• 沼から脱出する なかには、緊急に大きな改革を行うことが唯一の明らかな必須課題だという状

態に直面する企業もある。このような場合には「沼から脱出する」戦略が必要になる。たとえば米

国の家電量販店大手、ベストバイは 2012年に厳しい脅威に直面して、「我が社は変わらなけれ

ば死ぬ」という精神で取り組んだ 4。同社は大胆で実用的な打ち手を、徹底的な評価は行わず

に実行した。それらが、困難な状況から迅速に抜け出す最善の機会だったからだ。 
 

 多くの企業が次の 10 年に向け自社を変革するために行わなければならない取り組みのような、

大きなトランスフォーメーション・プログラムには、これらの戦略を組み合わせることが求められる。す

なわち、さまざまなチェンジマネジメントのアプローチを、次々に、あるいは事業の別々の領域で同

時に、適用しなければならない。したがって、企業はそれぞれのタイプの変革に効果的に取り組む

組織能力を構築する必要がある。 
 
リーダーが状況に応じて多様な変革戦略をうまく活用するためには、次のような課題への取り組み

が必要となる。 
 

• 自社に求められる変革課題の種類と、それぞれの種類の変革で求められる戦術を理解する。 
 

• 複雑なトランスフォーメーションを構成要素に分解して、それぞれの要素に応じた変革戦略を選

ぶ。 
 

• 複数の種類の変革を同時に実行するための組織能力とリーダーの能力を構築する。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/172182
https://www.bcg.com/ja-jp/perspectives/172182
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不確実性や複雑性を前提としたチェンジマネジメントを行う 

 
企業は伝統的に「機械論的な」考え方で経営されてきた。この考え方は、知る必要のあることはみ

な知ることができる、起こる必要があることはみな計画できる、必要な変革はみな直接的介入により

実行できる、ということを前提としている。 
しかし、企業は、相互に作用しあう人々と複雑でダイナミックな環境により成り立っている。そのため、

他の生態系と同様に、入れ子になった複雑な適応システムのように動く。下位レベルのシステム

（例：個人）は上位レベルのシステム（例：チーム、事業部門、企業、業界、国家経済、社会）に組み

込まれ、どこかのシステムのなんらかの変化が他のシステムに意図せぬ予測不能な影響をもたらす。 
 
今日、個人やシステムの間の相互作用はさらに複雑になってきている。デジタル化の結果、従業

員や企業、経済圏がつながりあい、生産が従来型の静的なサプライチェーンよりもむしろ、複数企

業で構成されるダイナミックなエコシステムの中で編成されるようになってきたからである。こうした変

化にともない、チェンジマネジメントへの機械論的なアプローチはますます適さなくなっている。リー

ダーは、不確実性や複雑性を認識して、より現実的に対処する、「生物学的」アプローチをとる必要

がある。 
 
生物学的マネジメントにはいくつかの原則がある。 
 

• 静的なソリューションを策定するのではなく、何が有効かを見きわめて変化する状況に適応する。 
 

• 個々のメンバーのアクションを指示するのではなく、組織のコンテクストを形成する。 
 

• 標準化に頼るのではなく、考え方の多様性から生まれる新しいアプローチを認める。 
 

• 個々の部分を最適化するのではなく、組織が全体としてどう動くかを観察する。 
 

• 単なる静的な効率性よりも、レジリエンスと未知なるものへの備えにおける競争力を高める。 
 

これらの原則は、企業の変革を実行するための新しい戦略を示している。複雑な課題（例：企業カ

ルチャーの変革）への取り組みでは、直接的介入（個人の行動についての指示命令など）では必要

な変化を起こせそうにない。従業員の行動の根底にある考え方や前提、コンテクストを変える間接的

介入のほうが、人間の行動のより深く根強い要因に影響をおよぼすため、効果を発揮する場合が多

い。 
 
生物学的アプローチは、ビジネス・エコシステム内の自社以外のプレイヤーの行動の形成のような、

外部の変化の誘発・促進にも有効である。たとえばアリババは、淘宝（タオバオ）のeコマース・プラッ

トフォームの発展の初期に、小規模、あるいは経験の浅い出品者がタオバオのマーケットに参加し

やすくして取扱商品の幅を広げたいと考えた。この課題に対して、同社は直接的なアクションを起こ

すのではなく、タオバオ・ユニバーシティという仕組みを構築した。タオバオ・ユニバーシティとは、定

評のある出品者が新規参入者向けの認定されたトレーニング資料を作成できるプラットフォームで

ある。アリババはこの間接的に影響をおよぼす仕組みを見出したことで、マーケットから優れた知恵

を手に入れ、潜在的出品者に対してニーズに特化した内容を広範に伝達し、タオバオのサービス

の質を高めることができた。こうした施策の結果、タオバオは世界最大の e コマース・サイトになった。 

https://sloanreview.mit.edu/article/the-myths-and-realities-of-business-ecosystems/
https://sloanreview.mit.edu/article/the-myths-and-realities-of-business-ecosystems/
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2017/think-biologically-messy-management-for-complex-world.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/capabilities/smart-simplicity/smart-simplicity-concept.aspx
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では、チェンジマネジメントに生物学的な考え方を組み込むには、リーダーはどんな手段を講じれ

