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景気後退に克つ戦略

ボストン コンサルティング グループ（BCG）
世界をリードする経営コンサルティングファームとして、さま 
ざまな業種、マーケットにおいて、企業が競争優位を 
実現し、成功するための支援を行っている。1963年米国 
ボストンに創設以来、現在、世界38カ国に66事務所を 
設置。1966年に世界第2の拠点として東京に、2003年には 
名古屋に中部関西事務所を設立。
http://www.bcg.co.jp/

　私たちがこの数ヶ月に話を聞いたCEOのほとんどが、
今はまるで大しけの航海の舵取りをしているような感じ
だ、と話していた。

　金融機関の多くは、信用危機がもたらした副次的な
影響に迅速に対処しようと努めている。小売業や消費
財・自動車・産業財などの企業は、消費者の支出抑制・
削減に直面している。ハイテク・通信などの企業は、とど
まるところを知らない技術革新と、目まぐるしく変化する
消費者の嗜好への対応を迫られている。ヘルスケア企業
は、新薬の不足、法規制や医療費をめぐる劇的な環境
変化、迫り来る医療制度改革、成長性に関する株主か
らの厳しい評価など、もろもろの問題を抱えている。

　素材・エネルギー企業でさえも、見方によっては絶好
調といえるものの、資産をより効率的に活用し、市場で
のポジションを固め、商品相場の大きな揺れに対応しな
ければならないことに非常に大きなプレッシャーを感じ
ている。
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　私たちは、多くのCEOから、次の2つの質問を繰り返
し耳にしてきた。

◇ 大荒れの経済環境で、どうすれば短期的な利益成長
を達成し、継続的に収益力を強化することができるの
だろうか。

◇ 競合企業との競争に勝利するために、この大荒れの局
面をどのように活用すればよいのだろうか。

　課題は、短期的な収益を向上させると同時に、これか
らの18ヶ月を活用して勝利への道筋をつけることである。

　うまくいけば見返りは大きい。シェイクスピアの「ジュ
リアス・シーザー」にも次のような言葉がある。

　「人間のなすことすべて潮どきあり。
　 潮に乗れば、首尾は上乗１ 。」

　私たちは、今がまさにその時だと信じている。

大しけの航海への4つの指針

　まず覚悟してもらいたいのが、これは最大級の危機下
での経営であるということだ。もちろん単純な法則などは

ないが、私たち自身、そして、親しくおつきあいさせて頂い
ている経営幹部の方々の数多くの経験から、企業が緊 
急に手をつけなければならない重要な課題が4つある。

◇ ビジネス上の「テコ」を特定し、収益向上機会を見出す 
自社にとって重要なビジネス上の「テコ」を即刻、根本
的に見直す。大荒れの経済環境に対処するための最も
重要なテコが何であるかは、業界や企業によって異な
るが、以下に述べるような、いくつかのテコを組み合わ
せて用いると、必ずや大きな効果が得られるだろう。

◇ 迅速に行動する組織・風土を確立する 18ヶ月から
36ヶ月といったサイクルではなく、6週間、12週間、18
週間といった単位で動き、結果を出す。

◇ ステークホルダーと積極的に対話し、変革を促進する 
投資家、取締役会、企業組織全体、そして社会全体を
積極的に巻き込む。

◇ 削減した費用や創出した価値を、新たな成長機会に
再投資する 将来のカギとなる機会を見つけ、厳選し
た対象に大胆に賭ける。こういう時こそ賭けに成功す
ることが多いものである。

��

1 ピーター・ミルワード著、別宮貞徳訳、『英語の名句・名言』 
（講談社学術文庫）
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ビジネス上の「テコ」を特定し、
収益向上機会を見出す

　確かに、同じビジネスは２つとない。しかし、私たちの
経験では、どんな業種の企業であっても、大荒れの経
済環境を変革のチャンスと捉えて、以下に挙げるような
重要な施策のいくつか、あるいはすべてについて、矢継
ぎ早に根本的な見直しをした企業は、必

・ ・

ず劇的な成果
を手にしている。

資産の合理化　私たちが知っている企業のほとんどに
ついて言えることだが、株主へのリターンのほぼすべてを
もたらしているのは資産の3分の1で、次の3分の1はかろ
うじて役に立っている程度、そして、残りの3分の1はまっ
たく役に立っていないか、むしろ価値を損ねている。

　企業がなぜこのような状態に陥っているのかについて
は、無理からぬ理由がある。しかし、事業部門であれ、
市場でのポジション、製品ライン、物理的資産などのいず
れであれ、資産がどのように活用されているか、そして、
それがどのような影響を及ぼしているのかを厳密に見て
みると、重要な洞察が得られたり、必要な打ち手が浮か
び上がったりすることが多い。経済激変期には、このよう
な視点からの見直しを迫られる。

