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はじめに viv The Boston Consulting Group

現在は非常に破壊的な時代だと思われる方も多いかもしれない。 
それはもっともなことだ。売上の伸びや営業利益率のボラティリティ
（変動率）は1960年と比べて倍以上になっている。また、経済的混乱期
の持続期間もその頻度も増している。

世界経済の状況は不透明感を増すばかりだ。世界金融危機が起こっ
てから5年以上が経過したが、あるべき成長の軌道に戻れてはいない。
先進国はゆるやかに回復し始めた景気をより安定させるためのテコ入
れをしている一方、最もダイナミックな新興国のいくつかで成長が鈍
化している。事業環境は全般に複雑性を増している。「二速経済」は過
去のもののように思える。各国市場の成長率や財務の健全性はそれぞ
れ異なり、それぞれの国がさまざまな構造的問題を抱えている。

不確実性が蔓延し、困難な課題に直面しているのは事実だが、リー
ダーは、未来への見通しが必要以上に悲観的感覚を帯びるのを黙認す
るわけにはいかない。

長期的成長の可能性を真に理解するためには、虚像と真実を見きわ
めなければならない。多くの先進国市場では、景気回復は順調という
には程遠い状態だが、経済のファンダメンタルズは堅調である。新興
市場では、GDP関連ニュースの水面下の動きを見つめなければならな
い。中間層の成長、グローバルに活躍する新興国発優良企業（BCGでは
「グローバル・チャレンジャー」と呼んでいる）の台頭、大都市の増加な
ど数々のトレンドにより新興市場は向こう数十年にわたり最大の成長
の源泉であり続けるだろう。

また、市場や業界を超えた変化も起こっている。絶え間ないテクノ
ロジーの進化、特にビッグデータやアナリティクスの変革パワーが既
存のビジネスモデルを脅かすとともに、成長や価値創造の重要な機会
を創り出す。

はじめに
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今後しばらくは、リーダーにとって困難をアドバンテージに変える
チャンスがある。混乱期は、すばらしい企業やリーダーの最高の力を
引き出す傾向がある。いままたそうした時代がめぐってきている。何
もしないことや現状に満足しきっていることは最大のリスクである。

他者が後退しているときに困難を排しつつ敢行する。ボストン コン
サルティング グループ（BCG）の草創期もそうであった。50年あまり
前にBCGを創業したブルース・ヘンダーソンは、BCGをクライアント
にとっての「変革の触媒」と位置づけていた。不確実性を競争優位へ、
競争優位を優れた価値創造へと変換していく。このシンプルな方程式
が、今日も私たちを触発し続ける。

2013年、BCG創設 50周年を記念して私たちは“Game Changing”
というテーマで、変化が加速しボラティリティが増大する世界で組織
が成功するための助けとなるべく、さまざまな研究や活動を行った。
“Game Changing”プログラムは主として次の5つの成功の要件に焦点
をあてている。

•	  成長　成長は、以前より実現しにくくなり、そのために、より価値あ
るものとなった。成功する企業は、どこに価値が生まれるかを明確
に理解したうえで、新市場や隣接した業界に進出し、旧来の競合企業
と提携・協業し、イノベーションを起こすことにより新たな成長の源
泉を見出す。新興市場は常に成長の要素のひとつである。

•	  組織能力向上　企業は新たなタイプの競合企業と戦うグローバル競
争のなかにいる。しかし、急速に変化する世界経済のなかで、この戦
いに勝ち残るための準備ができている企業は少ない。政府機関も組
織能力を高めなければならない。より生産性の高い労働力を生み出
せるよう医療制度や教育機会を整備し、より機動的なやり方を身に
つけて基幹サービスを低コストで提供すべきである。

•	  変化適応力　変化適応力は混乱とボラティリティへの対抗手段であ
る。適応力の高い企業は、変化の兆しを素早く読み取り、対応するこ
とにより、競合企業よりも迅速に動く。商品・サービスだけでなくビ
ジネスモデルや業務プロセス、戦略についても、迅速、頻繁、かつ経済

効率よくトライ・アンド・エラーを行う。市場のシグナルを認識し、
解読して、対応した行動をとる。

•	  2つの側面でのコネクティビティ　企業はデジタルとモノの両方の
流れに強くなる必要がある。向こう20年間に新興国のインフラ構築
と先進国のインフラ再構築のために約40兆ドルの投資が必要になる
だろう。同時に、テクノロジー業界のみならず、あらゆる業界でデジ
タル革命が広がっていく。

•	  永続性の原則　信頼が求められる領域が拡大している。企業は、顧
客、パートナー、株主という狭義のステークホルダーを超えてより広
い視野で、自社の社会的役割や規制当局との関係に特別な注意を払
わなければならない。リーダーは最終的に、短期的業績だけではな
く、より復元力や責任感が高い未来を形づくる能力により評価され
るようになるだろう。

この冊子は、2013年に発表されたBCGのレポートや論考のなかから、
上記のそれぞれの要件に関わるものを2点ずつ選び、とりまとめたもの
である。巻末にBCGの50年史より抽出したストーリーを添えた。

収録した論考は、今日のリーダーが直面している課題への答えでも
手近な解決策でもない。しかし、変化と混乱が常態化する環境で組織が
自信と目標をもって前進するためのなんらかの助けになれば、と願っ
ている。単に変化に反応するだけでなく、主体的に未来をつくり出す
ために。

ボストン コンサルティング グループ
社長兼CEO　リッチ・レッサー

 本冊子に収録した論考の原典は、bcg.perspectivesサイトでご覧いただけます（全文
閲覧には会員登録が必要です）。
https://www.bcgperspectives.com/
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《日本の読者の皆様へ》

次の10年のグローバル経済に大きな影響を及ぼす潮流の一つは、 
新興国発の優良企業の目覚ましい台頭です。BCGは、新興国を本拠と
しつつも、グローバル市場への進出を果たし、先進国の大手企業と伍し
て高い株主価値を実現している企業をグローバル・チャレンジャーと 
呼んでいます。

BCGが2006年に初めてグローバル・チャレンジャー100社を選定して
以来、リストに名を連ねる企業は大きく変容を遂げました。
かつて低コストを強みとしていたチャレンジャー企業の多くは、設備
や技術、人材への積極的な投資により、強いビジネスモデルや組織能力
を持つに至りました。 その結果、チャレンジャー企業は、年々多くの業
種や地域に広がりを見せ、いたるところで既存の多国籍企業と熾烈な
戦いを繰り広げるようになったのです。
しかしBCGは、チャレンジャー企業と一部の多国籍企業との関わり
は、早晩単なるライバル関係を超え、相互補完的なパートナーシップに
発展すると見ています。それはまさに「競争と協業｣というべき新しい
関係性の幕開けといえるでしょう。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
市井　茂樹

新興国市場は、人材と資本と成長への強い意志を備えた企業に支え
られ、世界経済のエンジンとなった。年平均6％を超えるGDP成長率
や可処分所得のある消費者層の広がりにより、すでに十分な規模を有
する市場となり、さらに成長を続けている。
過去5年、新興国を本拠とする公開企業のなかから、売上が10億ドル
を超える企業が1,000社以上出てきている。自国市場での事業を主体
とする新興国企業も多いが、なかには業界のグローバルリーダー企業
になることをめざして果敢に海外へ進出している企業もある。BCGで
はこれらの企業をグローバル・チャレンジャーと呼んでいる。グロー
バル・チャレンジャー企業は、これからの10年、グローバル経済を形づ
くる企業群といえるだろう。

2006年、BCGが初めてグローバル・チャレンジャーを選定した年に
リストに名を連ねていたほとんどの企業の市場ポジショニング上の強
みは低コストだったが、5代目にあたる2013年のリストに選ばれたグ
ローバル・チャレンジャー企業ははるかに先を行く。今回選定された
100社の勝因となった戦略や組織能力は多岐にわたる。そしてその道
のりのなかでこれらの企業は、航空機製造や医療用機器から、eコマー
スや携帯電話まで、さまざまな産業を根本から変化させてきた。

多国籍企業にとって、グローバル・チャレンジャーは単に競合企業であ
るだけでなく魅力的な顧客企業になる可能性もある。2013年のグロー
バル・チャレンジャー企業100社は、2011年に合計で1兆7,000億ドルの
モノやサービスを購入し、3,300億ドル以上の設備投資を行っている。 
グローバル市場の要求がさらに厳しくなっている今、多国籍企業にな
いスキルを持つグローバル・チャレンジャーは多国籍企業の潜在的
パートナーともなりえる。私たちは「競争と協業」の時代に突入してい
るのである。

ライバル、そしてパートナーとしての
新興国企業

─2013年 グローバル・チャレンジャー
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約60億ドルで買収した。運輸業界では、チリのLAN航空とブラジルの
TAM航空が経営統合し、南米最大の航空会社グループ、LATAM航空グ
ループが誕生した。消費財の分野では、インドのゴドレジがインドネ
シアのメガサリ・マクムール・グループを買収している。

このようなM&Aを通じてにわかに脚光を浴びるチャレンジャー企
業もある。だが、必ずしも成功が約束されているわけではない。2013
年のチャレンジャー企業のうち、26社は初めてリスト入りした企業で、
これまでで最も入れ替わりが激しかった。2006年から現在まで、チャ
レンジャー企業に選定された後、持続的な業界リーダーとなった「名誉
チャレンジャー企業」は7社（今回はサウジアラムコとエミレーツ航空
の2社）しか出ていない。

2013年のグローバル・チャレンジャーと2006年のそれとの主な違い
のひとつは、国の支配や統制の度合いの変化である。チャレンジャー
企業のうち、国有・国営企業の数は36社から26社に減少している。新
興国市場では国がいまだに「見える手」として経済に直接的な影響を与
えているが、国の統制下にある企業のなかには海外進出しないことを
選んだ企業や、試みたものの挫折している企業が多い。2011年以降、12
社の国有・国営企業が──そのほとんどが中国企業であるが──リスト
から外れ、新たに選定された国有・国営企業は9社にとどまった。

リストから外れたチャレンジャーの多くは、自国市場で成長を続け
ている。2009年までグローバル・チャレンジャー・リストに入っていた
中国移動通信は、その後はリスト入りしていないものの、今も国内市場
のリーダーであり続けている。2011年のチャレンジャー企業のひと
つ、中国建築工程は、国内および海外で成長を続けている。同社は2011
年、数十億ドル規模のバハマのリゾートプロジェクトに着手したが、最
近は国内市場に重点を移している。　

国有・国営企業が国際舞台に飛躍できない要因は、少なくとも5つあ
る。第1に、これらの企業の相対的な競争優位性が地元市場に根差した
ものであり、国も母国市場に集中するよう働きかけることが多い。第2
に、世界の市場に展開していくためには、消費者のニーズに応えること

グローバル・チャレンジャー企業

2013年のグローバル・チャレンジャー企業の特徴を分析してみよう。

成長　　2008年から2011年にかけて、グローバル・チャレンジャー企
業の売上高は年平均16％のスピードで成長してきた。2011年にグロー
バル・チャレンジャー企業の平均売上高はすでにS&P500指数の非金融
構成企業の平均売上高を超えている。グローバル・チャレンジャー企
業はこの間、利益を年平均10％拡大させ、TSR（株主総利回り）は年平均
20％に上る。

雇用の面での拡大も同様に目覚ましい。2006年から2011年にかけ、
2013年のBCGグローバル・チャレンジャー企業は全体で140万人もの
新しい雇用を創出した。この間、S&P500指数の非金融構成企業の雇用
は全体としてほぼ横ばいであった。さらに驚くべきことに、グローバ
ル・チャレンジャーは従業員1人当たり売上高でもすでにS&P500指数
の非金融構成企業を凌駕している。

多様な地域から　　2006年のリストでは、中国企業が圧倒的に多く、そ
の数は44社を数えた。しかし、他地域からの新顔企業がかつてのチャ
レンジャー企業を追い落とし、今回のリストでは中国企業は30社に減
少している。チャレンジャー企業の母国は徐々に多様化し、直近2年の
チャレンジャー企業のリストには、新たにエジプト、コロンビア、カター
ル、サウジアラビア、南アフリカを本拠とする企業も仲間入りした。

新しい消費者に焦点を当てる　　2010年から2020年にかけ、新興国市
場では可処分所得のある世帯が2億7,000万世帯増加する。これは、消
費者関連ビジネスを営む企業にとって非常に魅力的だ。グローバル・
チャレンジャー企業のおよそ3分の1は消費財企業や消費者向けサー
ビス企業であり、このシフトの恩恵を受けることができる。

こうした企業の多くは積極的な企業買収に乗り出している。ビンペ
ルコムは、ロシアで設立されロシアを主要市場とする通信企業だが、現
在はアムステルダムに本社を置く。同社は2011年、イタリアのウィン
ドテレコムの全株式と、エジプトのオラスコムテレコム株の50％超を
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えて資産と経営陣を獲得した。過去3年、チャレンジャー企業の多くは
こうした買収から十分に価値を引き出すことに集中してきた。

イノベーション　　グローバル・チャレンジャーは、イノベーション力
を強化する必要がより高まっているという認識を強め、R&Dへの投資
を急速に拡大している。2007年から2011年にかけて、チャレンジャー
企業の年間R&D投資額は年平均34％伸びている。中国の医療機器メー
カー、マインドレイは、売上あたりのアメリカの特許取得数で多くのグ
ローバルリーダーを凌駕する。華為の15万人の従業員のうち46％は
R&Dに従事する。ブラジルで塩化ビニルパイプと配管の事業を営む
ティグレは、年間500もの新製品を市場に投入する。

実際の製品というより、新しいビジネスモデルの構築をめざすイノ
ベーションも多い。たとえば、香港の利豊有限公司（リー＆ファン）を
擁する馮氏集団（ファン・グループ）は先進国のデザイナーと中国の製
造業者を仲介するという先駆的なモデルで事業を営んでいる。

競争と協業

チャレンジャー企業と既存の多国籍企業はますます激しくしのぎを
削る。多国籍企業は新興国での事業機会を狙ってコスト構造やプロダ
クト・ポートフォリオを見直し、チャレンジャー企業のホームグラウン
ドへ展開を図る。逆にメキシコのコングロマリット、アルファや、同じ
くメキシコの製パン会社、ビンボは既存の多国籍企業の牙城である先
進国市場に進出している。

今後数年、グローバル・チャレンジャーと既存の多国籍企業の熱い
戦いがさまざまな領域で繰り広げられるだろう。両者は、新興国市場
の新しい消費者に求められる商品・サービスの開発をめぐり張りあう。
また、こうした消費者はオンラインで、特に携帯端末を通じてよく買い
物をするため、グローバル・チャレンジャーはデジタルの世界でも戦
う。いずれ彼らは、アフリカや東南アジアなど、急成長中の市場での地
位を競うこととなるだろう。アフリカを拠点とする企業、ナスパース
（1915年に新聞社として創業された）とMTNは、それぞれメディアと
移動通信の分野におけるグローバルプレーヤーへと成長した。

