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日本のビジネス・リーダーの皆様へ

事業環境が大きく変化する時代には、環境に適応して自らを抜本的に変えていくこ
と（トランスフォーメーション）が必要です。その意味では、トランスフォーメーショ
ンは激動の時代に生きる全ての企業にとって必要なものかもしれません。

本冊子では、リーダー就任100日前から何をどう考え、どう組織を動かしていくか
について解説しています。就任100日以前から本冊子をご覧になっている方は、最初
から読み進んでいただければよいのですが、就任前後、または、就任後一定期間が経っ
ている方は、トランスフォーメーションのフレームワークをご理解いただいた上で、
最初の数週間の章から、お読みいただければ幸いです。

まず、トランスフォーメーションには、大きく３つの取り組みがあります。筋肉質
化などによる資金調達、中長期の成長を実現するモデル構築、そして勝ち続ける集団
づくり、です。どの取り組みに重きをおくかは、企業の状態によりますが、筋肉質化と
中長期の成長実現を同時に始めることはできません。異なるタイプの動きであるた
め、組織に重大な混乱を招いてしまいます。通常は、筋肉質化の完了が見えたときか
ら、中長期の成長を検討しはじめます。また、トランスフォーメーションは数カ月で
終わる単発の｢プロジェクト｣ではなく、2～3年かけて行う｢プログラム｣です。私た
ちは、トランスフォーメーションの「旅」という言葉を使います。

就任前の100日間には、社内外の意見を多く聞いて、めざす姿を熟考します。ここで
重要なことは、自らの成功体験を脇におき、虚心坦懐に他者から学ぶ姿勢です。いろ 
いろな企業の事例を見聞きしながら、自社のめざす姿を明確に描きだしてください。

最初の数週間では、コミュニケーションを通じて組織を活性化します。就任前に考え
ていた、｢めざす姿｣を丁寧に説明していきます。このコミュニケーションの前提となる 
のが、「経営の一枚岩化」です。経営トップがいくらめざす姿を社員に説明しても、他の
役員が十分理解していなかったり、相反することを口にしたりすると、組織は活性化 
しません。私たちボストン コンサルティング グループ（BCG）がトランスフォーメー
ションをご支援する際にも、「経営の一枚岩化」を必ず確認させていただいています。
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最初の100日間でいよいよトランスフォーメーションを始めます。どこにどれだ
けチャンスがあるかを見極め、体制を整えて実行に踏み切るのですが、ここでいくつ
かの落とし穴が待っています。まず、プログラムの責任者とスポンサーに十分な説
明責任を負わせていないために「なし崩し」になる場合。多くの日本企業がトランス
フォーメーションで失敗する原因は、ここにあります。また、チームのリソースにト
ランスフォーメーションに特有の知見が足りないために、プロジェクトが頓挫する場
合。日本企業の多くの方々にとっては自社でトランスフォーメーションを経験する
のは初めてであることに加え、失敗は許されない、検討内容は多岐にわたる、顧客、従
業員やその家族、取引先にまで思いを馳せる必要がある、など難易度の高い取り組み
であることは間違いありません。相応の実体験と多様な専門知識が必要となります。

中期的には、成長戦略を実行し、その成長を持続できる組織力を習得することが必
要です。成長の絵をしっかり描くことは、筋肉質化の取り組みよりも難しいとされて
います。なぜなら、組織にとって馴染みの薄い分野で、従来の延長線上にはない発想
が必要なことが多いためです。よって、異質の文化をぶつかり合わせる仕掛けが必要
となります。異質の文化とは、今まで一緒に働いたことのない部門や社外の専門家で
す。持続可能な組織は、一朝一夕には完成しませんが、インセンティブ体系を整え、プ
ログラムに貢献した人を称賛し、プログラムの経験を属人的でなく組織に埋め込める
ように変革プログラムを形式知化しておけば、今後は、自発的に変革することができ
るようになります。

この論考が、トランスフォーメーションの第一歩を踏み出されるリーダーの皆様の
ガイドとなればと願っております。

ボストン コンサルティング グループ
シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
トランスフォーメーション・プラクティス　日本リーダー

井上　潤吾
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企業が変曲点にある時期のリーダー交代が増えてお
り、その結果、新CEOが就任早々に変革の必要に迫ら
れることも珍しくなくなっている。課題は深刻だ。テクノ
ロジーやデジタル化の急速な進化、グローバル化の進展、
曖昧になる業界の境界、規制の変化など、企業はさまざ
まな変化に直面している。伝統的な競争優位の源泉が
消失し、高収益力企業と、低収益力企業や平均的企業
との差が開きつつある（図表1）。

業界リーダーに遅れを取らないために（あるいはリー
ダー企業であり続けるために）、企業のトランスフォー
メーション（構造的変革）を実現することが従来にもまし

て重要になっている。ここでいうトランスフォーメーショ
ンとは、企業の戦略、ビジネスモデル、組織、企業風土、
人材、プロセスを全て根本から変革することである。漸
進的な変化ではなく、飛躍的かつ持続的にパフォーマン
スを向上させ、将来の軌道を変える抜本的な再起動であ
る。トランスフォーメーションは包括的な変革であるうえ
に、迅速に実行する必要があるため、複雑な取り組みと
なる。そのため、潜在的価値を十分実現できなかったり、
計画期間内に新しい行動やプロセスを組織に浸透させ
られなかったりするケースが多い。しかし、成功確率を高
めることができる手法がある。