ディレイヤリング（組織階層の簡素化）　典型的な
フォーチュン500企業は、役員・管理職・従業員の階層
が10～14もあり、多くのマネジャーには直属の部下が

5人未満、という構造になっている。最も効果的な組織
は、階層の数が7以下で、管理スパンもはるかに広い。

　多くの企業はリストラに12ヶ月から18ヶ月という時間
をかける。しかし、それほど長い時間をかけると、組織は
それに気を取られすぎて逆に動けなくなることが多い。
これでは迅速な行動はできない。然るべきリーダーシッ
プの下で適切なアプローチをとれば、ディレイヤリングを
4～6ヶ月で完了させ、無駄を15～30％も削減した、敏
捷性の高い組織を素早く作り出すことができる。このよ
うな組織では、経営チームも組織構造も、生じた機会を
すかさず捉える態勢が整っている。

　無駄の削減や効率・効果向上の余地のある組織に
とって、大荒れの経済環境は緊急課題に向き合う好機
となるのだ。

調達・サプライチェーン　調達やサプライチェーンといっ
た重要オペレーション領域を再度見直すことには多く
のメリットがあるが、多くのCEOはなかなかそれを信じ
ることができない。多くの大企業では、購買やサプライ
チェーン担当のスタッフを大勢抱えていて、その中には
GEのような先進企業でシックスシグマなどのトレーニン
グを受けた専門家も含まれている。また、多くの企業で、
これまでにも直接費用や間接費用を大幅に削減してい
るのに、どれほど削減の余地が残っているというのか、
というのがおおかたの経営幹部の認識だろう。
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　私たちの経験で言えば、大抵の場合、その余地は大
いに残っている。私たちが親しくしているあるCOO（最
高執行責任者）は、「まだまだ削減できるというなら、私
たちも全員クビにすべきなのではないか」と尋ねてきた。
しかし8ヶ月後、1億500万ドル以上の間接費と2億7500
万ドルの直接費を削減し、削減できた経費を積極的に
再配分することに成功した時の彼の意見は全く違うもの
となった。

　「厳しい経済環境に直面したことで、危機感を持っ
て、組織の枠を超えた調達手段の再検討に集中的に取
り組むことができた。これほど真剣に取り組んだことは
今まで一度もなかった」と語ったのである。このCOOの
経験は珍しいものではない。成功する企業は、困難な時
期を活用して、主要業務の根本的な見直しを進める。自
社の組織全体が変革の必要性を認識し、変革を求めて
いるという、またとないチャンスを利用するのだ。

戦略的プライシング　景況が厳しい時、多くの企業は決
まって価格を下げる。しかも大幅に下げることが多い。
だが、それが正しい解決法であることはめったにない。

　私たちの経験では、実際の競合状況と、顧客にとって
の商品の真の価値を反映した積極的なアプローチをと
れば、一方で大幅な価格の引き下げを断行しつつ、他方
では選択的に価格をかなり引き上げるという、メリハリ
のある組み合わせが可能になる。そしてこのメリハリある

打ち手が、全体として大幅な収益の増加をもたらすので
ある。

　私たちのクライアント企業の半数以上でも、プライシ
ングの緊急見直しが、大荒れの経済環境への主要な対
応策のひとつとなっている。

M&A　ほとんどの企業は、M&Aをキャッシュが潤沢に
ある好況期の戦略だと考えている。しかし、統計的には
全く反対のことが言える。つまり、経済成長率が平均を
下回っている時に行われたディールの方が成功確率が
高く、大抵の場合、より高い株主価値を創出しているの
だ。景気後退期においては、プライベートエクイティや他
の事業会社との競争がはるかに少ないことを考えれば、
これは驚くにはあたらない。

　景況の悪い時期に、自社の損益計算書やバランス
シートにM&Aを実施する余地を見つけた企業は、自社
より下位の競合企業を買収して業界を再編し、大きな
シェアを獲得する、またとないチャンスを手にしているこ
とになる。

中核顧客への投資　ほとんどの企業は、10％の顧客か
ら収益の60％以上を得ており、時にはそれが100％近
くにのぼることさえある。このような顧客との長期的なリ
レーションを短絡的な行動で悪化させるようなことは決
してあってはならない。むしろ景気後退期に、中核顧客
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を特定して、これらの顧客（および将来の中核顧客にな
る可能性の高い顧客）に積極的に投資することが、市場
シェアと収益性を大きく伸ばすことになる。