ばよいだろうか。 
 

• 予測できることは何か、経営によるコントロールが及ばないことは何か、について現実的にとらえ

る。 
 

• 相反する利害を調整するために信頼と互恵的関係を醸成する。 
 

• 頻繁に実験を行い、もっとも成功する見込みの高い取り組みやアプローチを拡大展開する。 
 

テクノロジーを活用して、変革実行に最適な人材を特定する 

 

大規模な組織変革には新たな組織能力が必要になる場合が多い。新しい組織能力の構築は、社

内の人材の異動により可能になる場合もあるかもしれないし、新しい外部の人材の特定が必要にな

る場合もあるかもしれない。そのため、変革をうまく実行するには、個々人の独自のスキルを見きわ

め、適切な役割にマッチングする戦略の構築が必要となる。 
 
スキルとポジションの適切なマッチングという課題への対応は、通常、個々の人材の異なる役割に

おける実績に対する主観的評価を基に行われてきた。しかし、科学とテクノロジーの進化が新たな

可能性を切り開いている。ニューロサイエンスの研究や試験技術の発展により、迅速で拡張性の高

い方法で認識力と感情面の特性を特定することが可能になった。これは、自己申告による調査法や

面談に基づく評価よりも客観的である。そして、今や AI により非常に多くの特性と役割の組み合わ

せにわたり、個人的特性と職務上のパフォーマンスとの複雑な関係性を発見し精緻化することが可

能になっている。 
 
たとえば私たちの調査（ニューロサイエンスと AI を活用して企業の採用プロセス向上を支援するス

タートアップ企業の pymetrics、インディアン・スクール・オブ・ビジネスの TejPavan Grandhok 教授

と BCG の共同調査）では、デジタル・ゲームを使って、調査対象者の認識力と感情面の特性、およ

び、さまざまな問題解決の模擬的環境における能力を評価した。その結果、種々の神経学的特性

がさまざまな状況での成功を確実に予測することがわかり、科学が実際に新しい役割に適した人材

の特定に役立つ可能性が示唆された。さらに私たちは、すべての環境で成功する人はごくわずかし

かいないことを発見した。これは、スキルと役割の効果的なマッチングの必要性を示している。 
 
加えて、特定の能力が時間をかければ習得できるものなのかどうかには、能力の種類により明らか

な違いが見られた。なかには、うまく習得できる能力もあり、これらの能力は、企業が社内で時間を

かけて育成できることを示している。一方、きわめてゆっくりしたペースでしか習得できない能力もあ

り、これらは、社内に適切な人材がいなければ、外からその能力を有する人材を採用する必要があ

ることを示している（図表 4）。 
 
では、自社が変革プログラムをうまく実行するための適切な能力を確保できるようにするには、リー

ダーはどうしたらよいのだろうか。 
 

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/your-capabilities-need-a-strategy.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/your-capabilities-need-a-strategy.aspx


8 
 

• 個人のスキルの客観的測定法を用いるとともに、事業の個々の領域ごとにそれぞれの特性に

応じた人材ニーズを把握する。 
 

• 採用か社内育成かの意思決定は、それぞれの能力の習得可能性と労働市場の状況に基づい

て行う。 
 

• 新たな課題の発生に備えて、組織内のあらゆるところでスキルの多様性を確保する。 
 

 
 

変革プログラムを強化するために最新の科学を活用する 

 
科学とテクノロジーの進化につれて、複雑でダイナミックな環境における変革をマネジメントする

ツールがさらに多く登場するだろう。既存のモデルを脱却してこうした最先端ツールを活用したいと

考えるリーダーは、次の 10 年の自社組織の変革において優位性を持つことになるだろう。 
 
明らかになりつつある科学とテクノロジーからの学びとして以下のようなポイントがあげられる。 
 

• 早期警戒指標を特定する いつ、どんな変革が求められているかを理解するのは、たやすいこ

とではない。伝統的な業績指標が変革の必要性を示すときには、もう回復に向け手を打つには

遅すぎるという場合が多い。しかし、科学的研究により早期警告シグナル、すなわち、複雑なシ

ステムのきわめて重要な変化を予言する高次のパターンが明らかになっている領域もある。たと

えば環境分野では、乾燥地帯での植生が特定の構造になったら、その地域がまさに完全に不

毛になろうとしているサインである 5。 
 
企業が迫りくる変化の早期警戒シグナル（例：現在の成長エンジンの失速という脅威）を特定で

図表4 テクノロジーを活用して、能力の種類別に習得しやすさを特定

15%
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1%
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4

