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《日本の読者の皆様へ》

強いものではなく、変化できるものが生き残る時代となりました。
しかし、成功した会社ほど、それには困難を伴います。BCGでは、
Adaptive Advantage（変化適応力）という新しい戦略論を打ち出して
きました。
本稿は、組織変革を起爆剤として、変化適応力を高める切り口を提示
しています。
組織変革といっても、日本企業におけるその仕掛け方は、社長が変わる
と何かやってみるというような、比較的無自覚なものが多いのではない
でしょうか。組織は奥が深いと言われます。事業部制やカンパニー制を
超えて、経営単位の在り方や、組織の縦串（事業）、横串（機能や地域）の
通し方で、戦略が大きく変わります。組織のゆらぎをうまく使うことで、
事業の効率性を高めることや、イノベーションを喚起することができ
ます。組織をテコに、意思を持って会社を変える視点として参考に
なればと思います。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
太田　直樹

「回復に向けた前進を加速し、不十分な点を強化するために、三つの
有意義な変革を行っています。それは、中核事業の強化、画期的なイノ
ベーションに新たに焦点を絞りなおすこと、100億ドルの生産性改善プ
ログラムを実施することです。」 

──プロクター・アンド・ギャンブル 2012年アニュアル レポート

今日、経営幹部は明らかな矛盾に直面している。先進国の厳しい経
済情勢と熾烈な競争により、コスト削減と効率化を進めることを余儀
なくされる一方で、事業環境の変化のスピードがますます上がってい
ることから、イノベーションにも力を入れなければならないのだ。

この矛盾を解決するために必要なのが「両利き」、つまり新しい道の
「探索（exploration）」と、既存の事業や知識の「活用（exploitation）」を両
立する組織能力である。多様な環境で事業を展開し、同時に異なるスタ
イルの戦略を採用しなければならない時、また、事業環境の変動が大き
く、時間の経過とともに戦略スタイルを切り替えることが求められてい
る時、企業にはこの組織能力が必要となる 1。たとえば、新興国と先進国
の双方で事業を展開する場合、従来の製品からの利益を確保しつつ新し
い製品や技術を市場に出したい場合、新規事業を既存の事業と統合した
い場合など、さまざまな局面で「両利き」の経営が求められるだろう。

「両利き」の組織能力を身につける必要性は広く認識されている。大
手企業の経営幹部130名を対象にしたBCGの最近の調査では、複数の
戦略スタイルをマネジメントし、使い分ける組織能力を構築すること
が重要だ、と答えた経営幹部の割合は優に90％に上った。だが、この理
想を実現するのは困難だ。「探索」と「活用」の追求は、組織面でも、マネ
ジメント面でも全く異なる方法が求められるためだ。「探索」は、長期
的な目標、柔軟で、分権的な組織構造、そして個々の自主性を重んじリ
スクテイクを恐れない組織カルチャーを基盤に育まれる。一方、「活用」

「両利き」の経営
─複雑な環境下で成功する組織能力
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ればならない事業群を、組織構造の上で分けることである。たとえば、
効率性と規律正しいオペレーションが必要な成熟事業を、革新的で柔
軟であることが求められる新規事業と分ける企業もあるだろう。

このアプローチにはよく知られた事例が多数ある。1943年、ロッキー
ド・マーティンは最先端の戦闘機を開発する一方で、すでに定着した製
品であった「ハドソン」を量産しなければならない局面にあり、それぞ
れ別の場所、経営資源、企業風土のもとで事業を営む、完全に分離され
た2つの組織を作った。これが広く知られる同社のスカンクワークス 
（正式名称は「ロッキード・マーティン先進開発計画」）の誕生につな
がった。同様に、IBMは2000年、実行とオペレーション指標に重点を
置くのが適切な既存の事業群と、新しい事業機会と市場を探索する新
規事業部門を分けた。

だが、このアプローチはいつもうまくいくわけではない。なぜなら
事業環境は時とともに変化するが、企業の組織構造の方はそうはいか
ないことが多いためだ。組織を分けることにより、組織間で情報や経
営資源の行き来を妨げる障壁が生まれ、重視する考え方や戦略スタイ
ルを必要に応じて変えることが難しくなる可能性がある。ファッショ

には、短期的な目標、中央集権化、標準化、規律正しい実行が求められる
ことが多い。しかも、両者を使い分けることは非常に難しい。経営陣
は過去の成功パターンに固執しがちだからだ。BCGの創設者、ブルー
ス・ヘンダーソンの言葉を借りれば、「過去の成功は、当時の方針や考え
方への過大評価という形で祭り上げられる」のだ。