がますます重要になってきているが、一般的に民間企業の方がこの能
力にたけている。

第3に、公的セクターの人事慣習は民間企業に比べ柔軟性が低い傾向
があり、海外の人材を活用するノウハウが限定的である。第4に、国は
海外企業対象の大規模なM&Aなどで資本のリスクが高まることに対
し、保守的な場合が多い。最後に、他国の利害関係者が事業の拡大に抵
抗する可能性があることである。こうした課題を克服している国有・
国営企業も多いが、後れを取っている企業も少なくない。
　
国有・国営企業が母国市場の外で成功するには、才能ある人材を呼び
込み、リスクを取り、優れたビジネスモデルを構築し、ターゲットとす
る市場における利害関係者の懸念を払しょくする必要がある。

2013年のBCGグローバル・チャレンジャーは、どの企業も転換点に
ある。程度の差はあるものの、かつて享受していた先進国の競合企業
に対するコスト優位性は薄れつつある。自国通貨の急落によりグロー
バルで見るとコストが低下している企業もあるが、通貨価値が上昇し
ている国もある。しかし、彼らはまた高品質の製品を生産し、キャッ
シュを活用し、研究・開発（R&D）への投資をするなど、新しい組織能力
を身につけてきた。

高品質の製品　　チャレンジャー企業の多くはまだ低コスト構造を
維持している。しかし、この「低コスト」という表現は今では彼らの提
供する製品そのものではなく、ビジネスモデルをうまく表すものと
なった。中東の航空会社、エティハド航空、カタール航空、トルコ航空
は低コスト構造でありながら、優れたサービスや品質でグローバルア
ウォードを勝ち取っている。華為技術（ファーウェイ）のアシェンドD1
は世界で最も高速なスマートフォンの一つだ。

資本　　グローバル化のための投資や成長投資を積極的に行っている
にも関わらず、チャレンジャー企業の財務状況は良好である。チャレ
ンジャー企業の多くは大規模な戦略投資を行うのに十分な資本を保有
している。2008年から2010年の間、チャレンジャー企業は株価の低迷
を逆手にとり、数百ものクロスボーダーM&A案件を手掛け、国境を超



7 The Boston Consulting Group ライバル、そしてパートナーとしての新興国企業 8

逆説的ではあるが、既存の多国籍企業とグローバル・チャレンジャー
の間の競争がより熾烈になるにつれ、いずれの陣営に属する企業も、
さらにお互いのパートナーシップが必要だと考えるようになるはず
だ。交渉力が均衡に近づき、両者のパートナーシップは単にチャレン
ジャー企業の低コストと欧米企業のブランド力を基盤に成立するだけ
でなく、さらに幅広い分野でお互いスキルを補完しあうことができる
ようになる。

今後は、チャレンジャー企業と既存の多国籍企業が手を携え、新商品
の開発や、技術交換（技術移転ではなく）を行い、新しい市場に進出する
ケースが増えるだろう。たとえば、インドのバジャジ・オートと日本の
川崎重工業は共同でフィリピンとインドネシアの市場に向けたオート
バイの開発・販売を行う提携をした。インドの製薬会社、ドクター・レ
ディーズ・ラボラトリーとメルクは、がん治療のためのジェネリック医
薬品開発で手を組んだ。興味深いことに、この提携ではジェネリック
製品の製造で知られるドクター・レディーズが商品開発を行い、メルク
が製造を担当している。

ゲームは変わった

グローバル・チャレンジャーは常に進化し続けている。2006年に選
出された企業のうち2013年も選出基準をクリアした企業は半数に過ぎ
ない。一段階上のグローバル拡大を達成するためには、チャレンジャー
企業はさらに組織能力を高め、民間企業とも公的機関ともつながりを
深めることが必要となる。一方、チャレンジャー企業の成功は既存の
多国籍企業のリスクを高める。多国籍企業は、それぞれの地域に密着
した戦略を携え、必要があればチャレンジャー企業と手を組んで、新興
国に進出し、地歩を築かなければならない。

最後に、政府、特に先進国政府は、チャレンジャー企業を雇用や収入
を拡大するためのプラスの力と認識すべきだ。規制をかけるのでは
なく、積極的に買収や投資を促し、海外投資を誘引する地域ハブをつく
り、行き過ぎたナショナリズムや保護主義に陥らないようにしなけれ
ばならない。

• Mindray 
• PetroChina 
• Sany Group
• Shanghai Electric Group
• Sinochem 
• Sinohydro 
• Sinoma International

Engineering
• Sinopec
• Trina Solar
• Wanxiang Group
• Yanzhou Coal Mining 

Company
• Zoomlion 
• ZTE 
 
コロンビア
• Grupo Empresarial 

Antioqueño
 
エジプト
• El Sewedy Electric
 
インド
• Bajaj Auto
• Bharat Forge
• Bharti Airtel 
• Crompton Greaves
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Godrej Consumer Products
• Hindalco Industries
• Infosys2

• Larsen & Toubro
• Lupin Pharmaceuticals
• Mahindra & Mahindra
• Motherson Sumi Systems
• Reliance Industries
• Sun Pharmaceutical 

Industries 
• Tata Chemicals
• Tata Consultancy 

Services
• Tata Motors
• Tata Steel
• Vedanta Resources
• Wipro

アルゼンチン
• Tenaris
 
ブラジル
• Brasil Foods
• Camargo Corrêa Group
• Embraer 
• Gerdau 
• Iochpe-Maxion 
• JBS 
• Marcopolo 
• Natura
• Odebrecht Group
• Petrobras 
• Tigre
• Votorantim Group
• WEG 
 
チリ
• Falabella
• Latam Airlines Group1

 
中国
• Alibaba Group
• Aviation Industry Corporation of 

China
• China Communications Construc-

tion Company
• China International 

Marine Containers Group
• China Minmetals 
• China National Chemical 

Corporation (ChemChina)
• China National Offshore 

Oil Corporation
• China Shipbuilding Industry 

Corporation
• China UnionPay 
• Citic Group
• Geely International
• Goldwind
• Haier 
• Huawei Technologies
• Johnson Electric
• Lenovo Group
• Li & Fung

BCGグローバル・チャレンジャー企業 2013 100社

BCG グローバル・チャレンジャー企業と名誉チャレンジャー企業
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BCGグローバル・チャレンジャーは自らの属する産業のルールをグ
ローバルに変革していく力を持つ、ゲームチェンジャーである。世界
的に成長率の高い市場で顧客のニーズを充足させ、あらゆる地域で顧
客の選択肢を豊かにしている。既存の多国籍企業はチャレンジャー企
業と伍して戦いながら、同時に彼らと手を組む必要がある。既存の多
国籍企業とチャレンジャー企業のグローバル競争の新時代、「競争と協
業」の時代の幕が切って落とされた。

Arindam Bhattacharya
Thomas Bradtke
Tenbite Ermias
Whitney Haring-Smith
David Lee
Eduardo Leon
Michael Meyer
David C. Michael
Andrew Tratz
Masao Ukon
Bernd Waltermann

本稿はBCGレポート“Allies and Adversaries: 2013 BCG Global Challengers”  
（2013年1月）を基にした「BCG未来をつくる戦略思考──勝つための50のアイ
デア」（東洋経済新報社） 第7章「グローバル・チャレンジャー」に加筆・修正を加
えたものです。

Arindam Bhattacharya
BCGニューデリー・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター、
著書に『新興国発超優良企業 GLOBALITY』（講談社）

Thomas Bradtke
BCGドバイ・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

Tenbite Ermias
BCGヨハネスブルグ・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

Whitney Haring-Smith
BCGシアトル・オフィス プロジェクト・リーダー

David Lee
BCG香港オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

BCGグローバル・チャレンジャー企業 2013 100社

サウジアラビア
• Saudi Basic Industries Corporation 

(Sabic)
 
南アフリカ
• Aspen Pharmacare
• Bidvest Group
• MTN Group
• Naspers
• Sasol
 
タイ
• Charoen Pokphand Group
• Indorama Ventures
• PTT
• Thai Union Frozen 

Products
 
トルコ
• Koç Holding
• Sabanci Holding
• Turkish Airlines
 
アラブ首長国連邦 
• Etihad Airways

インドネシア
• Golden Agri-Resources
• Indofood Sukses Makmur 

マレーシア
• AirAsia
• Petronas
 
メキシコ
• Alfa
• América Móvil 
• Femsa
• Gruma
• Grupo Bimbo
• Mabe
• Mexichem
 
カタール
• Qatar Airways
 
ロシア
• Gazprom
• Lukoil
• Norilsk Nickel
• Severstal
• United Company Rusal
• VimpelCom

ブラジル 
Vale 
 
インドネシア
Wilmar International 
 

メキシコ 
Cemex
 
南アフリカ
Anglo American
SABMiller

サウジアラビア
Saudi Aramco3

 
アラブ首長国連邦
Emirates 

BCG 名誉チャレンジャー企業 2013

BCG グローバル・チャレンジャー企業と名誉チャレンジャー企業（続）

緑字は、今回初めてグローバル・チャレンジャーに選出された企業。
1 LATAM Airline Groupは2012年、ブラジルのTAM航空と2011年のグローバル・チャレンジャーTAM航空が統合して
発足した。
2 2011年のグローバル・チャレンジャーであるInfosys Technologiesが社名変更し、Infosysとなった。
3 Saudi Aramcoは2011年のグローバル・チャレンジャーには選出されなかったが、すでに原油・ガス業界のグローバル
リーダーであり、エネルギー全般においてもグローバルプレーヤーになりつつあるため、名誉チャレンジャー企業に選定
した。

出所：BCG分析
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Eduardo Leon
BCGモンテレイ・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

Michael Meyer
BCGシンガポール・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

David C. Michael
BCGサンフランシスコ・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター、
BCGグローバル・アドバンテージ・プラクティスのグローバル・リーダー

Andrew Tratz
元BCGグローバル・アドバンテージ・プラクティス グローバル・マネジャー

Masao Ukon
BCGサンパウロ・オフィス パートナー＆マネージング・ディレクター

Bernd Waltermann
BCGシンガポール・オフィス シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
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「イノベーションか死か」。よく耳にするフレーズだが、イノベーショ
ンと新製品開発に関するBCGの最新の調査からは、あらゆる業種や地
域の企業がこの言葉を肝に銘じていることが見て取れる。過去5年間、
イノベーション重視の傾向はますます顕著になり、今年の調査ではイ
ノベーションを最優先課題の1つだと答えた回答者の割合が過去最高
となった（図表1）。

BCGは、2005年から 8度にわたりイノベーションについての調査
を実施している。毎回世界各地の 1,500人以上の経営幹部にお答え
頂いているアンケート調査のデータは、時系列でも、地域間・業種間で
も比較を行うことが可能だ。2013年の調査では、初の試みとして、自
社のイノベーションに関わる実績を競合他社との比較で評価する項
目を加え、イノベーションに成功している企業の強みは何かという視
点から企業とそのイノベーションを検証している。この質問項目で
は、約5分の1は自社がイノベーションに「強い」と、5分の1は「弱い」
と答え、約60％は「どちらでもない」または「平均的」と答えた。本稿
では、イノベーションに強い企業と弱い企業を比較することに加え、
イノベーション力をもたらす5つの要因、「経営幹部のコミットメン
ト｣「知的財産（IP）の活用｣「顧客重視の姿勢｣「イノベーション・ポー
トフォリオの管理｣「明確に定義され、統制されたプロセス｣について
考察を加える。

2013年のイノベーション調査の結果概要

ほとんどの企業は、引き続きイノベーションを最も優先すべき戦略
課題の1つと考えている。回答者の4分の3以上が、イノベーションの
優先順位を最上位もしくは上位3位以内に位置づけた。景気後退の時
期でさえ、3分の2以上の企業がイノベーションを最重要事項の1つと
していた。自社のイノベーション実績を他企業との比較で上位5分の
1に入っていると自己評価した企業の80％以上が、イノベーションを

《日本の読者の皆様へ》

「イノベーション」の「お作法」というと奇異に感じる方も多いと思い
ます。イノベーションとは、「自由な発想」「ひらめき」が生むものだ 
というイメージが強いことがその背景にあるのでしょう。もちろん「自由
な発想」や「ひらめき」が重要であることは確かですし、必ずイノベー
ションを生むような必殺技が存在するわけでもありません。しかしな
がら、イノベーションに強い企業になるための基盤となる「お作法」は
確かに存在します。
本稿では、経営幹部へのアンケート調査に基づき、イノベーションに
関する企業の考え方・行動や、イノベーションに強い企業のランキング
を紹介するとともに、イノベーション力の基盤となる５つの「お作法」
について解説しています。
５つの「お作法」は、いずれも難解なものではありません。本稿が、自社
の状況と照らし合わせて、イノベーションの基盤について検討される
きっかけとなれば幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
木山　聡

2013年イノベーション企業ランキング
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長い間イノベーション企業ランキングの上位を占めてきた企業（特
にハイテク企業）は多くがその地位を維持している 1。アップルは、最
近の株価低迷にもかかわらず、9年連続で首位を守った。昨年3位のサ
ムスンがグーグルを抜いて2位につけ、4位は昨年と同じくマイクロソ
フトだった。自動車メーカーでは、トヨタに加えて新たにフォードと
BMWが上位10社にランクインした。

自動車産業は全体的に大きく躍進し、3社がトップ10入りを、9社が
トップ20入りを果たした。4社が初めてランキング入りし、フォルク
スワーゲンとゼネラルモーターズは順位をそれぞれ31ランク、16ラン
ク上げ、順位の上昇幅が最も大きい企業に数えられる。調査を開始し
てから初めて、トップ50に入った自動車メーカーの数が消費者関連・小
売企業の数を上回り、さらにトップ20に入った自動車メーカーの数は
ハイテク・通信企業の数を上回った（2013年のランキングは図表2を、
2005年から2013年までの全ランキングは、mic.bcgperspectives.com
に掲載したインタラクティブ・ランキングをご覧ください）。

自動車業界とハイテク・通信業界の企業は他業種の企業に比べて、イ
ノベーションと投資をより重視している。この2つの業界の回答者は
約85％がイノベーションを最優先課題の1つだとしている。自動車メー
カーでは回答者の4分の1が、自社をイノベーションに強い企業だと評
価する（全業種の平均は5分の1）。自動車メーカーとハイテク・通信企
業の約70％が、翌年のイノベーション投資を増額する予定であると答
えた。ヘルスケア企業にも似た傾向が見られ、回答者の69％がイノベー
ションを最優先課題の1つとみなしていると答え、自社をイノベーショ
ンに弱い企業だと考えている回答者は10％にとどまる（平均の半分）。