迅速に行動する組織・風土を確立する

　多くの企業は、どうすれば自社のビジネスの抜本的な
見直しができるのかを知っている。しかし、短く区切られ
た時間枠でそれを実行に移した企業はほとんどない。
一つの重要なステップは、各プロジェクトの期間を、18ヶ
月から36ヶ月といった長期ではなく、6週、12週、18週
といった短期に設定し、その期間で確実に実行させるよ
う、新たな行動規範を確立することである。

　経済激変期の重要な課題や機会の一つひとつに対し
て、上級幹部を責任者に指名するだけで、こういった新
しい規範が簡単に確立できることもある。しかし、企業
によっては（特に大企業の場合）、抜本的な風土変革が
必要になる場合もある。だがここでも、重大な変革を数
年ではなく、数ヶ月の間に実現するのである。必要なの
は、「ソフト面」の課題と「ハード面」の課題の両方にす
すんで取り組もうとするトップのリーダーシップだ。「ソフ
ト面」の課題とは、従業員の意識や行動規範といったも
のである。「ハード面」の課題には、誰を採用し、昇進さ
せ、解雇し、また中核的ポジションに指名するのか、どの
プロジェクトに資金を投入するか、あるいはやめるのか、

リーダーはどのように時間を使うべきか、経営会議で何
を議題にするか、どの指標を測定・追跡するか、といっ
たものが含まれる。

ステークホルダーと積極的に対話し、
変革を促進する

　経済環境が大きく変動する時期には、ステークホル
ダーの間に特有の疑問や感情、疑念、恐れが生じるもの
だ。住宅価格、金融システム、ドルなどのように、かつて
は安定していて信頼できると思っていたものが、突然、
不安定で脆弱に思えるようになれば、不安感が募ってい
く。こうした不安感は、ここまで述べてきたような大胆な
行動を支えるのに必要な、関係者のコミットメントや一
体感を危うくしかねない。

　こういう時期には、企業は関係者に平常時よりはるか
に大きな注意を払い、また密にコミュニケーションをとら
なければならない。CEOは関係者がどのような重大な
懸念を持っているかを聞き出し、それらにきちんと対応
していることを示さなければならない。同時に、CEOを
はじめとする経営陣は、これから進む道に自信を持って
いることを伝える必要がある。

　戦略的優位性を構築するうえで、コミュニケーション
能力の高さが鍵になるとは、あまり考えられることはない
だろう。しかしながら、荒波の中を進まなければいけな

景気後退に克つ戦略 �
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い時期には、ステークホルダーとのコミュニケーションを
密にすることで、アクションプランの実現に向けて企業と
関係者のベクトルを一つにすることができるのだ。

　このような一体感が持つ効用は曖昧に思われるかも
しれないが、実は目に見える真の価値を生み出す。例え
ば、株価を上昇させ、それがなければ考えられなかった
M&Aを可能にすることもある。

削減した費用や創出した価値を、
新たな成長機会に再投資する

　経済激変期には、コスト削減に熱心に取り組む企業
が多い。しかし、上述したようなプライシングや資産の合
理化などの打ち手を実行する企業は少ない。さらに、こ
れらの打ち手によって自由になった資金を、臆せずに自
信をもって再投資する企業はもっと少ない。

　しかし、こういう時期にこそ、最高の機会の多くが見出
されるものなのだ。先述した通り、企業は、M&Aや中核
的な顧客への投資によって、著しく市場価値を向上させ
たり、画期的なポジションを築いたりすることができる。

　同様に、もし企業が新たな市場、製品、広告、営業組
織の開発など、何であれ真のチャンスをもたらす自前の
成長機会を見極めることができ、それに大胆に投資する
意志があれば、動きの遅い競合企業が数ヶ月後、ある

景気後退に克つ戦略 ��

いは数年後に対応したところで手の届かないようなポジ
ションを確立することができるだろう。

　今は将来をのんびり見据えるタイミングではない。むし
ろ、私たちの経験によると、将来に向けての重要な打ち
手を見出し、それらに十分な投資を行う企業こそが、そ
の後何年にもわたり保持できる強みの土台を築くことが
できるのだ。

　将来はあらかじめ決められたものではない。強い経営
陣による大胆な行動が、企業の短期的なパフォーマンス
と長期的な軌道を決定づける。私たちが今日直面してい
る経済激変期にどのような行動をとるかが、明日、そして
今後の何年もの間の勝者と敗者を決定する。ひとことで
言えば、「人間のなすことの潮時」の活かし方を身につけ
た企業だけが、幸運を手にすることができるのだ。

 スティーブ・ガンビー
 ロン・ニコル

原題：Driving Success in Turbulent Economic Times

スティーブ・ガンビー
BCGワシントン事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
ロン・ニコル
BCGダラス事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

2008年8月発行
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