新CEOのための
トランスフォーメーション・ガイド
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図表1 | 高収益力企業と低収益力企業の差は広がっている

注： EBIT= 利払い前、税引前利益。1950年から2013年までの期間、アメリカの全公開企業のうち純売上高5,000万ドル以上の企業を対象に調査を行った。各産業における4分位ごとの平均EBIT
マージンを算出、それぞれの産業に属する企業数で加重平均して、全体の平均EBITマージンを算出した。明らかな異常値は除いた。

出所： BCG ブルース・ヘンダーソン研究所、Compustat
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経営陣の安定した企業であってもトランスフォーメー
ションの恩恵は受けられるが、私たちの経験によれば､
リーダー交代は、トランスフォーメーションを実行する絶
好のチャンスである。新CEOが就任すると、従業員や顧
客、投資家などの利害関係者は変化を期待する。早々に
アクションを起こすことに尻込みしたり、大きな変化を起
こすことをためらったりすることが、実は新CEOの第1の
リスクなのだ。このリスクは、内部からトップに昇格した
場合や、有力な会長と並んで指揮を執る場合に特に高く
なる。しかし、迅速に断固たるアクションを取る（就任前
でもいい）ことで、新CEOはチャンスをものにし、自社を
成功に通じる正しい軌道に乗せることができる。

新リーダーへのメッセージは明らかだ。迅速にアクショ
ンを起こすこと、である。事前の下準備をしておけば、明
確なビジョンと確固たる目標を持ち、うまく実施するため
のツールとプロセスを活用して、陣頭指揮を取ることが
できる。

BCGは、多くの企業に対して、多大な財務的インパクト 
につながるトランスフォーメーションを支援してきた｡ 
完了したトランスフォーメーションは500件以上におよび、
コスト削減、売上拡大、および資本効率の向上策を通じ
たインパクトの中央値は年間約3億4千万ドル（約420億
円）に達する。そして、現時点で150件のトランスフォー
メーションを支援している。こうした多くの経験から､ 

新CEOや経営トップがトランスフォーメーションをうまく
企画・実行するための原則やベストプラクティスを抽出 
することができた。

この論考は、新CEOのための戦略書である。まず、 
どこからどう手をつけたらよいかを説明し、トランス
フォーメーションのフレームワークを提示する。次に、ト
ランスフォーメーションのプロセスを、4つのステップ─
就任前の100日間、最初の数週間、最初の100日間、最
初の18カ月間─に分けて解説する。あらゆるトランス
フォーメーションに適用できる形でフレームワークを示し
ているため、4つのステップにおける新CEOの具体的ア
クションには若干重複する部分もある。

実際にどのようなプロセスでトランスフォーメーション
を進めるのか、については、巻末に収録した、さまざまな
業界（小売、テクノロジー、製造業など）における事例集
もあわせてご参照いただきたい。

トランスフォーメーションのフレームワーク

私たちは、世界各地でさまざまな業界のトランスフォー
メーションの実行をお手伝いしてきた経験をもとに、リー
ダーが企業全体のトランスフォーメーションを設計するの
にお役立ていただけるフレームワークを開発した（図表2）。
このフレームワークには、以下の3つの重要な要素がある。

• リスクが少なく確実な効果が見込める短期的な取り組みを
立ち上げ、改革への弾みをつけ、資金を確保する

• 組織を簡素化する
• 資本効率を向上させる
• コストを削減する

• 成長に向けた戦略の方向性を確立する
• ビジネスモデルを見直す
• 新たなオペレーションモデルを構築する
• 組織の隅々まで効率化を浸透させる

• シニアマネジメント層が現場で指揮を執れるようにする
• 従業員の変革に対するReady（理解）、Willing（意欲）、Able（能力）を高めるチェンジ・マネジメントの施策を導入する
• トランスフォーメーションのパートナーとなる、人材チームを設置する
• 変革に必要な、重要な役割を担う人材を特定、育成する
• 高いパフォーマンスを実現・持続する企業風土を醸成する

トランスフォーメーションという旅の資金を調達する 中期的な成功を勝ち取る

適切なチーム、組織、企業風土を構築する

図表2 | トランスフォーメーションのフレームワーク： 3つの主な要素

出所： BCG分析
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 •  トランスフォーメーションという旅の資金を調達
する　リスクが少なく確実な効果が見込める（“no-
regret”）短期的取り組みを立ち上げて弾みをつけ、
新たな成長エンジンに投資する資金を確保する。

•	  中期的な成功を勝ち取る　競争優位性を高めるビジ
ネスモデルとオペレーションモデルを構築する。

•	  適切なチーム、組織、企業風土を構築する　高パ
フォーマンスを持続できる組織をつくり上げる。

トランスフォーメーションにはこの3要素すべてが必要
だが、これらの要素の相対的な重要度は、プロセスのど
こにいるかによって変わってくる。立ち上げ当初は、「旅
の資金を調達する」が、勢いをつけるだけでなく、資金を
迅速に確保するという意味で、もっとも重要になること
が多い。やがて、トランスフォーメーションが根付くにつ
れ、通常、優先順位は「中期的な成功を勝ち取る」に移っ
ていく。トランスフォーメーション全体を通じて、「適切な
チーム、組織、企業風土を構築する」への注力は、トラン
スフォーメーションを短命に終わらせず、パフォーマンス
向上を実現し持続させる長期的取り組みにするために不
可欠なものになる。