イノベーションを生む企業カルチャーで広く知られるスリーエム
（3M）は、2000年代初めに生産性向上をめざしてシックス・シグマを導
入した時、この「探索」と「活用」のトレードオフを体験した。確かに生
産性は向上したが、イノベーションを生む力は弱まり、その証拠に売上
に占める新商品からの収入の割合は減少した。

「両利き」な企業はまれである。アメリカの上場企業約2,000社を対
象に行ったBCGの最近の調査では、混乱期にも安定期にも一貫して業
界平均を上回る業績を上げた企業の割合は全体の2%にすぎない。だ
が、「両利き」は事業環境の多様性と変動性が高まる現代では、ますます
なくてはならない組織能力となりつつある。たとえば、世界経済にお
ける新興国市場の重要性が増していることにより、企業が事業を行う
環境の多様性が高まっている。同時に、技術革新により、既存の製品や
ビジネスモデルの優位性が覆されることも多くなってきた。パソコン
の普及率が10%から40%に拡大するまでに約15年かかったが、イン
ターネットではそれが5年になり、スマートフォンでは3年未満で同じ
ことが実現している。

適切な「両利き」へのアプローチを選ぶ

安定的で、単純な事業環境にある企業なら「両利き」になる必要はな
い。効率性を高めることで成功できるからだ。だが、そうでない大多
数の企業はこの能力を追求する必要がある。「両利き」は「分離」「切り
替え」「自律」「外部エコシステム（生態系）」という、異なる４つのアプ
ローチにより獲得できる（図）。

「分離」は「両利き」をめざすうえで最もシンプルで一般的なアプロー
チであり、多様ではあるものの、長期的にみれば比較的安定した事業環
境にある企業に適している。これは、異なる戦略スタイルを取らなけ
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出所：BCG分析
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企業が複数のスタイルを同時に展開する必要がある場合、そしてそ
のスタイルが時の流れとともに変化する場合、切り替えのプロセスを
トップダウンで行うのは複雑すぎて実現不可能となり、「自律」アプ
ローチが求められる。このアプローチでは、個々の従業員や小さなチー
ムという単位で、どのスタイルをとるか、そして時間の経過とともにそ
れをどう変えていくかを自分たち自身で決めることができる。企業は
組織を小さなユニットに細分し、個別に業績に関する取り決めをする
ことでこのような組織能力を獲得できる。個々のユニットは本部組織
が決めたルールにのっとって、他のユニットと交渉し、業績を最大化す
るために最も適したスタイルを取ることができる。

中国の家電メーカー、ハイアールは自律アプローチの導入に成功し
ている。同社は顧客への提供価値を高めることをめざして組織構造を
フラット化し、2,000の自律的ユニットを作った。各ユニットはそれぞ
れ独自の損益計算書、オペレーション、イノベーションプログラムを持
ち、それぞれのモチベーションにより、独立した企業のように機能して
いる。このアプローチも功を奏し、1980年には破たん寸前だったハイ
アールは、現在市場のリーダー企業となっている。

しかし、自律アプローチには欠点もある。重複によりかなりのコス
トがかかり、個々の部門は小規模にとどまる。ユニット間の交渉ルー
ルを守らせ、きちんと記録をとるために追加のコストも発生してしま
う。したがって、このアプローチは多様性が非常に高く、動きの激しい
環境にのみふさわしい。

最も複雑なケースでは、企業が自社が必要とする戦略スタイルを取
り入れるため、さまざまな外部の企業群をまとめ上げなければならな
い場合もある。これが、「外部エコシステム」アプローチである。アッ
プルは、成功を収めるために複数の戦略スタイルを必要とするスマー
トフォンの分野でうまくこのアプローチを使っている。たとえば、コ
ンテンツやアプリケーションの開発では変化する消費者のニーズと動
きの速い競争への素早い適応が求められ、一方で規模が物を言う部品
の製造や組み立てでは、より伝統的なアプローチが必要となる。さら
に業界自体も変動が大きい。アップルは自らあらゆる戦略スタイルを 

ン製造小売のザラや産業財コングロマリットのゼネラル・エレクト
リック（GE）は、変動の大きい環境にある時は部門間の障壁を下げる工
夫をしている。動きの激しいファッション業界にあって、ザラでは、商
品開発サイクルを短縮するためにデザイン部門と縫製部門が協業して
いる。GEはハイエンドの冷蔵庫などいくつかの家電製品の製造を自
社内にインソースし、デザイン部門と製造部門の統合を進めた。これ
により、新しいデザインをつくる局面から、市場で収益を得る局面へと
素早く移行できるようになった。