私たちは今年からイノベーション調査に新しく「有望企業」というカ
テゴリーを加えた。このカテゴリーには、まだ比較的歴史が浅い、また
はトップ50入りした世界的大企業の規模にはまだ及ばないものの、優
れたイノベーションで広く名を知られる企業を選出している。当然の
ことながらこうした企業のイノベーションは、ソーシャルメディア、モ
バイルアプリケーション、クラウド型サービスといった最新のテクノ
ロジーに関わるものであり、そのほとんどすべての企業がモバイルプ
ラットフォームを活用している。

自社の最優先課題の1つとしているのに対し、下位5分の1であると答
えた企業では63％にとどまっている。

イノベーション重視の姿勢は投資にも表れ、近年、イノベーションへ
の投資を増やす傾向が顕著に見られる。2013年には、イノベーション
に強い企業の85％が、イノベーションと新製品開発に対する投資を前
年より増やす予定であると答えている（イノベーションに弱い企業で
は39％）。全体では、こうした支出の増額を予定していると回答した
企業の割合は64％と、昨年から4％ポイント減少した。この一因は、企
業が的を絞った賢明な支出を行うようになったことにあると考えられ
る。プロジェクト開始後に方向転換があったと答えた回答者は大幅に
減少した。また、イノベーションや新製品開発をめぐるさまざまな要
素において、昨年より向上しているという回答も多かった。インフラ、
人材、知的財産などといったイノベーションというパズルのピースを
概ね正しい位置にはめることができているという。
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図表1 | イノベーションの重要性はますます高まっている

出所：2005-2012年 BCG/Businessweek  経営層イノベーション調査、
2013年 BCGイノベーション企業調査、BCG分析
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イノベーション力の5つの源泉

ロッキード・マーティンの伝説的な「スカンクワークス」から、シリコ
ンバレーのガレージ、そしてより組織化された企業のプログラムやプ
ロセスに至るまで、イノベーションの体制とたどる道すじはさまざま
である。もちろんイノベーションの進め方に唯一の正解というものは
ないが、あらゆる業種のクライアントを支援してきた私たちの50年の
経験と、約10年にわたり15業種以上20か国以上で行ってきたイノベー
ションに関する調査を基に、イノベーションに強い企業と弱い企業と
を分ける5つの主な特徴を洗い出した。これらの特徴はそれぞれ別々
の成功要因ではなく、相互に関連し補強しあうものだ。イノベーショ
ンに強い企業はこれら5つの特徴のすべてを備えている場合が多い。

経営幹部のコミットメント
経営幹部のコミットメントは、企業のパフォーマンスの他の多くの
側面と同様、イノベーションの実績にも大きく影響する。自社がイノ
ベーションに強いと答えた回答者の10人のうち9人が、「経営幹部はイ
ノベーションに力を入れている｣と回答したのに対し、イノベーション
に弱い企業ではその割合は半分以下にとどまっている。イノベーショ
ンに強い企業では、回答者の半数近くが、会長またはCEOが自社のイノ
ベーションへの取り組みの推進力となっていると答えた。また5人中
4人が、イノベーションを他の戦略上の優先課題より上位に位置づけ、
ほとんどの回答者が、どのアイデアを実際の製品開発へと進めるかを
決めるのは、経営幹部の判断であると答えた（回答者全体ではこの割合
は3分の2）。

サムスンのイノベーションへの取り組みの根本にある推進力の1つ
は、上層部が変化と新たな成長機会をたゆみなく追求してきたことで
ある。経営陣は、現状維持をよしとせず変化を恐れないカルチャーを
社内に浸透させている。サムスンの上層部は、全く新しい市場（フラッ
トスクリーンやスマートフォンなど）の創出を促す製品を見出し、その
開発に重点的に投資することで知られている。

知的財産（IP）の活用
主にハイテク・通信業界で最近相次いで特許訴訟が話題となってお

図表2 | 2013年イノベーション企業ランキング　トップ50

NC = 順位変化なし、E = 新たにランキング入り、R = ランキングに復活。
複数の業種において事業を営む企業やコングロマリットは中核事業の属する業種に分類。
出所：2013年 BCGイノベーション調査、BCG分析

企業名 2012年から
の順位変動 業種

1 Apple 　 NC ハイテク・通信

2 Samsung ↑ 1 ハイテク・通信

3 Google ↓ 1 ハイテク・通信

4 Microsoft 　 NC ハイテク・通信

5 Toyota ↑ 6 自動車

6 IBM 　 NC ハイテク・通信

7 Amazon ↑ 2 消費者関連・小売

8 Ford ↑ 4 自動車

9 BMW ↑ 5 自動車

10 General
Electric ↑ 6 産業財

11 Sony ↓ 4 ハイテク・通信

12 Facebook ↓ 7 ハイテク・通信

13 General
Motors ↑ 16 自動車

14 Volkswagen                ↑ 31 自動車

15 Coca-Cola ↑ 2 消費者関連・小売

16 Hewlett-
Packard ↓ 1 ハイテク・通信

17 Hyundai                       ↑ 7 自動車

18 Honda 　 R 自動車

19 Audi ↑ 6 自動車

20 Daimler 　 R 自動車

21 Wal-Mart ↓ 1 消費者関連・小売

22 Lenovo ↑ 5 ハイテク・通信

23 Procter & 
Gamble ↑ 26 消費者関連・小売

24 Bayer 　 E ヘルスケア                                   

25 LG
Electronics 　 R ハイテク・通信

企業名 2012年から
の順位変動 業種

26 Shell ↑ 9 エネルギー・環境

27 SoftBank ↑ 4 ハイテク・通信

28 BASF ↓ 5 産業財

29 Nokia 　 R ハイテク・通信

30 Intel ↓ 11 ハイテク・通信

31 Dell ↓ 13 ハイテク・通信

32 Boeing ↑ 6 産業財

33 Fast
Retailing ↓ 1 消費者関連・小売

34 Unilever 　 E 消費者関連・小売

35 Tencent 　 E ハイテク・通信

36 Kia ↓ 23 自動車

37 Nike                  ↑ 2 消費者関連・小売

38 Nissan ↓ 16 自動車

39 Siemens              ↓ 13 産業財

40 ExxonMobil 　 R エネルギー・環境

41 Tesla 　 E 自動車

42 Virgin                  ↓ 5 消費者関連・小売

43 Fiat 　 R 自動車

44 BP 　 R 産業財

45 Dow
Chemical 　 E 産業財　

46 Cisco 　 R ハイテク・通信

47 Target 　 R 消費者関連・小売

48 Renault ↓ 14 自動車

49 Philips                 ↓ 16 産業財

50 Nestlé 　 R 消費者関連・小売
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位性を構築することをイノベーションの主な目的としているのだ。漸
進的なイノベーションと、これまで世の中になかった、より革新的な製
品、プラットフォーム、技術、サービスのポートフォリオ内でのバラン
スを主体的に管理する。

2013年の調査で5つ順位を上げて9位となったBMWは、長年にわた
り巧みな戦略の下にポートフォリオ管理とイノベーションを進めてき
た。同社は、ポートフォリオの視点から、アイデアや洞察をそれぞれの
ブランドに合うやり方で適用し、新技術を導入することで各ブランド
が約束する価値を現実の形にするとともに、差別化を実現している。

り、イノベーションは、アイデアを所有しているか否かに左右される部
分もあるということが広く知られるようになった。知的財産権の保護、
すなわち製品やプロセスの排他的所有権の維持は、長い間防御的な戦
略とみなされてきたが、賢明な企業は市場における競争優位を確立す
るための手段として知的財産を活用し始めている。回答者の70％近く
が、業界内で知的財産の重要性が高まっていると答えており、ほぼ同じ
割合の回答者がイノベーションからリターンを得るためには知的財産
の所有が不可欠であると答えた。また半数以上（53％）が、他社を排除
するために知的財産を活用していると答えた。

イノベーションに強い企業では、新たな製品アイデアのうちのどれ
を進めるかを決定する際の基準の1つとして知的財産を挙げた回答者
の割合が、イノベーションに弱い企業の2倍以上だった。また、自社が
知的財産の開発・保護・活用を効果的に行っていると答えた回答者の割
合も同じく2倍で、競争優位の源泉として知的財産を活用する傾向が強
く見られる。一部の企業は、自社の知的財産のライセンスを他社に供
与することで事業を大きく成長させている。

その顕著な例が IBMである。同社は米国特許取得数において20年
連続で首位を維持しており、その数は2012年だけで6,478件、過去10
年間では67,000件近くに上る。知的財産関連の収入は年間平均約6％
増加し、2012年には5億7,500万ドルに達した（カスタム開発による収
益5億ドルを除く）。イノベーションと成長と価値ある特許は強く結び
ついていると、IBMは考えている。

イノベーション・ポートフォリオの管理
資源は常に限られているため、効率的にイノベーションを生みだし
ている企業は、どのように資源を投じ、いかに損失を減らし、どうやっ
て有望なアイデアのパイプラインを滞りなく進めるかを習得してい
る。イノベーションに強い企業は、開発中のプロジェクトと市場に出
た製品を含めたポートフォリオ管理において、そうでない企業よりも
明らかに秀でている（図表3）。これらの企業は、明確な優先順位を定め、
見込みが低くなったプロジェクトを中止させるためのプロセスを整え
ている。またこうした企業は未来に焦点を定める。つまり長期的な優

プロジェクトの中止を
効果的に実行する
プロセスがある

製品ポートフォリオは
主体的に管理されている
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定義されている

49

3034

0

20

40

60

80

100
回答者（%）

4

–49

83

34

–34
–38

図表3 | イノベーションに強い企業は、イノベーション・ポートフォリオ
を主体的に管理

* 回答者の自己評価による　
出所：2013年 BCGイノベーション調査、BCG分析
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P&Gは、イノベーションを体系的で、繰り返し行うことができ、信頼
できるもの、また同社の事業に不可欠なものとすることをめざし、アイ
デアの開発、選別、設計、市場投入の4段階について厳格なプロセスを導
入している。新製品を発売する時、同社は次の10億ドルブランドを生
み出すことを狙っているのだ。

1 2008年以降のイノベーション企業ランキングは、回答者に最もイノベーティブだと思う企
業を挙げて頂き、その得票数に3年間のTSR（株主総利回り）、3年間の売上・利益成長率を
加味して作成している。各要素の構成比はそれぞれ、80％、10％、5％、5％。

顧客重視の姿勢
イノベーションに強い企業は顧客の声に耳を傾ける。イノベーショ
ンに強い企業の73％が、イノベーションや新製品開発プログラムにお
いてカギとなる顧客の意見が大きな役割を果たしていると答えた。こ
れに対し、イノベーションに弱い企業で同様に答えた回答者は42％、全
体では56％である。アイデアの開発プロセスに顧客が関与することに
は、少なくとも3つの大きなメリットがある。まず、イノベーションが
市場に出た時の需要の確保に役立つ。次に、顧客との距離を縮めるこ
とができる。さらに、顧客が求め、代価を支払いたいと思う水準を超え
た、コストのかかる過剰な仕様や性能を製品に盛り込むことを避ける
ことができる。イノベーションに強い企業の70％以上が、開発すべき
アイデアの選択において主要な顧客の意見が非常に重要な役割を果た
していると答えた（イノベーションに弱い企業では42％）。また60％
近くがイノベーションの成功を評価する指標として顧客満足度を使っ
ている（イノベーションに弱い企業では41％）。

2013年の調査で順位を26ランク上げて23位となったプロクター・
アンド・ギャンブル（P&G）は、基礎的な消費者調査に大規模な投資を
行っており、約100か国の500万人以上の消費者を対象に約2万件の調
査を実施する。同社はまた、家庭内や店舗内の環境を疑似的に再現し
たイノベーションセンターを設立している。

強力なプロセス、強力なパフォーマンス
イノベーションに強い企業は、ガバナンスと意思決定プロセスを明
確に定義し、プロジェクトが予定通りに完了するようにしている（図表
4）。これらの企業はイノベーションに弱い企業に比べ、開発中のプロ
ジェクトの進捗状況を標準化されたプロセスに従って見直し、明確か
つ透明な意思決定基準を順守し、予定通りにプロジェクトを完了する
割合がきわめて高い。これらの企業は、ガバナンス、ポートフォリオ管
理、プロジェクト管理を明確に区別し、しっかりとしたプロセスを確立
するためにはこれら3要素のすべてを効果的に行う必要があるという
ことを認識している。また、チームワークを重視し、チームメンバー間
の十分なコミュニケーションを図り、関連する部署のすべての代表者
が開発チームに加わるよう努める。

社内に開発中の
プロジェクトの進行状況を
見直す標準的プロセスがある

意思決定プロセスは
明確で透明である

プロジェクトは
予定通りに終わる
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図表4 | イノベーションに強い企業は、明確に定義されたプロセスに
従ってプロジェクトを推進

* 回答者の自己評価による　
出所：2013年 BCGイノベーション調査、BCG分析
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輸出向け製造業はこのところ、米国経済の縁の下の力持ちとなって
いる。米国の貿易赤字が大きな注目を集めるなか、2005年以降、同国の
輸出がGDPの7倍のスピードで増加しているという事実にはほとんど
関心が払われていない。米国経済全体のなかで輸出が占める割合は、
実はこの50年間で最高の水準となっている。

しかし、これはほんの始まりに過ぎない。米国の製造業の競争力向
上の結果、2020年までに年間700億～1,150億ドルの輸出が他国から米
国にシフトすることになると私たちは予測している。この輸出の増加
分のうち約3分の2は、主要欧州諸国や日本から米国への生産移転によ
るものである。2020年までに、米国の輸出増加ならびに中国からの生
産リショアリングの結果として米国の製造業が拡大し、工場やサービ
ス業において250万～500万の新規雇用が生まれると予想される。

私たちの予測は、コスト構造が米国の製造業にとってますます有利
な方向へと変化しつつあるという事実に基づいている。BCGの“Made 
in America, Again”シリーズの最初の2つのレポートでは、中国がかつ
て米国に対して享受していた圧倒的な生産コストの優位性が、賃金上
昇をはじめとする諸要因により急速に失われつつあること、そして、こ
うした傾向がいくつかの業界で米国における生産の増加を後押しする
可能性があることについて説明した 1。本稿では、米国製造業のコスト
競争力の向上について、主要輸出国であるいくつかの先進国との比較
により検証する。