就任前の100日間：めざす姿を明確にする
 
新CEOには、前職の責務を大体終えてから、新ポジ

ションの責務を担うまでに、100日程度の時間がある場合
が多い。この期間は、率先して組織全体のトランスフォー
メーションを設計するための重要な機会となる（図表3）。

トランスフォーメーションの設計にあたり、新CEO（内
部昇格か外部出身かにかかわらず）にとってきわめて重
要なのは、「もっと学ぶ必要がある」という探索・分析志
向の姿勢だ。新リーダーは、自社について学ぶために、社
内外のできるだけ多くの重要な利害関係者と話をする必
要がある。

•	  従業員　どのような変化が必要か、について考えが一
致しているかどうかを判断する。全ての部門のあらゆ
るレベルの従業員30～50名と話すのが理想的だ。

•	  顧客　顧客ニーズへの対応に関わる自社パフォーマン
スについて、率直な意見を聞く。

•	  業界・機能の専門家　自社、および市場の複雑性や
破壊的要因について理解する。

就任前の100日間 就任後、最初の数週間 最初の100日間 最初の18カ月間

• 社内外の利害関係者と対
話し、自社の現状の課題を
分析する

• 組織のマインドセット、さま
ざまな状況の切迫性を評
価する

• 価値創造が可能な改善とし
て何があり得るか、初期仮
説を構築し、リスクが少な
く確実な効果が見込める打
ち手を特定する

• リーダーシップチームを見
直す

• 最初の100日間に何をする
か計画を立てる

• 外部環境や内部の要因に
ついて議論し、改革の必要
性を明確にする

• 取締役会や上層部の認識や
思いをひとつにまとめる

• 変革に向けた行動志向のマ
インドセットにシフトする

• 変革に対する理解・意欲、
変革に必要な組織能力をど
う高めるか、従業員と話し
あう

• 迅速に効果の出る施策を着
実に推進し、結果につなげる

• 中期的な成功につながる幅
広い取り組みを計画、立ち
上げる

• 新たな全社戦略とオペレー
ションモデルを設定する

• 好業績を持続させるため
に、適切なチーム、組織、企業
風土を構築する

• リスクが少なく確実な効果
が見込める施策の実行に向
け、全体のロードマップを
描き、明確なマイルストーン
を設定する

• プロジェクトチームを設置
し、責任範囲、経営資源、計
画、プロセスを定義する

• 積極的に介入するプログラ
ム・マネジメント・オフィス
（PMO）を設置し、モニタリ
ング・統治の仕組みを整える

• コミュニケーションプラン
をつくる

めざす姿を明確にする 組織を活性化する トランスフォーメーションの
準備をする

トランスフォーメーションを
推進する

図表3 | 新CEOのトランスフォーメーションのプロセス

出所： BCG分析
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こうした対話のなかで、新CEOは相手の話に耳を傾け、
オープンで率直な意見交換を促し、考えうるあらゆる変
動要因と解決策が議論されるようにすべきだ。このプロ
セスを通じて、CEOは問題の原因を突き止め、自社のど
の部分の改善が必要かについて仮説を立てることにとり
かからなければならない。これはつまり、さまざまな状況
の切迫性を評価し（範囲と時期の双方について）、特定
の機能・市場・部門のトランスフォーメーションをめざす
べきか、そうではなく自社の複数領域に影響する、より
広範な取り組みを進めるべきかを判断するということだ。

トランスフォーメーションの範囲が広範でも特定の範
囲でも、新CEOはこの期間にリスクが少なく確実な効果
が見込める短期的取り組み、つまり最初の100日間で比
較的実行しやすく、3カ月から12カ月で結果を出せるプロ
ジェクトの特定に着手する必要がある。こうした短期的
取り組みは、いくつかの重要な領域におけるパフォーマ
ンス格差を埋め、コストを削減し、売上と利益を伸ばし、
長期的取り組みに投資するためのキャッシュを確保する
ものであるべきだ。新CEOはこうした取り組みで革新の
気運を高めつつ、長期的パフォーマンスの向上に向けた
全社目標と、どうやってそれを長期的に持続するか、を明
確に定めることも必要だ。

最初の数週間：組織の活性化

第2のステップ、新CEOの就任後の数週間においては、
コミュニケーションがカギとなる。リーダーの交代前後や
トランスフォーメーションが進行している期間には、組織
の緊張感が増すことがあるが、双方が重なれば、二重の
ストレスとなるだろう。しかし、成功するには、多くの従
業員が自身の業務の範囲を越えた働きをし、変化のペー
スを加速することが必要だ。つまり、新CEOは組織の活
性化に時間を割き、トランスフォーメーションへの取り組
みが全体としてめざす姿に向け、動きに弾みをつけなく
てはならない。

具体的には、CEOは就任初日から改革の必要性を説
得力あるロジックで説き、社内に浸透させなければなら
ない。まずは、取締役会と上層部に対し、自身の課題認
識を事実に即して論理的に説明し、トランスフォーメー