1 連続した2ラウンドにおける平均増加率を基に計算された正規化スコア
2 10ゲームの平均
3 環境タイプは、『戦略にこそ「戦略」が必要だ』の事業環境の分類に基づく。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/collections/your-strategy-needs-strategy/intro.aspx
出所：pymetrics、TejPavan Grandhok教授、BCGヘンダーソン研究所が収集したデータを、 pymetrics とBCGヘンダーソン研究所が分析
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低

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/leaping-before-platform-burns-increasing-necessity-preemptive-innovation.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/leaping-before-platform-burns-increasing-necessity-preemptive-innovation.aspx


9 
 

きる可能性もある。たとえば米国を拠点とする世界的構造設計企業のソーントン・トマセッティは、

財務業績指標に現れる前に業績悪化の兆しをつかむために、企業活力を測定する新しい指標

を導入した。 
 

• 行動の「促し方」を学ぶ ビジネスリーダーが機械論的アプローチから不確実性や複雑性の高

い環境に適した間接的アプローチにシフトするにあたって、組織内に行動変容を促す隠れたツ

ボを特定することが必要になろう。小さな介入により従業員に従来とは異なる、より建設的な行

動を促す方法を特定するうえで、行動心理学の最近の研究が役立つ可能性がある。たとえば

ヴァージン・アトランティック航空は、無作為に抽出された実験により、パイロットにリマインダーと

燃料使用量の目標を示すことで数百万ドルものコスト削減を実現できることを発見した 6。 
 

• 新しいプログラム・マネジメント・テクノロジーを活用する 企業が多様な変革戦略を用いるように

なると、変革プログラムの進捗報告やマネジメントにも新しい手法が必要になるだろう。たとえば、

新しいデジタル・クラウドソーシング・プラットフォームを活用して、変革の取り組みをゲーム化し

て、何が有効で、何はうまくいかないかというフィードバックをリアルタイムで集めるためのテンプ

レートをつくれるかもしれない。また、ダイナミック・プログラム・マネジメント・プラットフォームによ

り、固定的な予定表にしたがって変革を進めるのではなく、リーダーが変革プロジェクトのポート

フォリオを継続的に調整できるようになる可能性もある。 
 

• 変革を強化するために AIを活用する 多くの組織が、AIをうまく活用できるように大きな変革を

実施している（それがデジタル・トランスフォーメーションの主目標である場合も多い）。しかし、

AI の能力を主要変革プログラムの強化のために活用している企業は少ない。変革の取り組み

は現在でもほとんどの場合、主観的アプローチにより設計・マネジメントされている。 
 
しかし、次の 10 年には先進企業は、ますます強力になる AI の能力を変革プログラムのきわめ

て重要な要素として活用するだろう。たとえば機械学習はすでに、気候のような混沌としたシス

テムのダイナミクスの予測において優れた能力を示している 7。同様のテクノロジーが、事業環

境の破壊的変化を特定したり、組織の健全性をリアルタイムで診断したりするようになる可能性

がある。 
 
一例をあげると、アナリティクス関連のスタートアップ企業の KeenCorp によれば、エンロンの社

内 e メールの意味解析により組織内の潜在的ストレスが確認されたという。これを観察していた

ならば、不正の内容は十分わからなかったとしても、問題の兆しを感知できた可能性がある 8。こ

の種の分析は法的リスクだけでなく、戦略的リスクにも適用できるはずだ。 
 
では、リーダーはどうしたら最新の変革の科学を自社の優位性構築に向けて活用できるだろうか。 
 

• 自社事業の早期警戒シグナルを出せる新しい指標や解析手法を特定する。 
 

• 変革プロセスそのものの最適化や強化のために AI を活用する。 
 

• 進行中のテクノロジーや科学の進化をモニターして、新たな機会を特定する（恐らく、生成系 AI
アルゴリズム、バイオメトリクス、制御理論など）。 

 

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2018/global-landscape-of-corporate-vitality.aspx
https://www.bcg.com/ja-jp/capabilities/change-management/is-your-change-management-approach-keeping-pace-with-digital.aspx
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次の 10年に成功するためには、継続的な大きな変革が必要になるだろう。しかし、組織変革をうま

く実行するのはきわめて難しい。リーダーは、変革の複雑性を認識し、変革実現に向けて科学やア

ナリティクスからの学びを活用することにより、自社が 2020 年代に勝利をおさめるための態勢を整え

ることができるのである。 
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