私たちの分析によると、米国は徐々に製造企業にとって先進国中最
もコストの低い国の一つになりつつある。私たちが調査を行った主要
先進輸出国5か国（日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国）の平均製造
コストは、2015年までに米国より8～18％高くなる見込みである。こ
のコスト優位性の最大の要因は、人件費（生産性調整後）、天然ガス、電

《日本の読者の皆様へ》

2011年8月にBCGが米国への製造回帰の可能性について分析した
レポート“Made in America, Again”を発表した当時、米中のコスト 
構造変化の最大の要因として注目したのは「人件費（生産性調整後）」で
した。実際に多くの企業が、中国における労働コスト上昇、労働力確保の
困難さに直面し、生産拠点の見直しを図ってきました。その後もBCG
では調査・研究を継続して、日本を含む先進国の主要工業国に対する 
米国のコスト優位性を検証、その源泉は人件費、天然ガス、電力にある
と評価しています。
新興国企業の技術競争力向上に加え、この3つの項目いずれでも非常 
にチャレンジングな状況にある日本において将来にわたり競争優位を 
築くために、日本企業は「グローバル市場のなかで、バリューチェーンの
どの部分を、どの国で担い、勝負するか」という問いに向き合っています。
こうした中長期的な戦略投資の意思決定を行う際に、将来のコスト構造
の変化を視野に入れることの必要性を本稿は示唆しています。

パートナー＆マネージング・ディレクター
大平　正秀

アメリカの輸出急増の背景
─アメリカの生産コストは先進国中最も低い水準に
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た東芝は、ハイブリッド車用モーターの生産拠点をヒューストンに設
立した。

さらに、海外のメーカーが世界各地への輸出向けに、生産設備を米国
に移転したり米国内の生産能力を拡大したりし始めた兆候が見られ
る。たとえばトヨタは、ケンタッキー州で組み立てられたセダン車「カ
ムリ」とインディアナ州で製造されたミニバン「シエナ」を韓国に輸出
すると発表した。シーメンスは、サウジアラビアの大規模発電所向け
ガスタービンをノースカロライナ州で製造している。フランスのミ
シュランは、鉱業・建設業向け土木機械用の大型タイヤを製造するた
め、サウスカロライナ州の新工場設立と既存工場の拡大に7億5,000万
ドルを投じると発表した。フィナンシャル・タイムズ紙は、生産量の増
分の少なくとも80％は輸出向けだと報じている。

この傾向が米国の雇用に与える影響は今のところそれほど大きくな
いが、米国へのリショアリングの経済的メリットの論拠が強まるにつ
れ、また企業がそれに従って生産拠点の世界的配置を見直すにつれ、今
後2～3年のうちにこうした発表が増加していくだろう。

低コスト国としての米国

米国は現在、主要工業国である他の先進国と比べて、生産コストの面
で明らかに有利な立場にある。私たちは、2015年までに英国の平均製
造コストは米国より8％高くなると予測している。また、日本の製造コ
ストは米国より10％、ドイツとフランスは16％、イタリアは18％高く
なる（図表1）。このコスト優位性の主な要因は、人件費、天然ガス、電力
である。

人件費　　米国の労働市場は現在、他の先進国の主要工業国よりも魅
力的といえる。特に、工場労働者の賃金を労働者一人当たり生産高（米
国は欧州諸国や日本に比べてこの値が高い）で調整すると、その魅力は
さらに大きくなる。わずか10年前には、米国の工場における生産性調
整後人件費の平均値は欧州よりも約17％、日本よりも3％低いだけだっ
た。だがこの10年間で、これらの国々と米国の生産性ギャップは大幅
に拡大した。2015年までに、米国の平均人件費は英国よりも約16％、

力である。その結果、2020年までにこれら先進国の輸出総額の最大5％
が米国へシフトする可能性がある。さらに米国は、重要な貿易ルート
の輸送費に関しても他の主要工業国に比べてかなりの優位性を保って
おり、これもそうした傾向を後押しする。

このようなコスト構造の変化は、世界貿易に多大な影響を及ぼすと
予想される。中国と主要先進国は世界の輸出の約75％を占めている。
そうしたなか、米国輸出の急増がさまざまな産業において実感される
ことになるだろう。

米国の生産増加はいくつかの形で現れる。世界の他地域に向けた低
コスト輸出拠点として米国を活用する企業が増えるという形で現れる
場合もあれば、米国や海外の企業が、米国向け製品の生産拠点を他の国
から米国に移すことによって、米国の輸入が生産に置き換わるという
ケースもある。

コスト優位性の変化の影響が生産能力の増加に完全に反映されるま
でには数年かかるだろう。そして、どのくらいの雇用増がもたらされ
るかは、米国が熟練した労働力の十分な供給などによって世界的競争
力をどの程度強化し続けられるか、に大きく左右される。

振り子は戻りつつある

過去40年間にわたって、製造拠点は世界の高コスト国から低コスト
国へと移動し続けてきた。これは概して、あらゆる種類の工場雇用が
米国から海外へ移動することを意味していた。

そして今ようやく振り子が戻り始めている。今後数年間は、米国が
多くの産業で生産移転の受け手になる番である。過去のレポートでは、
生産拠点を中国やその他の低コスト国から米国に移した企業の例をい
くつか紹介した。こうした企業は、フォードやNCRといった大手多国
籍企業から、台所用品やクーラーボックス、ヘッドフォンなどあらゆる
製品の米国中小メーカーまで多岐にわたる。最近では大手コンピュー
タ企業のレノボが、ノースカロライナ州に「Think」シリーズのラップ
トップPC、ノートブックPC、タブレットPCの組立工場を設立した。ま
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エネルギー　　水圧破砕技術の急速な進歩によりシェール（頁岩）ガ
ス・オイル採掘の経済性が向上し、米国に膨大に埋蔵される両資源の活
用が実現可能となった。2003年以降、米国のシェールガス生産は10
倍以上に増加した。これにより、米国の天然ガス卸売価格は2005年か
ら51％低下した。2020年までに、頁岩からのシェールガスの回収コ
ストは2005年の水準の半分に低下する見込みである。2035年までに
シェールガスの生産はさらに倍増し、12兆立方フィートに達すると予
想される。

国内に天然ガスの安価な供給源があることは、米国に拠点を置くい
くつかの産業にとって大きな競争優位となる。欧州や日本における天
然ガスのコストは、米国の2.6～3.8倍程度である。米国の天然ガス埋
蔵量は西欧の4倍であり、日本のシェールガスと在来型ガスの埋蔵量は

日本よりも18％、ドイツよりも34％、フランスとイタリアよりも35％
低くなると予想される（図表2）。

労働市場の柔軟性が相対的に高いことも米国の有利な点である。カ
ナダのシンクタンク、フレイザー研究所の経済自由度ランキング（2012
年版）によると、米国は労働規制面の自由度で世界第3位となっている。
これに対し、日本と英国はそれぞれ14位と15位、イタリアは72位、フ
ランスは94位、ドイツは112位である。米国の順位がこれほど高いの
は、米国では他のほとんどの先進国よりも、業況に合わせた従業員数の
調整をはるかに容易に、かつ安価に行えるためである。たとえばドイ
ツでは、工場閉鎖にあたり規制による費用が、従業員数200人の平均的
な工場では約800万ドル、また従業員数1,000人の工場では4,000万ド
ル以上にのぼると、私たちは試算している。こうしたことは、企業が生
産能力拡大のためにどの国に新規の長期的投資をするかを決定する際
の主な検討事項となる。

主要輸出国のコスト構造比較（2015年予測）
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図表1 | 米国のコスト優位性の最大の要因は人件費とエネルギー・
コスト

図表2 | 米国の労働市場は、先進国の工業国のなかで最も魅力的

注：製造業全業種の加重平均。米国は低コストの州、中国は揚子江デルタのコストで計算
出所：米国経済センサス、米国労働統計局、米国経済分析局、国際労働機関（ILO）、BCG分析

注：諸費用も含めた人件費ベース。米国は低コストの州の平均。
出所： 国際労働機関（ILO）、Economist Intelligence Unit、フレイザー研究所「経済自由度ランキング（2012年版）」、

BCG分析
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米国は、特に輸送機器、化学、石油・石炭製品、コンピュータ・電子機
器、機械、電気機器・家電製品・電気部品、一次金属という7つの業種にお
いて、今回調査対象とした5か国に比べて輸出を増やすうえで有利な立
場にある。これら7業種は、2011年の世界輸出総額のおよそ75％（12
兆6,000億ドル）を占めている。

製造業への示唆

私たちがかなり以前から推奨している通り、企業は予期せぬ変化に
対応し、特定の市場における競争上のニーズに対応して速やかに生産
を拡大・削減できる柔軟性を手に入れるため、生産拠点の配置を世界的
に多様化するべきである。また、新たな生産設備をどこに構築するか
を決める際には、耐用年数全体にわたる総所有コストを慎重に検討す
べきである。

どちらもごくわずかであるため、米国の優位性は今後さらに強まると
考えられる。

このことは産業にとって2つの重要な意味を持つ。まず、天然ガスは
化学製品やプラスチック製品の主要原料であり、一次金属、製紙、合成
繊維、非金属鉱物の製造業において大きなコストである。第2に、ガス
火力発電所は米国の重要な電力源である。電気料金が低下することに
よって、米国に拠点を置く金属工業や製紙業などエネルギー集約型産
業は、コスト優位性をさらに数パーセント高めることができる。

米国の輸出と雇用に与える影響

あまり知られてはいないが、輸出部門はすでに米国経済の明るい材
料となっている。2008年から2009年にかけての世界的景気後退にも
かかわらず、2005年以降、米国の輸出は年平均約8％伸びている。現在、
米国では食品や飲料を除く製品の輸出がGDPの約10％を占めており、
過去50年間で最大の割合となっている。さらに2005年から2010年に
かけて、世界の輸出のなかで西欧諸国と日本が占める割合は減少した
のに対し、米国の占める割合は約11％で安定している。

この流れは今後さらに加速するだろう。私たちの予測によると、米
国のコスト低下の結果として2020年までに、今回の調査対象とした西
欧4か国の年間輸出総額の2～5％相当（200億～550億ドル）、また、日
本の輸出総額の1～2％相当（50億～120億ドル）が米国にシフトする
可能性がある。

私たちの試算によると、米国の輸出増加、ならびに輸入していたはず
の製品の米国内生産の増加によって、米国の工場で新たに60万～120
万の直接雇用が生まれる。さらに小売、輸送、物流などの関連業界で、
190万～350万の雇用が間接的に生み出される（図表3）。この試算は、
各業種の労働者一人当たり平均生産高と乗数効果に基づいている。米
国に250万～500万の新規雇用が生まれるという私たちの予測が正し
ければ、同国の失業率は2～3％ポイント低下し、「摩擦的失業」（労働者
が職を変える時に自然に発生する失業）の水準に近づくことになる。

雇用（万人）

合計

250～470

間接的雇用創出

190～350

直接雇用

60～120

2020年までに
失業率が

2～3%ポイント
低下

図表3 | 米国の輸出増加により250万～500万の新規雇用が生まれる
と予想される

注： 米国内での新規雇用創出の予測値は継続的に見直しており、2012年3月発行のレポートにおける「200万～300万」
より上方修正した。

出所：米国労働統計局、米国経済分析局、CIA “The World Factbook 2013”、BCG分析
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しかし、前述のようなコスト構造の変化は、より多くの企業が米国を
世界市場向け生産拠点の選択肢の一つとして考慮すべきだということ
を示唆している。この流れは2020年にはさらに大きなトレンドとして
広がっていることだろう。

長期的投資を行う際にこのようなコスト構造の変化を考慮に入れな
い企業は、競争上不利な立場に置かれることになるだろう。他の先進
国に対する米国のコスト競争力の向上、そして中国などのオフショア
生産拠点におけるコストの上昇は、まさに米国製造業の再生につなが
るパラダイムシフトといえよう。

1  BCGレポート“Made in America, Again: Why Manufacturing Will Return to the U.S.”
（2011年 8月）、および、BCGレポート“U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point: 
Which Industries, Why and How Much?”（2012年3月）

Harold L. Sirkin
Michael Zinser
Justin Rose

本稿は、BCGレポート“Behind the American Export Surge: The U.S. as One of 
the Developed World’s Lowest-Cost Manufacturers”（2013年8月）を抜粋・翻訳し
たものです。

Harold L. Sirkin
BCGシカゴ・オフィス シニア・パートナー&マネージング・ディレクター、
著書に『新興国発超優良企業 GLOBALITY』（講談社）

Michael Zinser
BCGシカゴ・オフィス パートナー&マネージング・ディレクター、
BCGオペレーション・プラクティスのマニュファクチャリング分野アメリカ地区リーダー

Justin Rose
BCGシカゴ・オフィス パートナー&マネージング・ディレクター
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今、さまざまな理由から企業のカルチャーが注目を集めている。自
社のカルチャーを変えようとしているリーダーは、どうすればタコつ
ぼを打破して、より協力的、あるいは革新的なカルチャーを醸成できる
か模索している。戦略の実行に取り組むリーダーは、どうしたら顧客
と強い絆を築けるか、あるいは新しい規制環境に積極的に順応するに
はどうすればいいのか思案している。

大規模な構造改革を指揮するリーダーは、改革の期間内に結果を出
すため、従業員に行動を起こさせ、その行動を持続させるにはどうすれ
ばよいか知りたいと考えている。合併後の統合に携わるリーダーは、
2つのカルチャーと新しい業務モデルを調和させ、期待するシナジーを
実現しようと奮闘している。また、業務の改善をめざすリーダーはし
ばしば自問する。どうすればもっと素早く組織を動かせるのか、意思
決定のスピードを上げられるのか、持続的な改善へのあくなき追求心
を組織全体に植えつけるにはどうすればいいのか。

どんな理由であれ、企業のカルチャーとは何か、またその重要性につ
いての議論が交わされることは少ない。ほとんどのリーダーは、自社
を成功に導くために高いパフォーマンスを生む企業カルチャーがどれ
ほど重要かは理解している。しかし、多くは現状とめざすカルチャー
の違いがあまりにも大きいため、あきらめてしまう。また、なぜ自社に
は高いパフォーマンスを生むカルチャーが欠けているのかわからず、
あるいは、それを構築し、持続させていくためにどのような施策が必要
か分からないため、苛立ちを募らせる。

 
私たちはクライアントのお手伝いをするなかで、企業カルチャーの改
革は可能であり、しかも妥当な期間内で達成できることを学んだ。必要
な努力を惜しまず、次の4つの問いに対する答えを探り、それをもとに変
化を起こしていけば、めざす企業カルチャーを実現することができる。