ションについての全員の認識や思いをひとつにまとめる。
次に、組織全体に対して訴えかける。変革の必要性につ
いて議論する際には、自社の伝統や従業員の努力を認
めるべきだが、同時に外的要素（顧客ベース、競合企業、
資本市場の状況など）や社内の指標（業務や組織のパ
フォーマンス、従業員の意欲）、それを受けてすぐにとる
べき施策にもふれるべきだ。

改革の必要性についてのコミュニケーションは、ワーク
ショップや全社員が集まる大規模なミーティングなど、さま
ざまな場で社内の利害関係者に対して行われる。ビジョン、
アプローチ、戦術的なネクストステップなどについての重
要な質問にCEOが答えられる形でのセッションも活用する。

さらに、メッセージそのものや、その伝え方を自社の
状況に応じて調整することも必要だ。全体の方向性と目
的意識が確立されている企業なら、まずは短期的なパ
フォーマンスに焦点を合わせ、その先のビジョンは後回
しにしてもいい。短期的思考やコスト削減の連続に疲弊
している企業なら、新CEOが自社を導くよりどころとな
る、より説得力のあるストーリーが必要になる。いずれの
場合にも、CEOの訴えかけにより、信頼感を醸成すると
ともに、切迫感を感じさせることが肝要だ。

最初の100日間：
トランスフォーメーションの準備とスタート

CEO就任後、最初の100日間は、トランスフォーメー
ションのプロセス全体の軌道を決定するという意味で
も、CEO自身の任期全体を考えても、非常に重要である。
新CEOはこの期間に、長期ビジョンと日々の現実とのバ
ランスを取りながら、基盤を築いていかなければならな
い。トランスフォーメーションの形が整いはじめ、改革の
必要性が明確に認識されるようになってきたら、トラン
スフォーメーションは、計画段階から実行の局面へとギ
アチェンジする。3カ月から12カ月で効果が顕在化するよ
うな、リスクが少なく確実な効果が見込める短期的な取
り組みをすぐに立ち上げ、プロジェクトチームを設置、始
動させるとともに、トランスフォーメーション全体の統括
と、チェンジ・マネジメント・プログラムを開始し、コミュ
ニケーションプランを実行に移す。
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こうした短期的な取り組みにより、より大規模な施策
の実行に向け弾みをつけ、変化が起こっていると実感
できない社内の懐疑派を納得させ、新しいリーダーシッ
プチームへの信頼を生み出すことができる。多くの場合、
その後の施策のために使える資金も捻出できる。結果と
して、こうした取り組みは、組織の活性化につながる。

トランスフォーメーションに向けた資金調達のレバーと
なるのは主に、売上拡大、組織構造の簡素化（不要な管
理階層をなくすディレイヤリング）、資本効率向上、コス
ト削減の4つである（図表4）。多くの企業が、コスト削減
と組織構造の簡素化から手をつけようとするのは当然だ
ろう。このアプローチも効果はあるが、売上拡大と資本
効率向上によっても同様に大きな効果が得られることが
多い。

いったん施策が動き出すと、今度は早すぎるタイミン
グで目標を達成できたと勘違いし、他の優先事項に意
識が移ってしまうリスクが現実化してくる。これではトラ
ンスフォーメーションはうまくいかない。それぞれの施策
を継続的に注視し、各プロジェクトチームが着実に結果
を達成できるようにすることが重要だ。何らかの形でプ
ログラム全体のモニタリングの仕組みを導入しているな
ら、リーダーたちが各プロジェクトの進行状況を完全に
把握しているかどうかを今すぐ確認してほしい。プログラ
ム・マネジメント・オフィス（PMO）は定期的なレビュー
セッションを持ち、介入の必要があるか、どう介入すべき
かについて、リーダーたちに十分な情報を提供する必要
がある。

CEOはこのフェーズにありがちな数々の落とし穴には
特に注意しなければならない。以下にその例をあげる。

主なレバー カテゴリー 一般的なツール インパクトの例

組織階層を減らし、コントロールスパンを拡大
間接労務費を15～30％削減、
アカウンタビリティ、意思決定の向上、
迅速なオペレーションの実現

ディレイヤリング

プライシング（価格設定）モデルの見直し、値引きの
抑制、プライシングに関する新たな組織能力の開発 売上が2～8％拡大プライシング

顧客ターゲティングの精度と営業チームのスキル向上 売上、利益が10～15％拡大営業生産性向上

コスト最適化とデータアナリティクスの導入 マーケティングコストの10～20％削減、
売上ボリュームが3～8％拡大マーケティング

在庫を圧縮し、売掛金・買掛金をより効率的に管理 運転資本の20～40％削減運転資本の圧縮

資産の売却、アウトソース、
機器の効率性の総合的な改善

設備投資を20～30％削減、
EBITDAが2～8％拡大

固定資産の
生産性向上

ネットプレゼントバリューの分析、プロジェクトの
優先順位付け、結果の出ないプロジェクトの中止 相対TSRが20～40％改善プロジェクトポート

フォリオ最適化

販促費の削減、商品カテゴリー・および
サプライヤーの最適化、調達の向上

製造原価を2～3％削減、 
調達コストを5～20％削減製品原価、調達

物流の改善、ネットワーク最適化、
プロダクトポートフォリオの整理

オペレーティングコストを
10～30％削減サプライチェーン

オフショアリング・アウトソースの拡大、
従業員数削減 人件費を20～40％削減人件費

交通費、水道光熱費、設備、IT、サービス等 経費削減 その他経費を全体で20％削減その他経費

組織の
簡素化

売上拡大

資本効率
向上

コスト
削減

図表4 | 旅の資金を調達する： 4つの主なレバー

注： EBITDA= 利払い前、税引前、減価償却前利益、TSR= 株主総利回り。
出所： BCG分析
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 •  プログラムの責任者とスポンサーに十分な説明責任を
負わせていない