変動の大きい環境では、「切り替え」アプローチが求められる。この
アプローチでは、新興企業が進化していくように、企業は環境の変化と
ともに戦略を切り替える。はじめは、画期的な製品やサービス、技術を
求めて、「探索」のスタイルをとる。しかし、時間の経過とともに、スケー
ルアップし、収益性の高い市場ポジションを確保するために、「活用」に
シフトしなければならない。アマゾン・ドット・コムは「探索」から「活
用」へと素早くシフトした企業の好例である。同社がジェフ・ベゾスの
ガレージで誕生し、インターネットを小売業にいかに利用すればよい
か「探索」していた局面から、オペレーションの仕組みを確立し、最初の
配送拠点を設置し、株式公開に至るまで、2年ほどしかかからなかった。

大企業のなかにも切り替えアプローチをとる企業が多数ある。ガ
ラス製造大手のコーニングは、強化ガラスフィルムの製造方法の探索
フェーズから、製品を効率的に市場に供給するフェーズに素早く移行
することに成功した。同社のゴリラガラスは現在では世界中で10億台
もの携帯デバイスに使われている。

切り替えアプローチでは、経営資源と情報を組織の垣根を超え迅速
に行き来させなければならない。これには困難を伴う可能性もある。
経営幹部がスタイルを変える意思決定をした際に、反応の遅い組織が
あったり、部門間で経営資源をめぐる軋轢が生じたり、従業員が成功の
おぼつかない新しいプロジェクトに移行したらどうなるのだろうと恐
れ、変化に抵抗する場合があるからだ。ベンチャー企業は特に切り替
えアプローチに適している。だが、大企業にも同様のカルチャーがな
いわけではない。
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「自律」アプローチが必要な場合には、事業部門や機能部門を小さな
ユニットに分け、ユニット同士が交渉を行う際のルールを個別に規定
し、業績評価の仕組みを整えなければならない。本部組織はより小規
模になり、その業務はユニットごとに組織が自律的に動くためのイン
センティブを設計し、運用することとなる。

「外部エコシステム」アプローチでは、潜在的パートナー企業にとっ
て魅力的なプラットフォームを作り上げ、企業群をまとめるビジョン
を構築し、本部組織を外部エコシステムの調整役として仕立て直す必
要がある。

「両利き」の能力を身につけるのは困難ではあるが、「探索」と「活用」
の追求という明らかなパラドックスに取り組む経営陣にとって、この
組織能力はますます欠かせないものになっている。技術の変化と経済
の混乱により事業環境の多様性と変動性が増大するにつれ、「両利き」
能力の獲得という課題の重要性は高まるばかりだ。先見の明のある企
業は「探索」と「活用」を合わせて行うことができる組織を構築し始めて
いる。経営陣は決断力を持って行動しなければならない。さもなけれ
ば「両利き」のライバル企業に追い落とされるだろう。

1  詳しくは、｢戦略構築にこそ戦略が必要である｣（DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
誌 2013年1月）をご参照ください。
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展開するよりも、自社が必要とする戦略スタイルを実践できる企業エ
コシステムを形成し、指揮することを選んだ。同社は iTunes Storeの
ような、エコシステムへの参加企業すべてにとって有益な共通のプ
ラットフォームをつくることでこれを実現している。

企業は事業環境が著しく多様で、動きが速く、求められる複数の戦略
スタイルをすべて社内で構築することが難しい場合にはこの外部エコ
システムアプローチを取る必要がある。だが、コストが高くつくこと
や、協業が生むリスクから、このアプローチが適当なのは、最も複雑な
ケースに限られる。iTunesのようなプラットフォーム構築に関わるコ
ストや、参加する第三者企業にインセンティブとして付与する利益、参
加企業のオペレーションが十分コントロールできない場合のリスクな
どが考えられる。

「両利き」への道

「両利き」能力を構築するためには、事業環境の多様性と変動性を理
解し、適切なアプローチを選択、実行しなければならない。各アプロー
チには、それぞれに合った形での組織的介入が求められ、それにより本
部組織の役割も変わってくる。

「分離」アプローチを取るケースでは規模の経済が効く「活用」型の事
業部門と、イノベーションが重要な「探索」型の事業部門を特定し、それ
ぞれに異なる目標、経営資源、人材、リスクマネジメントへのアプロー
チを設定することにより、両者の間にはっきりした境界線を引く必要
がある。本部組織の役割はこうした境界線を定義し、維持し、可能な限
り効率的に全社的なサービスを提供することとなる。

「切り替え」アプローチでは、組織のタコつぼを壊し、協業を促すイン
センティブを設計し、経営層の間に柔軟なカルチャーを醸成すること
が必要になる。本部組織は事業環境に合わせて戦略スタイルを調整し、
時間の経過とともにその見直しと修正を行う。人事や ITのような本部
機能には個々のチームの変わりゆくニーズに応える柔軟性がなければ
ならない。
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