《日本の読者の皆様へ》

日本の経営者に対して、企業カルチャーの重要性を説く必要はない
かと思います。一方で、カルチャーをどうマネジメントするかについて
の理解にはばらつきが大きいようです。本論考で提示されている、カル
チャーを具体的な行動のパターンとして捉え、狙った行動変化を起こ
していくというアプローチは、日本企業でカルチャー変革を考える出発
点になるでしょう。
本論考の大事なキーワードである｢組織コンテクスト｣について補足
しておきます。社員の行動を左右する組織コンテクストには報酬や 
評価、組織構造といったさまざまなものが含まれますが、なかでも、最も
インパクトが大きい要素はリーダーの行動です。リーダーがミーティング
で何について議論するか。誰を褒めるのか、あるいは叱るのか。どんな
指標に着目して、何に時間を使うのか。社員の行動を変えるためにリーダー
の行動を変えていく。これがカルチャー変革のためのチェンジ・マネジ
メントの肝となります。

パートナー＆マネージング・ディレクター
西谷　洋介

高いパフォーマンスを生む企業カルチャー
─いかに構築し、持続させるか
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る。たとえば、リスク選好の高さは、デザイン会社やベンチャーキャ
ピタル企業には不可欠な特質だが、原子力発電に携わる企業にあっ
ては致命的だ。

自社のめざす企業カルチャーを特定する
自社組織にどのようなカルチャーが必要かを判断するにはまず、自
社の目的と一連の目標、およびそれらを実現するための戦略が明確に
なっていることが不可欠である。目標設定のプロセスには、戦略をそ
の実行のために必要な特定の組織能力や行動特性という形に落として
いく作業が含まれる。目標とする企業カルチャーとは、従業員の仕事
への意欲に関わる行動特性と、戦略面で求められる各社固有の特性を
組み合わせたものになる。

私たちの調査と経験から、意欲の高い従業員には、高い志、企業の目
標や仕事の価値からの触発、結果志向、強い責任感、支援する姿勢、とい
うような特徴があることが分かった。企業は自社の目標を達成するた
めに従業員がこれらの特徴をどの程度備えているべきなのかを判断し
なければならない（図表1）。

• どんなカルチャーを求めているか。

•  自社の現在のカルチャーにはどのような特徴があるか──それはな
ぜか。

•  求められる行動を生み出すには、組織コンテクスト（文脈・背景環境）
のどんな面を変えなければならないか。

•  どうすればこうした変化を実現できるか。

これらの問いはごくシンプルに感じられるだろうが、こうした疑問
はある種の神話に覆われていることが多い。その神話が障害となって、
高いパフォーマンスを生む企業カルチャーという目標を、分かりにく
いものにしているのである。

どんな企業カルチャーを求めているか

普遍的にあてはまる「良い」企業カルチャーというものがあると考え
る人もいる。確かにどんな企業にとっても理想的なカルチャーという
ものはある。たとえば従業員がやる気にあふれ、自分の行動に責任を
持ち、仕事を大切にしている、といったことなどだ。しかし、これらの
特性は多くの組織に必要ではあるものの、それ自体が高いパフォーマ
ンスを生む企業カルチャーの構成要素だというわけではない。

現実： 高いパフォーマンスを生む企業カルチャーは戦略にそったもの
でなければならない
高いパフォーマンスを生む企業カルチャーには、一般的な特徴を超
えた何かが必要だ。業種や規模に関係なく、このようなカルチャーに
は共通した2つの特徴があることが分かった。

•  従業員の意欲の高さを表わす「良い」行動特性。従業員が自分の仕事
や組織の目的・目標に深く関わり、熱意を持って取り組んでいる。

•  組織の戦略にそった固有の行動特性。組織のめざす目標と、それを
実現するための戦略を推し進めるようなやりかたで仕事をしてい

• 高い志: 個人としても、組織全体としても
高い目標を設定して いる

業界内で最高になろうと
懸命に努力する

• 刺激、触発: 組織の目標と、自身の仕事の
本質的価値を信じている

経営層が組織のビジョンを忠実に
コミュニケートする

• 結果志向: 困難な課題であっても、要求水
準を満たす、もしくはそれを超える成果
を出す

優れた業績を上げた従業員に報い、
業績不振は見過ごさない

• 強い責任感: 組織および個人の目標を達
成することに責任を負う

組織のマイルストーンを常に
守ろうという強い思いがある

• 支援する姿勢: 部下やそのほかの従業員
のよき指導者・ 相談相手となる 教え、導くことを高く評価する

個人・チームの意欲の高さを示す特性 意欲の高さを示す各特性が
企業カルチャーに

どのように反映されるか（例）

図表1 | 目標とする企業カルチャーの特定（1）： 意欲に関わる行動特性
各特性について求められる水準は、組織の目標により異なる

出所：BCG分析
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• 内部指向 VS 外部指向： プロセスや行動特性は、社外の視点をどの程
度意識しているか、あるいはどの程度社内の環境に合わせたものか。

リーダーは、組織の戦略をその実行に必要な一連の組織能力と行動
パターンに落としていくことを通じてこれらの選択を行う。従業員が
この7つの側面においてどのポジションをめざすべきか、は戦略によっ
て決まる。

自社の現在の企業カルチャーにはどのような特徴があるか──それは
なぜか

2つめの神話は、企業カルチャーは主にマインドセットによって決ま
るというものである。この誤解の原因の一つが、技術者はプロセス改
善を通じた技術による解決を好み、営業担当者は好奇心が足りない、と
いうような、見せかけの診断法で従業員を特徴づける、企業カルチャー
評価アプローチである。

現実： 企業カルチャーは主に組織コンテクストによって決まる
組織のリーダーシップ、組織構造、システム、報酬制度──こうした
要素が従業員にどれだけ影響を与えているのか、リーダーがまったく
気づいていないと思われる企業が多い。企業カルチャーを形成し持続
させているのは、マインドセットではなく、こうした組織コンテクスト
なのである。コンテクストが変われば、自然に望ましい行動が現れる
可能性がある。

企業カルチャーの現状診断を行う
なぜ現在の企業カルチャーが生まれたのかを診断するには、従業員
の行動パターンを明らかにし、その根底にある原因を見つける必要が
ある。

行動スタイルを評価する　　企業は、カルチャーの主要特性について
の調査を行うことで、自社のカルチャーを特徴づける主な行動パター
ンを特定できる。結果は図表2に示した7つの側面にそってマッピン
グできる。

さらに組織のリーダーは、次にあげる7つの側面で、自社の戦略に合
致する行動のパターンを選ばなければならない（図表2）。

•  計画性、体系的 VS 柔軟： プロセスや行動基準をどれくらい具体的に
定義しているか。それをどの程度忠実に守っているか。

•  コントロール VS 権限委譲： 権限と意思決定がどの程度トップに集
中しているか、あるいは組織全体に拡散しているか。

•  慎重 VS リスクを容認： どの程度リスクを取ることを支持しているか。

•  思策的 VS 行動的： 社員は構想や企画の立案と、実際にそれを実行す
ることに、それぞれどの程度時間を使っているか。

•  婉曲的 VS 率直： 同僚や上司とのやりとりやコミュニケーションの
透明性はどの程度か。

•  個人主義的 VS 協働的： 従業員は、自分自身の業績と共通の目標にそ
れぞれどの程度関心を払っているか。

外部指向

個人主義的

柔軟

率直

リスクを容認

権限委譲

内部指向

協働的

計画性、体系的

婉曲的

慎重

コントロール

思索的 行動的

目標（仮説）

図表2 | 目標とする企業カルチャーの特定（2）: 自社の戦略を支える行動特性
7つの側面で、自社の戦略にそったポジションを選ぶ

出所：BCG分析
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•  リーダーシップ： リーダーのロールモデルとなる行動、コミュニケー
ションのスタイル、時間の使い方 /優先順位のつけ方 /直属の部下と
の接し方、リーダーが尊敬し言及する英雄や伝説のリーダー

•  人材と能力開発： 採用される従業員のタイプ、組織内でどのような
キャリアパスや個人的な成長が実現できるか、有能な人材をどのよ
うに昇進させ定着させているか、上司の指導、研修・能力開発プログ
ラム

•  業績管理： 主要な業績評価指標（KPI）。および、報酬、手当、評価、昇
進、報奨、ペナルティに関する方針・慣行

•  インフォーマルなインタラクション（やりとり）： ネットワーク、同僚
との交流のしかた、集会やイベント（活発なコミュニティが存在する
か、社員は各部門について知りたい場合に誰に連絡を取ればいいか
知っているか）

•  組織設計： 組織の構造 /プロセスと役割 /意思決定権、連携プロセス、
部門と本部との関係、オフィスの配置と設計

•  経営資源とツール： 予算がつけられているプロジェクト、人的資源へ
のアクセス、マネジメントシステム、分析ツール

•  価値観： 従業員の行動指針となり、特にジレンマに陥ったときに優先
すべき原則を貫く助けとなる共有理念、理想、規範

組織コンテクストの分析で明らかになったギャップのひとつひとつ
について、適切なレバーを選び、介入のための施策を考案し、それを適
用する時期を決定しなければならない。表彰制度の導入など、すぐに
効果を出せる施策もあれば、組織再編のように時間がかかるものもあ
る──しかしいずれにせよ、施策に優先順位をつけることが重要であ
る。80:20の法則にのっとって、影響が大きいと思われる2割の施策を
優先的に行うことを検討するとよい。

従業員の行動スタイルはなぜ生まれたか　　組織社会学の最新の研究
により、人間の行動の根本原因を分析する多くの手法が編み出されて
いる。各手法にはそれぞれ異なる特長があるため、複数のレンズを用
いるのが有益である。

目標とする企業カルチャーを醸成するには組織コンテクストのどんな
面を変えるべきか

3つめの神話は、従業員の行動パターンを変えるために、どこでどの
ような介入（インターベンション）を行えばよいのか分かりにくいとい
うものである。あまりにも多くの要素があり、各要素間の関係、そして
それら要素と組織カルチャーとの関係は複雑すぎる。

現実： 何を変えるべきかは、論理的なプロセスで、完全に実行可能である
ダイナミックな行動システムがみなそうであるように、組織は本質
的に複雑なものである。しかし、だからといって理解不能なわけでは
ない。組織コンテクストの構成要素はすべてあいまって機能している。
行動の影響を増幅するものもあれば、中和するものもあり、どの要素が
有効かは状況によって異なる。組織コンテクストとその構成要素間の
相互作用を理解していれば、効果的に企業カルチャーを変えることが
できる。

介入のしかたを設計する
リーダーは、従業員が戦略にそった行動をするよう促すためのレ
バーをいくつも持っている。これらのレバーにはソフト面のアプロー
チとハード面のアプローチがあり、単独で、あるいは複数の組み合わせ
で行動を変えることができる。これらによって組織は、現在の企業カ
ルチャーがどのような力によって形成されているのかを理解できるう
え、望ましいカルチャーの実現と持続のために、何を変える必要がある
のか明らかにできる。

組織コンテクストの7つのレバー　　BCGでは、行動パターンの７つ
の側面に影響を与え、組織のカルチャーを形成していく７つのレバー
を特定した。
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のような順序で導入するか、どのようなスケジュールが妥当か。変化
を測定する指標と仕組みを作る必要がある。

具体的で透明性の高いコミュニケーションをこまめに行う　　コミュ
ニケーションプログラムの目標は、企業カルチャーをできるかぎり具
体的に示し、影響を受ける従業員が、それがどんな意味を持つかを納得
できるようにすることである。

進捗状況を測定し、必要に応じて施策を修正する　　企業カルチャー
の変革は予測可能だが、混乱は避けられない。組織コンテクストを適
切な方向へ変化させれば、望ましい行動が増えるのは言うまでもない。

どうすれば変革を実現できるか

4つ目の神話は、従業員の行動パターンや企業カルチャーを変えるこ
とは賭けに等しいというものである。プロセスが複雑なため、企業カ
ルチャーの変化は予想がつかない。さまざまな側面で取り組みを進め
ても、求める結果を出せるとは確信できない──適切なレバーを動か
せば必ず変化が起きるとさえ言いきれない。

現実： 行動と企業カルチャーの変革は予想可能なプロセスである 
──そして、全体を統合し、求める結果を実現することが可能だ
私たちの経験では、企業カルチャーの変革をうまく統合することは
もちろん可能だ。徹底的な診断を行い、適切な施策を特定し、設計・実
行すれば、予測した期間内に予測に近い結果を上げることができる。
しかしそうするためには、幹部が主体的に現場で陣頭指揮を取り、体系
的に改革を進めるとともに、チェンジ・マネジメントにかなりの注意を
払うことが必要である。

カルチャーの改革を実行する
いくつかのツボをおさえることで、選択した施策により目標を達成
できる可能性を最大限に高めることができる。

組織内に変革を主導するリーダーを見つけ、支持する　　成功する確
率を高めるためには、変革の先頭に立つリーダーを養成し、その役割を
果たしてくれたことに対してきちんと報いることが重要となる。

パイロットプログラムを実施する　　パイロットプログラムを通じて
いくつかの施策をテストすることは非常に重要なステップである。パ
イロットプログラムの対象に何を選ぶかは慎重に検討しなければなら
ない。たとえば、他の部門や分野と幅広い接触のある部門のように、多
くの変数があるグループでパイロットテストはしない方がよい。この
ような場合、パイロットの結果の解釈が困難になるおそれがある。

パイロット実施後、施策を本格展開する　　経営陣は、どのように変革
を展開していくかを決めなければならない。どのレバーと施策を、ど
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図表3 | 企業カルチャーの変革を推進するために考えるべき4つの問い

出所：BCG分析
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しかし従業員も人間であり、彼らの選択は多くの影響要因に基づいて
決まる。このため、進捗状況をモニターし、望ましい結果が実際に達成
されつつあるかどうかを評価することが重要である。

企業カルチャー変革への心構え

適切な企業カルチャーを備えていなければ、事業の成功を持続させ
ることは困難である。また、望ましい行動を生み出したくても、それを
妨げるような組織コンテクストであれば、変化は期待できない。適切
な企業カルチャーがあれば、合併後の統合であれ、構造改革であれ、ど
んな課題でも成功する確率は格段に上昇する。

企業カルチャーを効果的に変革するには、規律あるチェンジ・マネジ
メントに取り組む必要がある。目標設定から実際に変革を実現するま
で、経営陣が先頭に立ち、幅広いリーダーシップチームを立ち上げ、鼓舞
し、いくつもの管理層を通じて変化を浸透させ、この取り組みに組織全
体を巻き込むことができるよう、準備を整えておく必要がある（図表3）。