•	  財務目標と紐付けた具体的な打ち手やマイルストーンを
備えた、明確な計画とロードマップを準備できていない

•	  プログラムに関わるチームのリソースや専門知識が足
りない

•	  経営層のインセンティブ体系がトランスフォーメーショ
ン全体の目標に合わせて設計されていない

•	  利害関係者を十分に巻き込めず、組織的抵抗を克服
できていない

最初の18カ月間：
トランスフォーメーションの推進

より幅広いトランスフォーメーションが軌道に乗り、最
初の「旅の資金を調達する」取り組みが実を結びはじめ
たら、CEOは中期的な成功に向けてより大規模なプログ
ラムを立ち上げ、新たな戦略とオペレーションモデルを
構築し、好業績を持続させる土台をつくる必要がある。

中期的な成功を勝ち取る　　トランスフォーメーション
のこの局面では、資金調達という初期の短期的な目標を
超えた次なる目標を実現することが求められる。目標の
具体的な内容は企業により異なるが、いずれの場合にも
共通しているのは、今までとは根本的に異なる競争優位
性を確立する必要があるという点で、これが中期的なパ
フォーマンスの改善につながる。　

中期的な成功をつかむには、変革に向けたさまざまな
施策が必要となる。売上成長、新しいビジネスモデルの
立ち上げ、マーケティング・営業プロセスやオペレーショ
ンの刷新、デジタル分野の組織能力の構築、サポート機
能（R&D（研究開発）、IT、人材など）の変革などがこれ
にあたる（図表5）。

中期的成功を勝ち取るための取り組みを企画に落と
し込むことは、通常、初期の打ち手の場合より難しい。

組織にとって馴染みの薄い分野で、従来の延長線上に
はない発想が必要なことが多いためだ。またこうした取
り組みは、スタッフの配置や実行がより難しく、異なる機
能部門や事業部門間でうまく連携できるようにする必要
がある。

新たな戦略とオペレーションモデルを構築する　　
短期的取り組みでも中期的取り組みでも、その推進に
あたっては、一歩引いた視点から自社の戦略とオペレー
ションモデルの全体像を俯瞰することが有益だ。だが、
広範な戦略プランニングを試みる必要はない。実際に、
上層部に的を絞って、適切なデータと分析を用いてワー
クショップを行うと、質の高いアウトプットが得られるこ
と、またこれはリーダーシップチームの注意をトランス
フォーメーション全体から逸れないようにする非常に効
率的な方法であることがわかっている。このようなやり
方により、上層部のトランスフォーメーションへのコミット
メントを高め、戦略に従ってオペレーションを迅速に調
整できるようになる。

持続可能なパフォーマンスの確立　　トランスフォー
メーションで結果を出しながらも、ようやく改善したパ
フォーマンスの維持に苦労する組織は多い。CEOはいず
れも、トランスフォーメーションプログラムの最初の18カ
月で成功を収め、さらにそれ以上の結果を維持すること
を目標とすべきだ。これが、変革を起こせるCEOとそう
でないCEOとの分かれ目になる。このフェーズを成功さ
せるためには、人事部門の最高責任者など、会社全体に
影響力を持つリーダーを巻き込むことが不可欠である。

トランスフォーメーションを成功させ、持続させるため
に必要な適切な人材や組織をつくるには、次にあげる 
5つのポイントが重要である。

•	  経営陣の確実なコミットメントを得て、その変革の組
織能力を向上させる（適切な優先順位付け、プロジェ
クトチームの結集と活性化、結果に対する説明責任を
持つなど）。

•	  チェンジ・マネジメントのツールとプロセス（積極的に介
入するPMO、ロードマップ、厳密な検証など）を展開し
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て、利害関係者を巻き込み、結果を出す（詳細は、"The 
Hard Side of Change Management"（Harvard Business 
Review誌 2005年10月号）をご参照ください）。

•	  旧来の人事部門ではなく、人材やリーダーシップに関
わるニーズを予測し、トランスフォーメーションのパー
トナーとして機能する人材チームを設置する。

•	  重要な役割を担える人材のパイプラインを確立し、ト
ランスフォーメーションで大きな意味を持つ領域（Go-
to-Market戦略、プライシング、調達、効率化、デジタ
ル化、イノベーション、人材など）における組織能力向
上に役立てる。

•	  新しい戦略を実行し、高いパフォーマンスを維持する
ため、組織を簡素化し、企業風土を刷新する。たとえ

ば、価値を生まない無駄な仕事を廃止する、面倒な手
続きを整理する、シェアードサービスを導入する、業務
プロセスの自動化を進める、組織が継続してこうした
打ち手をとっていけるようにする、といったことだ。