企業カルチャーを変革する取り組みは思い通りにならない場合も
あるが、いつもそうとは限らない。ここに示した4つの問いに答え、企
業カルチャーの神話の実体を把握すれば、いつも願っていた企業カル
チャーを構築し、持続させることができると自信を持てるはずだ。

Jim Hemerling
Julie Kilmann

本稿はBCGレポート“High-Performance Culture: Getting It, Keeping It”（2013
年6月）を抜粋、翻訳したものです。

Jim Hemerling
BCGサンフランシスコ・オフィス シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

Julie Kilmann
BCGサンフランシスコ・オフィス トピック・スペシャリスト（組織設計・企業カルチャー）
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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

分離

安定的

事業環境の変動の大きさ

自律

切り替え

外部
エコシステム 戦略スタイルを

外部に求める

適切なスタイルの
選択を個々の
グループや従業員に
任せる

企業の置かれた環境の多様性と変動性の程度により
適切なアプローチが決まる

戦略スタイルの
切り替えを意図的に
マネジメントする

異なる
スタイルが
求められる
部門を
分ける

事
業
環
境
の
多
様
性
の
高
さ

「両利き」の経営への４つのアプローチ

出所：BCG分析



51 The Boston Consulting Group 「両利き」の経営 52

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。

 Martin Reeves
 Knut Haanæs
 James Hollingsworth

Filippo L. Scognamiglio Pasini

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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《日本の読者の皆様へ》

段取りという言葉があります。語源は諸説あり、歌舞伎の楽屋用語
という説と土木建築の世界の言葉という説があるようです。「段取り
八分」は、準備をきちんとしておけばその仕事の8割は終わったも同然
であるという意味で、ビジネスシーンでもよく使われる表現の一つで
しょう。
本稿のテーマはブレインストーミング（通称ブレスト）。新しい 

アイデアや非連続な発想が求められるシーンが増えるなかで、日本 
企業にとっても、ブレストをうまく活用することの重要性は日増しに
高まっています。ところが、マネジャーの多くは、ブレストも「段取り八分」
であることを十分に理解していません。
本稿では、ブレストでクリエイティブな発想を生み出すための５つ
のルール（≒「段取り」）を紹介しています。相手を批判しないという 
規則や、いつもと違う会場選びだけではうまくいかないな、と悩んで 
いる読者の皆様にとっての処方箋となることを期待しております。

パートナー＆マネージング・ディレクター
木村　亮示

ブレインストーミングをしても画期的なアイデアが出てこないから
と言って、ブレインストーミングは役に立たないと思ってはいけない。
それは、誤ってハンマーを自分の手の上に強く打ちおろしてしまった
ときに、ハンマーが悪いと言って投げ捨てるようなものだ。ツールの
せいにするのは、自分の技術を問い直すことよりも簡単だが、ツールの
せいにばかりしていては根本的な問題を解決できない。

会議室にスタッフを集め、クッキーを用意し、箱の外で考えるように
と曖昧な指示を出して、悪いアイデアなどないと約束する。そうすれ
ば創造性がどんどん出てくるものだと、多くの経営幹部が思いこんで
いる。しかし実際は、このようなやり方では、つらくとりとめのないプ
ロセスに陥り、意味のある成果にはつながらないことが多い。

もっと良いやり方がある（もちろんクッキーは害にはならないが）。
私たちの著書、『BCG流 最強の思考プロセス』（日本経済新聞出版社）で
述べたように、元々、人間の脳は箱の外で考えるようにはできていな
い。世の中の複雑性を解明するためには、むしろメンタル・モデルやフ
レームワーク、セオリーなどさまざまな「箱」を必要とする。戦略、市場
セグメンテーション、ビジョンなどの箱が、リーダーが目の前の複雑な
世界を読み解き、単純化して理解する助けとなるのである。

アイデア創造を促進するためには、チームメンバーが自由かつ生産
的にブレインストーミングできるようにする新しい箱を、リーダーが
創り出す必要がある。たとえばビックは、当初、自社の事業を規定して
いた「手頃なプラスチック製のペンの製造」という箱から、「手頃なプラ
スチック製の消費財の製造」という新しい箱にシフトした後に、何十年
にもわたる成長をとげている。

ひとことで言えば、良いブレインストーミングとは、勇んで飛びこむ

新しい箱を創り出す
─どうしたら効果的なブレインストーミングができるか
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をもつ異質の参加者を集める（場合によって顧客や専門家も）。たとえ
ば子供用品を扱う企業のブレインストーミングでは、玩具店の経営者
や子供向けの本の作家にも参加してもらった。そして、参加者たちが
日常的な仕事や習慣から離れて、ものの見方を変え、抑制から解き放た
れるようにもっていく。はっきり全員参加を促し、若手もシニアなメ
ンバーも、ばかげているとかとっぴに思えるアイデアも含めて、気持ち
よくアイデアを共有できるようにする。セッションの間ずっと、議論
全体の進め方と、そのなかで今どの段階にあるのかを、参加者みんなが
認識しているよう目配りする。部屋のなかのメンバーの半分は自由に
新しいアイデアを出す一方で、あとの半分はそれらのアイデアをこき
おろすようでは、ブレインストーミングの成功はおぼつかない。

3.  ブレインストーミングにいきなり飛びこまない。自分自身の認識の
箱を明らかにし、疑うことから始める
大きな創造的飛躍は、まず認識の変化から始まる。成長、チェンジ・
マネジメント、戦略企画、コスト削減、商品やビジネスモデルのイノ
ベーションなど、取り組んでいる課題が何であれ、創造的プロセスの最
初のステップでは、現在の箱を特定し、疑いをもってそれらを見直し、
再評価や入れ替えが必要なのはどの箱かを判断することが必要にな
る。まず、自社について共有されている多くの考え方や前提の包括的
なリストを作成する。それらについて議論して、どの箱は今も有効で、
どれは再定義が必要かを見きわめるよう努める。たとえば官公庁向け
を主体とする建設会社に対して最近行ったプロジェクトでは、さまざ
まな政府機関との仕事のしかた、研究開発のしかた、プロジェクトの営
業のしかたについて役員・社員が共有している重要なメンタルモデル
を特定するところから始めた。

4.  アイデア創出を促進するために、新しい箱を提示する。これにより
有益なアイデアが生まれる確率が劇的に高まる
ブレインストーミングで出てくるアイデアは、あまりにありきたり
か、あるいは逆に、あまりに非現実的だと嘆く声も多く聞かれる。微
妙なバランスが求められるが、何を追求しているのかを予め明確にし
ておくことが大切だ。ファシリテーターは適切な能力を備え、準備は
十分か、確認する。リーダー自身がファシリテーターを務めてもよい。

ものではなく、設計するものなのだ。

以下、数十年にわたりクライアント組織の創造性を高めるお手伝い
をしてきた経験に基づき、ブレインストーミングを通じて現実的で価
値のある洞察を得られるようにするためのカギを5つ紹介したい。興
味深いことに、この5つのポイントのほとんどは、実際のブレインス
トーミング・セッションのなかでではなく、その前後に行うべきもので
ある。セッションそのものに問題があることはめったになく、ブレイ
ンストーミングをどう活用するかが問題だからである。

1.  適切な質問を組み立てられれば半分勝利したようなものであることを
肝に銘じる
アインシュタインは、「もし1時間で惑星を救えと言われたら、私なら

59分間使って問題を定義し、あとの1分でそれを解決しようとするだ
ろう」と語ったと言われている。これは恐らく極端な例だが、適切な質
問を設定し、具体的な制約や成功の条件を予め提示することの重要性
は、どれだけ誇張してもしすぎることはない。

では、どんな質問をすれば、ブレインストーミングを効果的に進める
ことができるのだろうか。それは、範囲が限られ具体的で、参加者に
とってどのように答えてゆけばよいかわかりやすい問いだ。「どうし
たら～できるか？」「もし～だったら」といった形をとることが多い。
直感的で、参加者が自分の状況に応じて本能的に理解できる。たとえ
ば、「どうしたらインド市場での我社のブランド・イメージを向上でき
るでしょう？」といった幅広い問いではなく、「ムンバイに住む25歳の
女性が友達の前で我社のことをほめちぎるようにするには、どうした
らいいでしょう？」という問いを投げかける。「どうしたらこの航空会
社の新しいマーケティングのアイデアを考え出せるだろう？」という
質問より、「ロサンゼルスやニューヨークのビジネス・パーソンが航空
券を予約するとき、最初に思い浮かべる航空会社になるにはどうした
らよいだろう？」と聞いてみる。

2.  創造性を育む環境をつくり出す
ブレインストーミングを行う環境を入念に準備する。多様な考え方
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合企業はどこか？」──既存の最も重要な箱を疑う、こうしたプロセス
が、根本的な考え方の変化を実現する確かな方法なのである。

創造的なアイデアを生み出すためのブレインストーミングは、漠然
とした拘束のないセッションではないことを念頭において頂きたい。
時間を使って地平線上の暗雲について検討し、既存のモデルや前提を
特定し、問い直す。それらを行ったうえで伝統的なブレインストーミ
ングのツールやルールを活用して初めて、有益な成果につながるので
ある。

何にもまして、創造的プロセスに特有の曖昧さを受け入れよう。 
アイデア創造ワークショップの全工程を予め計画したり、その結果を
予測したりすることはできない。予想できないことを受け入れる余裕
をもとう。常に疑いをもって問い直そう。そして、自分自身、および自
社のチームが複数の新しい箱で考えられるようにすることが大切であ
る。

 Luc de Brabandere
 Alan Iny

原題： Building New Boxes: How to Run Brainstorming Sessions That Work （初出：2013
年9月）

参考文献： リュック・ド・ブラバンデール、アラン・イニー著、『BCG流 最強の思
考法──いかにして思い込みを捨て「新しい箱」をつくり出すか』（日本経済新
聞出版社）

Luc de Brabandere
BCGストラテジー・プラクティス シニア・アドバイザー、
BCGブリュッセル・オフィス所属

Alan Iny
BCGシニア・グローバル・スペシャリスト（クリエイティビティ、シナリオ）、
BCGニューヨーク・オフィス所属

ファシリテーターの役割はバスの運転手のようなものだ。良い運転手
はよく訓練され、十分準備ができている。適応力が高く、注意を怠らな
い。交通規則を理解している。バス1台に一人だけ、そういう運転手
が必要だ。そして、ものの見方を変えたり類推を試みたりといったブ
レインストーミングのテクニックも用いつつ、あなたが考えた質問を
使って予行演習をしてみる。そうすれば、何について議論すべきで、何
は外すべきか、どのようにできたら成功か、がはっきり見えてくる。同
時に、参加者たちと共有すべき事例を考える助けにもなる。

5.  ブレインストーミング・セッションの後のフォローアップを忘れない
ブレインストーミングにより良いアイデアができたけれど、その後
のアクションや変化がほとんどないという声を時々耳にする。セッ
ションの最後に、出てきたアイデアについて投票することは有益だが、
合意を強制することはできない。セッション後もひき続き議論の内容
や結果が浸透していくのを見守ろう。ミーティングが終わった後に、
さらに多くのアイデアが出てくることを認識しよう。アイデアが優先
順位づけされ、その後の方向性が見えてきたら、参加者たちのフォロー
アップをしよう。

1889年に花札の会社として創設された任天堂は、トランプに手を
拡げて国内有数のカードゲーム企業となり、のちにビデオゲーム機と
ゲームソフトのグローバルリーダーになった。この変革を実現するた
めには、同社のリーダーの心のなかのどんな基本的前提を変えなけれ
ばならなかったのか。もし任天堂の幹部が、「我社は成長への道すじを
探していて、恐らく何か新しいことをやるべきだ。どんな新しいこと
をやればよいのだろう」という問いを投げかけていたとしたら、彼らは
旧来のブレインストーミング、すなわち、箱の外で考えようとすること
で終わっていただろう。それでも成功はしていたかもしれない。ただ
し、「トランプの会社」という既存の箱のなかをぐるぐる回ることに終
止していた可能性が高い。自社に関わる古い見方や前提にとらわれ、
そこから抜け出せなかっただろう。

「我社はどんな企業なのか？」「我社はどんな層を顧客にしようとし
ているのか、彼らが真に追い求めているものは何か？」「我社の真の競
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《日本の読者の皆様へ》

ビッグデータは流行ではなく、大きなうねりです。今、経営者が答える
べき問いは、「ビッグデータを活用すべきか」ではなく、「ビッグデータ
を活用して事業価値をいかに創出するか」です。
本稿では、ビッグデータを活用して事業価値を創出する5つの道を

ご紹介しています。1）重要な戦略課題を解決する切り口となる洞察を 
生み出す戦略分析、2）主要な業務プロセスを改善するために必要な 
プラットフォーム分析、3）組織内外の情報を活用して自社の意思決定
の質とスピードを向上させる全社情報管理、4）業界バリューチェーン
の変化を活用するビジネスモデル変革、5）情報提供自体を収入源と 
するデータビジネス創出、です。

BCGはビッグデータに関わる幅広い検討フェーズで多くの先進企業
を支援しており、本稿でもその一端をご紹介しています。どの道を選ぶ
べきか、既存の考えに囚われずに、新しい視点に立って検討しなければ
有益な答えにはたどり着きません。本稿がその何らかのヒントになれば
幸いです。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
井上　潤吾

太古の昔から2003年までに生み出されたのと同じ量の情報（インテ
ルによるとおよそ5エクサバイト）が、今では2日ごとに生み出されて
いる。企業はかなり前から、この急激に増え続けるデータから価値を
生むことができるはずだと理解していた。そして次第に、より効率的
かつ費用対効果の高い方法でこの価値を手にすることができるように
なってきている。しかし「ビッグデータ」への強い思い入れにもかかわ
らず、ほとんどの企業は、ただ彼らを待ち受けているチャンスの上面を
ひっかいているにすぎない。企業は洞察を求めてデータを分析する。
これは確かに重要で、価値を生む戦略ではあるが、ビジネスのしかたや
その環境を根本から変革する、ビッグデータの真のパワーはいまだ活
用されていない。

成功するのはビッグデータがもたらすあらゆるチャンスに気づき、
これをつかむ企業であろう。私たちの考えるビッグデータの主な活用
法は、「新しい洞察を生みだす」「主要な業務プロセスを改善する」「意思
決定の質とスピードを向上させる」「業界バリューチェーンの変化を活
用する」「情報そのものを収入源にする」の5つである。これら5つの
チャンスはすべてがどの企業にとっても意味があるというわけではな
いが、ほとんどの企業は複数の分野で恩恵を受けることができる。得
られるものは単なる競争優位にとどまらない。競争環境そのものを変
える力を手にすることも可能だ。

ビッグデータの全体像

近年、多くの企業がビッグデータに対する考えを新たにしている。
一獲千金を夢見たものの、データをお金に変えようという高コストで
複雑な試みが結局は期待外れに終わって辟易していた懐疑論者が、次
第にビッグデータを支持するようになりつつある。彼らにとっての疑
問はもはや、ビッグデータが自分たちに価値をもたらすか否かではな
く、いかにして価値をもたらし得るかということなのだ。

ビッグデータから価値を引き出す
5つの道
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のなかにも、すでに広い視点からビッグデータの活用を考え、利益を得
ている例がある。ある移動体通信事業者は、自社のモバイルネットワー
クのデータを活用して、位置情報に基づくワンタイム保険を契約者に
提供している。ユーザーの位置情報をもとに最も可能性の高い行動（た
とえば、空港にいるのであれば旅行）を推測することにより、状況にふ
さわしい（つまり非常に魅力的な）商品をリアルタイムで提供すること
ができる。今までの思考の枠を超え、業種の枠も超えた、きわめて大き
な価値をもたらし得るビジネスチャンスとはこうしたところにある。

図は、ビッグデータの5つの主な活用法と、先見の明のある企業が、ど
のようにそれらの活用法を受け入れて自社のビジネスを、そして場合に
よっては業界全体をも変革しようとしているのかを示したものである。

新たな洞察を生みだす──戦略分析

私たちが目にする先進的な分析手法のほとんどは、戦術的な目的、つ
まりカギとなる意思決定を正しく行うため、もしくは特定の問題を解
決するため（銀行の新しい支店をどこに開設するか、または店舗内の買

こうした変化の原因は何か。データの処理と記憶にかかるコストは、
この10年間で1,000分の1以下に低下した。優れたデータ分析技術が
出現したことに加え、HadoopやMapReduceのような新しいテクノロ
ジーによって、データを処理するために厳密に構造化された形式で保
管するという、高コストで労働集約的な作業を行う必要がなくなった
ことが大きい。今では情報を、地理的に分散したデータセンターやク
ラウド上に、フェイスブックの投稿やカスタマーサービスの通話音声
記録などといった、ありのままの形で保存することができる。

ほんの数年前であれば埋もれたままだったであろう洞察を、今では
日常的に、そして大抵の場合比較的容易に発掘することが可能である。
企業もこれを理解している。ガートナーによると、2013年にはビッグ
データにより340億ドルの IT支出が生まれる見込みだ。企業の取り組
みはますます高度化し、活用される分野も幅広くなってきている。シェ
ブロンでは、石油や天然ガスの鉱床の位置を推定するために、社内プ
ラットフォームで地震データを分析し、掘削作業とその費用の無駄を
省いている。ニューヨーク市には約100万棟の建物があるが、建物査察
官の数はわずか200人である。同市はデータ分析を通じ、構造上最もリ
スクが高いと思われる建造物を特定している。これによって査察官の
作業の効率性が5倍に向上した。

優先度の高い課題への取り組みにおいて、先進的な分析は非常に大
きな力を発揮するため、迅速に展開していくべきだと考える。企業は
第三者的に議論するだけでなく、とにかく手をつけてみて、経験を重
ね、結果を出す必要がある。しかし同時に自分たちがしていること（そ
して予測している見返り）はまだほんの始まりにすぎないということ
を知るべきである。

ビッグデータの核心には、企業経営の形を根本的に変える途方もな
い可能性がある。それは新たな洞察やプロセスの改善をもたらすだけ
でなく、新たなビジネスモデルの創出を推し進める力だ。ビッグデー
タにより、イノベーションを活発化し、機動性を高めることが可能だ。
新たな収入源を生む可能性もある。その収入源は、従来の事業部門と
は全く異なる分野にあるかもしれない。BCGがお手伝いしている企業

戦略分析
一度きりの、もしくは出現頻度の低い
重要課題への洞察を生みだす 

1 

ビジネス トランスフォーメーション
新しいビジネスモデルを構築し、競争の激しい市場の秩序を揺さぶり、

新たな収入源を開発するためにデータを活用

3 4 5 

プラットフォーム分析
主要業務の

オペレーションプロセス改善

2 

全社情報管理
迅速に、より優れた
意思決定を行う

ビジネスモデル変革
ビッグデータによる業界の
バリューチェーンの変化を

活用する

データ自体を基にした
ビジネスを創出

新しい収入源の開発

先進的分析
特定の課題を解決するためのデータ解析  

ビッグデータを活用して事業価値を向上させる5つの道

出所：BCG分析
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主要な業務プロセスの改善──プラットフォーム分析

先進的な分析は、一度きり、または低頻度のタスクにしか活用できな
いわけではない。実際、日常的業務プロセスにこうした分析を組み込
むことは非常に有益である。なぜなら、得られた洞察を事業のカギと
なる機能において自動的、反復的、そしてしばしばリアルタイムまたは
ほぼリアルタイムで利用できるようになるからである。

このようなプラットフォーム型分析の導入事例はまだ比較的少数で
ある。しかしこの段階に足を踏み入れた企業はいくつかの画期的な成
果を得ている。例えばビザは、2011年8月に不正利用の検出プロセス
に先進的分析を取り入れた。このシステムは2013年3月までに20億
ドル相当の不正取引を特定し、損失が出る前にこれを阻止した。eコ
マースの分野では、アマゾン・ドット・コムがそれぞれの顧客の購入・閲
覧履歴に基づいて動的に生成されるおすすめ機能を使って、売上を推
定25％拡大した。一方、銀行はリスクスコアリングにプラットフォー
ム分析を導入し、さまざまな内部・外部データを自動的に処理して、融
資申込者の信用力を判断している。

プラットフォーム分析の長所は、さまざまな業種のあらゆるプロセ
スに導入可能だということである。新しい活用法のなかには、ビッグ
データと聞いて通常思い浮かべる消費者関連の活用法とはかけ離れ
た、驚くようなものもある。たとえばイタリアでは、「redditometro（所
得評価システム）」と呼ばれるシステムに先進的分析が取り入れられ、
脱税の発見に活用されている。このシステムは、銀行の取引記録、クレ
ジットカード取引、保険金の支払い、統計調査など、多くの情報源から
のデータを調査して、個人の推定支出と納税申告が釣り合うかを判断
する。

プラットフォーム分析は、予防保全の促進にも効果があることが証
明されている。重要度の高いインフラに埋め込まれたセンサーからの
データを分析することで、企業は不具合が発生する時期を予測し、トラ
ブルが起こる前に措置を取ることができる。トラブルシューティング
は実質的に、リアクティブ（事後対応的）ではなくプロアクティブ（事前
予防的）になりつつある。先進的分析により、過去に不具合の前兆と

い物客が持っているスマートフォンにどのようなクーポンを送るかな
ど）のデータの活用に主眼を置く。

このような形で情報を活用する能力は、既存の、そして新たな情報源
から得られるデータの増加、データ分析技術の大幅な向上、データ処
理・ストレージにかかるコストの低下といった技術の進歩によって著
しく強化された。その結果、企業はソーシャルメディアへの投稿や、
古いツールでは取り込めなかった非構造化データなど、かつては意思
決定に活用されていなかったデータを取り入れることができるように
なった。これにより、より迅速で実用的な、より優れた洞察を得ること
が可能になっている。

先進的分析はさまざまな状況に応用することができる。たとえば
ヴェスタスはこの手法を用いて、風力発電事業につきものの重要な課
題、すなわち風力タービンをどこに設置するかという問題に取り組ん
でいる。的確な場所に設置することで、風力発電所の20年以上という
長い稼働期間にわたりエネルギー出力を最大限に高めることができ
る。最適な設置場所を特定するために、同社は風や気象のデータ、乱流
レベル、地形図、および自社がモニタリングしている世界各地25,000基
以上の風力タービンからのセンサーデータなど、さまざまな情報を分
析している。同社はこのプロセスにより顧客の投資収益率を最大化す
ることで、競争優位を実現している。

金融業のあるクライアントは、顧客の取引データを分析して結婚や
就職など人生の大きなイベントの発生を推測する画期的なプロジェク
トを立ち上げている。これらのイベントは、高付加価値な金融商品（住
宅ローンや共同貯蓄口座など）への投資のきっかけとなり得る。金融
機関がこうした重要なタイミングを特定できれば、その顧客に最もふ
さわしい販売促進施策を打てる上に、さらに重要な、長期的な関係を築
くこともできる。BCGはクライアントと協力してターゲティングモデ
ルを開発した。このモデルは、導入初期段階で既存アプローチの2.5倍
の効果があることが実証されている。



69 The Boston Consulting Group ビッグデータから価値を引き出す5つの道 70

の一翼を担えるようになりつつある。それは従来の事業分野とはかけ
離れた分野かもしれない。その結果、業種間の境界があいまいになり、
競争の力学が変わりつつある。

こうした変化に合わせて自社のビジネスモデルを変革する企業には
新たな扉が開かれる。たとえば家庭用サーモスタットの市場は、競合
企業の数も入れ替わりも少なく伝統的に安定した市場だが、ネスト・ラ
ボという新興企業が、顧客の好みと使用パターンを分析・学習し、それ
に合わせて自動制御するサーモスタットを導入し、既存企業に挑戦し
ている。同社は、斬新なデータ主導型のビジネスモデルによって、これ
まで長い間新規参入を阻んできた市場に参入することができたのだ。

しかし、成功を手にできるのは新規参入企業だけではない。大手企
業にとっても、新たなデータ主導型のビジネスモデルは既存市場にお
けるシェアの維持、さらには拡大に役立つ。たとえば、自動車保険の分
野でプログレッシブは、顧客の車の故障診断用コネクタに接続された
小型機器から収集される運転データを利用して、実際の運転習慣に基
づいた保険料算定を行っている。分析されるデータには、顧客の走行
距離や時間帯、急ブレーキの回数などが含まれる。優良ドライバーは、
保険料が平均で10～15％低くなる。レーサーのような走りをあきら
めたドライバーにとっては魅力的な価値提案となり得る。

情報そのものを収入源へ──データビジネスの創出

企業が生み出す大量の情報、さらに情報から得られる洞察は、業界の
内外を問わず他の企業にとっても大きな価値があるだろう。たとえば
ソーシャルメディアのサイトは、多くの場合ユーザーの好みや意見に
関するデータを入手する。これは、製品開発の無駄を省きたいメーカー
や、製品キャンペーンの的を絞りたいマーケターにとって興味のある
情報である。また移動体通信事業者は、契約者の現在位置データを日
常的に収集しているが、これは顧客がどこで買い物をしているかを知
りたい小売企業にとって価値のある情報である。このような情報を有
償で提供することにより、企業は新たな収益源を得ることができる。
特定の個人を追跡できる個人情報の販売はプライバシーに関する懸念
を生む可能性があるが、企業はデータを集約しその匿名性を確保する

なっていたパターン（アラートの種類や頻度など）を探すことができる
のだ。あるクライアントはこのアプローチを利用し、1～2時間前にト
ラブル発生を予測し、その間に効果的な対策を取れるようにした。こ
れにより、影響の大きい稼働停止時間を半分以下に抑えることができ
るようになった。

意思決定の質とスピードを向上させる──全社情報管理（EIM）

正確な経営データをリアルタイムに入手できることは、意思決定（た
とえば、研究開発の重点分野や新製品の価格設定などに関する意思決
定）においてきわめて重要である。しかしほとんどの企業では、この種
の情報は社内全体に分散し、各部署がそれぞれの見方による「真実」に
基づいて動いている。さらに困ったことに、これらの情報が意思決定
において考慮される頃には、古い情報になってしまっていることが多
い。多くの企業において、有益となり得る大量の構造化・非構造化デー
タが活用されないままとなっている。その結果、矛盾した意思決定、時
機を逸した意思決定、間違った意思決定が行われる。

ビッグデータの最も有望な活用法の一つは、言うまでもなく企業情
報管理（EIM）である。これは、業務データを収集し処理するだけでな
く、そのデータを、明確で一貫性があり、容易に利用可能な形で組織全
体に提示し、意思決定のスピードと質を向上させるというものであ
る。我々が考える理想的なEIMシステムとは、社内・社外の情報源から
のデータを統合した単一のデータセットを、スクリーン上のダッシュ
ボードのように、直観的に理解できる表やグラフに加工して表示する
ものである。これにより業務の状況を、アクセスが容易で一貫性のあ
る形で、リアルタイムまたはほぼリアルタイムに表示でき、異なる部署
が共通の言語で話し、同じ事実に基づいて意思決定を行うことが可能
になる。

バリューチェーンの変化を活用する──ビジネスモデル変革

ビッグデータは既存のバリューチェーンを一変させ、しかるべき対
応をしない企業にリスクを、対応する企業にはチャンスをもたらす。
先進的な分析と新たな情報源により、企業は異業種の製品やサービス
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原題： Big Data’s Five Route to Value： Opportunity Unlocked （初出：2013年9月）

Jon Brock
BCGロンドン・オフィス プリンシパル

Ralf Dreischmeier
BCGロンドン・オフィス シニア・パートナー&マネージング・ディレクター

James Platt
BCGロンドン・オフィス パートナー&マネージング・ディレクター

Robert Souza
BCGボストン・オフィス パートナー&マネージング・ディレクター

ことでこうした懸念を大幅に和らげることができる。

BCGは世界各地で事業を展開する大手銀行に対して、銀行の通常業
務のなかで得られるクレジットカードの利用履歴などの取引情報を活
用した新しいデータビジネスを生み出すお手伝いをしている。これは
さまざまな業種の企業に対し、独自のビジネスインテリジェンスを機能
させるために利用可能な情報を提供しようというものである。しかし
これはまだ始まりにすぎない。私たちは、今後数年間で外部の情報源
（ソーシャルメディアの情報など）をうまく活用して内部データを充実
させ、データを購入する顧客への価値提案をさらに強化することを考え
ている。

今後の展望

当然のことながら、ビッグデータをどう活用するべきかを決めるこ
とはビッグデータから価値を引き出すための第一歩に過ぎない。新た
な組織能力、新たな組織構造（および考え方）、大きな内部変革も必要と
なる（これらの課題については今後発行する論考であらためて取り上
げる）。しかし企業は、正しいチャンスに正確に狙いを定めることの重
要性を過小評価してはならない。新しい発想で考え、新しいモデルを
受け入れ、どこでどのように事業を行うか、再考しなければならない場
合もあるだろう。イノベーションと実験、そして時には急進的な考え
方を奨励する企業カルチャーが、この取り組みに大いに役立つ。だが
同時に、さまざまな価値創造手段の評価、優先順位づけ、開発において
必要な場合には、外部の助けを求めることも有効だ。