ほとんどの新CEOにとって、変革は定められた責務で
ある。だがそれにどう応えるかは自由だ。その他大勢か
ら抜きんでるCEOは、早期に（できれば就任前に）大胆
なトランスフォーメーションの構想を明示し、組織を活性
化し、プログラムを準備し、トランスフォーメーションを進
める。早期に─時間や取締役会や投資家たちが味方
してくれるうちに─断固たるアクションを起こすことで
トランスフォーメーションを主導して、自社を成功に向け
た正しい軌道に乗せることが可能になる。

成長 自社をより大きな成長軌道に乗せる戦略やオペレーションモデルの構築

新しいビジネスモデル 自社が商品・サービスを提供する市場やバリュープロポジション（価値提案）を含め、 
ビジネスモデルを大きく変更する

組織 組織全体の、意思決定や作業プロセスの有効性、効率性を向上させる

マーケティング・営業 新しい市場に焦点を当て、コスト効率を高めることで、営業・マーケティング機能を再構築する

オペレーション 製造、サプライチェーン、オペレーションのすべてにわたり、
企業の収益性とコスト効率を向上させる

グローバル化 新興国および先進国で最適な成長機会をとらえるため、複雑性の高まる世界における自社の
ポジショニングを再考する

イノベーション・R&D R&D（研究開発）の有効性を高め、イノベーションの質と数を向上させる

IT 中核的なITインフラを全面的に見直し、迅速な意思決定や有効性の高い分析、
効率的な業務プロセスやオペレーション改善を可能にする

サポート機能 コストを削減し、パフォーマンスを向上させるため、財務経理、法務、人事など、
必要不可欠なサポート機能について見直しを行う

新しいテクノロジーを取り入れ、事業戦略を見直すことで、バリューチェーン全体、
および企業独自の優位性のデジタル化を推進するデジタル化

図表5 | トランスフォーメーションにおける中期的取り組みの例

出所： BCG分析
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ここ数年間、市場シェアを落とし、収益性も低下し
始めた小売企業に、新たなCEOが迎えられた。この
CEOは就任前の100日間に、店舗を回り、顧客と話し、
自身の海外経験を基に海外のベストプラクティスを研
究し、小売業界の専門家にも話を聞いた。こうしたプ
ロセスを経て彼は、目下の優先事項は、売上を拡大し
て組織を再活性化できる、リスクの少ない短期的打ち
手を見つけることだと認識した。

新CEOは、このような精査を行う一方で、自身のプ
ランを社内に説明するための説得力あるプレゼンテー
ションを用意した。就任してすぐに、最初の経営委員
会でこのプランについてのプレゼンテーションを行った。
プランを裏付ける材料として、自身で直接集めた顧客
からのフィードバックや、業界他社での自身の海外経
験も織り込んだ。わかりやすい言葉を使って率直な話
し方をしたことにより、力強いメッセージが伝わり、信
頼と共感を呼んだ。

就任後最初の1カ月間に、CEOはより広範に従業員
や管理職に向け同様のプレゼンテーションを行った。
これにより明確な方針が伝わり、組織内の不安が軽
減された。さらにCEOは各地の幹部たちに会いに行き、
重要な国 を々訪れ、選び抜いたメディアのインタビュー
を受けて、常に首尾一貫した明快なメッセージを発信
した。

この企業は、最初の四半期のうちに、CEOの小売業
における国際的経験とCEO自らの直接的な調査をも
とに、リスクが少なく確実な効果が見込める施策をい
くつか展開した。ロイヤルティキャンペーン、特定業態
店舗の営業時間延長、新たな販促活動などである。そ
の結果、売上は数年ぶりに増加に転じ、市場シェアの
拡大にもつながった。結果が出たことにより従業員は、
より筋肉質で機動的な会社になるためのコスト削減な
どの施策をすすんで受け入れるようになった。

事例1： すばやく動いた小売企業CEO
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グローバルに展開するテクノロジー企業のある事
業部門のリーダーは、自社が熾烈な人材獲得競争
で勝てなくなっていることに気付いた。この企業は､
Grassdoor.comなどのウェブサイトや、Fortune誌が
毎年発表する、もっとも働きがいのある企業のランキ
ングで評価を落としていた。従業員意識調査の結果
も、ここ数年悪化していた。このリーダーはまた、従
業員一人ひとりとのやりとりから、彼らに責任以上の
ことをやり遂げようとする意欲がないのもわかってい
た。そこで、トランスフォーメーションを実施して、従
業員の意欲を高め、社内の誇りを取り戻し、従業員に
自分の責務以上に踏み込んだ仕事をするよう促した
いと考えた。

しかし、このリーダーにとっての課題はそれだけに
留まらなかった。顧客フィードバックからかなり厄介
な問題が明らかになったのだ。たとえば、顧客からこ
んな意見が寄せられた。「製品を見れば、御社の組
織構造がわかります。コンポーネントに互換性がない、
インターフェイスがうまく働かない─など、御社の
製品はバラバラでつながりがなく、御社の組織にそっ
くりです。私どもが必要なのは、問題解決のために
コンポーネントを組み合わせた統合ソリューションで、
今すぐそれが欲しいのです」。こうしたフィードバック
も、彼をトランスフォーメーションへと駆り立てた。

このような状況に対して彼は、人材獲得競争に勝
ち、エンジニアを活気づかせ、顧客が求めている統

合ソリューションを提供し、成長機会に振り向けるリ
ソースを確保するためにトランスフォーメーションを行
うという、大胆な構想を描いた。

最初のステップは、パフォーマンス問題の根本原因
の徹底分析だった。この分析をもとに、この部門リー
ダーは、成長、イノベーション、リーダーの能力、労働
力の質、組織の効率性、従業員の生産性、企業風土
といった多くの領域にわたる野心的なトランスフォー
メーションを設計した。

最初の数週間で、トランスフォーメーションプログ
ラムを推進するリーダーシップチームを選定し、変革
構想についてまず150人のトップレベルのリーダーに、
さらに事業部門全体にコミュニケーションを行った。

最初の100日間で、部門長は複数のチーム、および
プログラム・マネジメント・オフィス（PMO）を設置し、
チェンジ・マネジメントプロセスと従業員向けコミュ
ニケーションプランを準備して、トランスフォーメー
ションプログラムを本格的に始動した。翌年までに、
このトランスフォーメーションにより、複数の領域で
パフォーマンスが大幅に改善された。このリーダーが、
状況を徹底的に診断し、大胆なトランスフォーメー
ションを実現した成果である。

事例2： 迅速な行動で弾みをつけたテクノロジー企業のリーダー
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売上の減少と株価下落に悩むグローバル消費財企
業で新CEOが就任した。このCEOは、自社の従来の
収益源は縮小傾向にあり、劇的なアクションが必要
であることを認識して、組織全体の構造と戦略的方
向性を変革する大胆なビジョンを打ち立てた。

具体的には、低成長の国内部門と、急速に拡大し
ている国際部門の2つに、組織を分割した。さらに、
不要な事業部門を売却したが、それはポートフォリオ
全体の約20％を占めていた。そして、自社の既存流通
チャネルを活用できる成長分野を中心に、何件かの
買収を行った。

このトランスフォーメーションの実行には、CEOだ
けでなく、経営陣全体の強力なリーダーシップが求め
られた。上級幹部たちが、そのスキルやさまざまな市
場での経験をもとに、新しい組織に配置された。さら
に、新CEOは取締役会にアクティビスト投資家的志
向のメンバーを加え、成長への構想を描くのを助けて
もらうことにした。

これらの施策によりこの企業の企業価値は2倍以
上に上昇し、TSR（株主総利回り）は消費財セクター
の上位4分の1に入るまでに向上した。

事例3： 組織構造と商品ラインを刷新した消費財メーカーCEO

グローバルに展開するある製薬企業はたいへん好
調な業績をあげていた。利益は年間15％の成長を続け
ており、余剰資金はすべて再投資している。それでも経
営陣は、包括的トランスフォーメーションによりパフォー
マンスをさらに向上させることをめざした。投資家たち
も、利益成長を加速することで企業価値はいっそう高
まるという見解を表明していた。しかし、この企業がト
ランスフォーメーションの検討を始めたとき、新たな課
題が浮上した。敵対的買収に直面したのだ。

そこで、この企業はきわめて迅速に変革プログラム
を立ち上げて、ROIが低い事業領域から撤退し、短期
間に収益が増加するよう事業を再構築した。プログラ
ムチームは、わずか3カ月で企業全体を分析して全社組
織を再設計した後、新たな組織構造へ移行した。短期

間での組織再編にもかかわらず、ほぼすべての機能部
門、事業部門を対象にした。特筆すべきは、上級幹部
層とその数段下の階層のマネジャーたちを通じてトラン
スフォーメーションを実行したことだ。このアプローチ
により、非常に具体的で実践的なソリューションを生み
出すことができ、全従業員の間で変革の機運が盛り上
がった。

このトランスフォーメーションにより、この企業はコス
トを年間5億ドル以上削減し、利益成長率を15％から
20％以上へと引き上げた。こうした変革により、約200
億ドルの企業価値が創出された。さらに、このトランス
フォーメーションが実質的に敵対的買収に代わる企業
価値向上策となり、経営陣はより有利な条件で別の相
手と提携を行うことができた。

事例4： トランスフォーメーションで200億ドルの価値を創出した製薬会社
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アメリカの住宅関連産業は、2008年の金融危機を
受け、急激な需給調整に苦しんでいた。あるメーカー
のCEOは、数々の施策を講じて対応したが、財務パ
フォーマンスは改善しなかった。

より強力な施策が必要だと考えたCEOは、市場の
成長や価格変動に関係なく、EBIT（利払い前、税引
前利益）を1年で増加させることを目標とする大規模
なトランスフォーメーションプログラムを立ち上げた。

トランスフォーメーションに備えるため、7つのプロ
ジェクトチーム（うち4つは事業部門の従業員、3つ
は主要な機能部門の従業員で構成される）を設置し、
成長、プライシング（価格設定）、コスト削減、業務の
生産性向上に関するプログラムのロードマップを作成
した。各プロジェクトチームは、目標とするEBIT、必
要なアクション、マイルストーン、リソースなどを明確に
定めた。さらに同社は、新しい分析のフレームワーク
や、問題解決のための手法やツールを提供し、チーム
がこれらの意欲的な目標を達成できるようにした。

プログラム全体としてEBIT目標を確実に達成で
きるよう、上層部とPMOで構成される運営委員会が
設置された。これによりガバナンスを効かせ、トランス
フォーメーションが計画通りに進行するよう促進した。

PMOは、月々の改善状況をモニターするなど、厳
格なプログラム管理を行った。目標を超える成果を上
げたチームと、目標に届かなかったチームは報告書
にはっきり記載された。これにより、経営側は全体の
パフォーマンスと、介入が必要な要注意事項は何か、
をはっきり知ることができた。

最終的に、この企業はCEOの設定した意欲的な
EBIT目標を達成することができた。さらに、公式の
トランスフォーメーションプログラムが終了した後も、
各事業部門は、改善に向けた取り組みを継続し、成
果を得た。

事例5： 基盤を整え、意欲的なトランスフォーメーションを実現したメーカー
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グローバルに事業展開する保険会社のCEOが交
代した。新しいCEOは、外部の目で組織を診断する
「アウトサイドイン分析」を実施した。これは、自社の
現在の状況を、組織能力、グローバルおよび各地の
ローカル市場での競合状況、業界アナリストの見解な
どとともに評価するものだ。

これにより、いくつかの明白な課題が浮き彫りに
なった。この保険会社はROE（株主資本利益率）が
低く、自己資本の基盤も脆弱だった。資本配分のプロ
セスが厳密に定められておらず、コスト構造は効率性
を欠き、事業ポートフォリオは焦点が絞れていないう
えにパフォーマンスにばらつきがあった。

この分析を参考に、CEOはトランスフォーメーショ
ン全体の青写真を描き、明確な財務目標を立てた。
就任後は早期に取締役会や経営委員会のメンバーと
のミーティングを重ね、トランスフォーメーション推進
の動きに弾みをつけた。

トランスフォーメーションの一環として、CEOは保
険事業のそれぞれのセグメントを40の「セル」に再
構成した。各セルは、基本的な特性が似通った業務
や市場を表す（英国の自動車保険、ポーランドの年
金保険、米国の大企業向け企業保険など）。さらに
CEOは、財務分析や市場予測を通じ、複数の側面か
ら個々のセルのパフォーマンスを評価した。

その結果をもとに、この保険会社は業務を、「成
長」（上位25％）「再生」（中位50％）「売却」（下位
25％）の3つのグループに分類した。

CEOは上層部の支援のもと、最初の100日が過ぎ
る前に、18カ月間かけて行う新たなプログラムについ
て、組織全体に周知するためのコミュニケーションを
始めた。

トランスフォーメーションのプログラムには、「再
生」グループの事業のキャッシュフローを改善する具
体的な施策が盛り込まれていた。さらに、一貫性のあ
る事業計画と、より適切なパフォーマンス管理の仕
組みを導入することで、全社的なコストを削減し、資
金管理プロセスを強化する施策も組み入れられた。

このトランスフォーメーションプログラムは、最初の
1年で合計4億ドル以上のコスト削減をもたらした。こ
れには、上層部の人員数を25％減らす取り組みによ
るコスト減も含まれる。

成功の要因はいくつかある。まず、同社が自社のパ
フォーマンス分析にあたり、投資家やアナリストから
客観的評価を引き出すアウトサイドイン分析など、厳
密な事実に基づくアプローチを採用したこと。第2に、
CEOが、経営委員会の全メンバーに、特定のプロジェ
クトに関する説明責任を負わせるようにしたこと。第
3に、密にコミュニケーションを行うとともに、経営陣
の全面的なコミットメントを得、実行計画を当初から
明確に打ち出せたことである。

事例6： 企業価値向上をめざしてトランスフォーメーションを行ったグローバル保険会社
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ある大手銀行は金融危機以降、成長軌道に戻れず
に苦戦していた。この銀行の課題は、他行に比べ収
益性が低く、業務プロセスの効率性も低いことだっ
た。流動性の問題も深刻で、中核市場でも、それ以外 
の市場でも貸倒金の償却額が大きい。顧客への 
バリュープロポジション（価値提案）が不明瞭で､ 
組織全体がパフォーマンスや従業員間の協働にほとん
ど注意を払っていないという根本的な問題もあった。

そこで、CEOと経営幹部は、顧客満足度と財務 
パフォーマンスの向上をめざし、3ステップのトランス
フォーメーションプログラムを始動した。

最初のステップは、現状の縦割り型の事業部や 
機能部門を、顧客体験を軸として再編成すること
だった。この過程でそれぞれの職務の役割を明確

にし、業務プロセスを整理することで部門間の協働
を促した。同時に、この銀行はリーダーシップチーム
を刷新し、新しい役員を招き入れたり、もともといる
リーダーの一部に新しい役割を与えたりした。

第2のステップは、新戦略の策定だ。各事業部門
の新しいリーダーたちは、担当部署の戦略を明らか
にするよう求められた。それぞれの戦略は、CEOを
オーナーとするトランスフォーメーションプログラムの、
｢顧客満足度の向上」「業務の効率性向上」「高いパ
フォーマンスを上げる企業風土」という3つの目標の
いずれかに位置づけられた。

第3のステップは現在進行中だが、CEOとリーダー
シップチームは新戦略の実行に全力を注いでいる。

事例7： トランスフォーメーションで顧客満足度と財務パフォーマンスを改善させた銀行
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