ビッグデータは単に競争環境を変えようとしているだけではなく、
全く別なものへと変容させようとしている。企業もそれにともなって
変わらなければならない。どこにチャンスがあるのかを見きわめ、チャ
ンスをつかむための戦略を構築することで、企業はビッグデータが持
つ可能性を実現し、その過程で新たな顧客、新たな収益、そして新たな
市場をも手にすることができるのだ。
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現在、世界の多くの国が、金融危機の影響による財源不足という共通
の問題に直面している。それが最も顕著に表れているのがインフラ分
野である。

中国やインドなどの新興国では、人口増加や都市化の進展、所得の上
昇により、新しい道路や学校、発電所、上下水道システムへの需要が急
増している。一方で、米国をはじめとするほとんどの先進国は別の課
題に直面している。老朽化し時代遅れになったインフラの更新、交換、
拡張だ。

BCGの試算によると、こうしたインフラ需要に対応するには、今後20
年間に世界全体で毎年約4兆ドルの投資が必要になる。

だが、そのための財源は不足している。たとえば2008年から2010年
の間に世界全体でインフラに投じられた支出の総額は年平均2.7兆ド
ルにとどまる。ほとんどの先進国では、GDPに占めるインフラ投資の
割合は年々減少している。したがって、経済回復に弾みがつき、インフ
ラへの支出が増加したとしても、年間1兆～1.5兆ドルの不足が生じる
状態が2030年まで続くと推定される。

こうした財源不足は、医療、安全、経済、政治に甚大な影響を及ぼす。
たとえば米国連邦道路庁（FHWA）によれば、米国では6万7,500か所余
りの橋に「構造上の欠陥がある」という。米国のインターステート（州
間）高速道路は、都市部の21%、地方の10%が走行に適した水準にない
と評価されている。すでに橋の崩落などの悲劇も起きており、深刻な
状況だ。

さらにコストも高くつく。テキサスA&M交通研究所は2011年に
行った研究で、道路状況の悪化や交通渋滞により米国経済が被る損
失は、時間と燃料のロス、汚染の拡大や車両の消耗という形で年間約

インフラ問題を解決する
官民パートナーシップ

本稿は、筆者らによるレポート“Bridging the Gap: Meeting the 
Infrastructure Challenge with Public-Private Partnerships”（2013年
2月）を基にしたUSA TODAYオンライン版への投稿記事です。世界の 
インフラ需要に対応するために求められる投資額と、財源不足により 
生じるギャップの試算を提示し、このギャップを埋める解決策のひとつ
として官民パートナーシップ（PPP）の可能性に光を当てています。
上記レポートではさらに、PPPを成功させるための実行上の課題を掘り
下げ、成功に導くための官・民それぞれの側のベストプラクティスについて
解説しています。本稿では誌面の都合もあり詳しく触れていませんが、
ご興味をお持ちの方は文末に掲げたレポートをご覧頂ければ幸いです。
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公的部門の視点から見れば、成功に至る道すじは明快だ。まず全体
的なインフラ計画を策定して、そこから官民パートナーシップに適し
たプロジェクトを選び、プロジェクトのライフサイクルを効率よく管
理すればよい。

しかし残念ながら、この道すじをきちんと実行している国はほとん
どない。インフラ計画の策定は、短期的な政治課題に左右されること
があまりにも多い。プロジェクトの投資対効果検討書やトラフィック
予測の多くは説得力に欠ける内容だ。さらに官製モデルはリスク配分
が均等でないことが多く、長期的に信頼できるものとはいえない。

それでも官民パートナーシップは、もはや揺るぎない現実となって
いる。たとえばチリには官民プロジェクトを成功させてきた長い歴史
があり、1993年から2001年までに21件の道路プロジェクトを実施し
ている。米国でも、インディアナ州財務局が、ケンタッキー州ルイビル
を流れるオハイオ川にかかる橋、イーストエンド・クロッシングの設
計・建設・資金調達・運営・維持管理を行う民間コンソーシアムを選定し
た。

空港や港湾、水道システム、エネルギーにも、さらなる機会が存在する。

特有の複雑性があり、また時として頓挫することもあるとはいえ、官
民パートナーシップは着実に定着しつつあり、この財政難の時代に地
球規模の課題に対する現実的な解決策を提供している。

 Jeff Hill
Philipp Gerbert

1,210億ドルにのぼると試算した。

問題はあらゆるインフラに及んでいる。米国では、多くの港湾が処
理能力の限界もしくはそれに近い状況で運営されている。排水処理プ
ラントでは老朽化により下水漏れが生じている。送電網は過密状態だ。
航空管制システムも時代遅れになっている。

他の国でも問題の深刻さは変わらない。中国では、経済の急成長と
急速な都市化により、狂騒といえるほどのペースでインフラ建設が進
められている。この10年間で、全長4万5,000マイル（7万2,400キロ）
以上の高速道路を新たに建設したうえに、拡張計画も進んでいる。中
国はまた、2011年から2015年の間に82の新空港を建設し、101の空港
を拡張する計画を発表している。このような建設ラッシュは他の国々
でも進行中だ。

私たちは、企業と政府の双方のお手伝いをしてきた経験から、民間部
門が単なる委託先ではなくパートナーとして、より深くプロジェクト
に参画することが、世界的なインフラの課題に対するひとつの解決策
だと考えている。官民パートナーシップ（PPP）は、こうした問題の解決
に向けて重要な役割を果たしうる。だが、その実行に向けた準備には、
細心の注意が必要となる。

世界中で各国政府が赤字や債務の増大にあえぐ一方で、民間部門が
供給可能な資金は膨大な額にのぼる。2010年現在で、保険会社、年金基
金、政府系ファンドの保有する運用資産はそれぞれ22兆ドル、19兆ド
ル、4兆ドルだった。ラッセル・インベストメントが2012年に行った調
査によると、債券のリターンがゼロに近い今、こうした機関の多くが、
インフラ・プロジェクトへの投資を含むオルタナティブ投資を模索し
ている。

むろん、あらゆる官民パートナーシップにおいてカギとなるのは「実
行」だ。プロジェクトは、透明かつ長期的で、すべての関係者にとって
公正である必要がある。
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初出： USA Todayオンライン版、2013年4月4日 “Infrastructure problems solved 
by partnerships”
http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/04/04/infrastructure-budget-
neglect-column/2047037/

ご興味をお持ちの方は以下のレポートもご覧頂ければ幸いです。
bcg.perspectivesサイト（https://www.bcgperspectives.com/）でご覧頂けます。

“Bridging the Gap: Meeting the Infrastructure Challenge with Public-Private 
Partnerships”（2013年2月）
─ Meeting the Infrastructure Challenge with Public-Private Partnerships
─ The Private Sector’s Strategy for Managing the Risks of Public-Private Partnerships
─ How the Public Sector Can Drive Successful Public-Private Partnerships
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《日本の読者の皆様へ》

新任CEOに求められること──それは、まず自らの「経営アジェンダ」
を決め、そのアジェンダや企業を取り巻く環境に適合する「経営スタイル」
を固めること。そして、そのスタイルの持つ長所・短所を支え最高の 
パフォーマンスを発揮できる「経営チーム」を組成し、その経営スタイル
とチームの持ち味を前提にした「CEOの時間の使い方」を定めること。
さらに、これらすべてを柔軟性をもって磨きこんでいくこと、だと思い
ます。
本稿で示される「CEO最初の100日の神話と現実」の根は実は一点の 
ポイントにあるのかもしません。すなわち、何が正しい選択であるかは、 
現在の自社がどういう経営ステージにあるのか、どういうチャレンジが 
求められているのか、そのなかで経営として最も重要な目的関数は何か、
を見極めることなしにはありえないということです。こうした洞察を
ベースに、やるべきこと（経営アジェンダ）と、やり方（経営スタイル、
チーム、時間の使い方）を決めていく必要があるのではないでしょうか。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
杉田　浩章

経営トップを務めるのは難しいものだが、今日の激動するビジネス
環境のなかでCEOの役割はかつてないほど複雑になっている。たとえ
ば、CEOの評価に用いられる主要業績評価指標（KPI）の数は、「フォー
チュン500」がつくられた1955年には4～7つだったが、今では約6倍
にあたる25～40のKPIを用いるのが普通だ。新任のCEO──就任1
年目のCEOが常にCEO全体の14～15%を占めているという──は、
就任にともない多くの重要な課題をかかえることになるが、このよう
な環境により、その難しさがいっそう増している。

一般に新任CEOにとって就任後100日間は蜜月期である。この準備
期間中に課題を明らかにし、主要な目標を定め、スケジュール案を作成
する。これらすべてを円滑に進めるために──できれば就任初日より
前に──適切な100日プランを作成しておく必要がある。

私たちは長年、数多くの新任CEOのお手伝いをするなかで何度もこ
のようなプランを見てきたが、多くの場合に共通する5つの誤解が潜ん
でいることがわかってきた。この「最初の100日間についての5つの神
話」は、ついやってみたくなってしまうかもしれないが、CEOのスター
トを危うくする危険性がある。

神話と現実

以下、多様な業種のさまざまなクライアント企業のお手伝いをして
きた私たちの経験を基に、5つの神話と実際にうまくスタートできた
CEOのやり方について、それぞれ事例をあげて考えてみたい。当然の
ことながら、これらの事例の詳細部分は変えてあり、いくつかの例を混
ぜ合わせたところもある。

CEO最初の100日　神話と現実
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うな「大勢の前で」演説するカリスマ型の能弁家とはまったく異なり、
小グループで話す方がはるかにやりやすいのだという。そういう考え
から、彼は第2層、第3層のリーダーたちによる、全体で200名くらいの
委員会を設置し、定期的にミーティングを行った。そして、彼らを通じ
て、より密に直接伝えるやり方で組織全体にコミュニケーションを広
げていった。するとあっという間に、これらの幹部・管理職たちが、企
業戦略にこれまで以上に強力に取り組み、注力する兆しが見られるよ
うになった。

神話その2： 新任のCEOは直ちに大胆な打ち手を取ることでやる気を
証明する
新しいCEOのなかには、何らかの「素早い成果」を出し、できるだけ早

くインパクトを与えることを義務と感じている者もいる。しかし、社
内の状況に十分注意を払わずに、これをやろうとしてしまうケースも
見られる。

外資系テクノロジー企業のCEOを引き継いだ、北米出身のある経営
幹部の例をあげよう。彼は就任後数週間もたたないうちに、事業を方
向転換し、組織も再編し、再活性化する計画を発表した。このCEOは、
企業の状況について理解が不十分で、なかでも変化に対する従業員の
抵抗を過小評価していた。彼は、イノベーション戦略、主要施設2か所
の閉鎖、組織再編などを盛り込んだ構造改革プランをただちに実行に
移した。取締役会や経営幹部はこのようなCEOの行動を強引で無神経
だと考えた。その反動で計画の実行が遅れ、信頼性が失われ、それを取
り戻すまでに大変な時間がかかってしまった。

現実： 洞察力のある新任CEOは、行動を起こす前に、社内の状況をしっ
かり把握する　　早期に最大のインパクトをもたらす新任CEOはた
いてい、何が会社を動かしているかを理解している。先見の明のある
CEOは、会社の中期的なニーズや自社特有の組織的背景への配慮を怠
らない。これは大胆な打ち手を取るなといっているのではなく、予想
外の結果が生じるのを避けるためによく考えることをお勧めしている
のである。

神話その1： 新任CEOは他者に注意を向け、何を変えるかを決めるため
に、これまでのやり方を調べるべきである
社外からCEOに就任した新リーダーの多くは、はじめに全精力を傾

けてその企業を熱心に研究し、何はうまくいっていて、何はうまくいっ
ていないかを見きわめようとする。成功を追い求めるあまり、その企業
のこれまでの方向性を必要以上に変えてしまいたくなることがある。

業績が芳しくないある産業財企業の新任CEOは、就任直後、前任者
の仕事を調べ、それを批判することにほとんどの時間を費やした。前
CEOはスケールメリットが得られるようにプロセスを組み立てていた
が、新しいCEOは分散型組織に再編した。前CEOは従業員の意欲を高
める体系的なプログラムを導入していたが、新CEOは「社員のやり方
を束縛しないように」それを廃止した。前CEOは事業計画の立案と評
価を系統的に行っていたが、新CEOは事業目標について素早く合意を
取り付けることをめざした。前CEOは公式の月例幹部・管理職会議を
行うことを好んだが、新CEOはインフォーマルなやり方のほうが好き
だった。

まもなく、新CEOはそれまでのやり方を覆すことだけを目的にいろ
いろなことを変えようとしているという見方が広がった。このCEOが
就任してから1年経ったが、何がしたいのかいまだ明らかになっていな
かった。この会社は明確で統一された方向性を欠いたまま漂っている
ように思われた。

現実： 新CEOがプランを立てるときに最初にしなければならないこと
のひとつは、自分自身の嗜好と動機を突きとめ、確認することである
最もうまく適応できる新任者とは、他者を精査すると同時に自らを省
みることから始める者である。こうしたリーダーは一歩下がって、ど
のように会社を率いていきたいのか、どのような印象を社内に植えつ
けたいのかを熟考する。

ある公益事業会社の新任CEOは、おおむね前任者の戦略を踏襲しつ
つ、いくつか小さな変更を加えることにした。しかし、リーダーシップ・
スタイルだけは、がらりと変えた。そのCEOによると、彼は前任者のよ
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い重視されている。さらにこのCEOは、役員相互の信頼を深め、共通の
目的意識を高めるために、定期的に役員合宿を行っている。

神話その4： 新CEOは直ちに、全役員・社員に対して厳しい基準を定め
るべきである
新しいリーダーのなかには、あえて最初から非常に厳しい基準を設
け、厳密な評価スケジュールを設定する者もいる。

アジア・パシフィック地域のあるエンターテインメント企業の新
CEOは、野心的な成長戦略を策定して、管理職に詳細な目標を設定し、
頻繁に進捗状況の報告を求めた。部下のなかには、目標が非現実的で、
絶え間ない監視と社内報告が価値の実現より重視されるようになって
きたと不満を言う者もいた。

現実： 新任のCEOは自分自身が評価の対象になる。その評価の基準が
明らかになって初めて、CEOはどうしたら他者を最も効果的に評価で
きるかを判断することができる　　新任CEOは就任前に、自分自身に
対する期待と成功の指標について率直に話し合っておくべきである。
そうすれば、他の者の評価指標を決めるときにその基準を考慮に入れ
ることができる。

このような考えから、ある世界的メーカーの新任CEOはさまざまな
ステークホルダーの代表者に話を聞いて、彼らが自分がCEOになるこ
とでどんな結果を望んでいるかを理解しようとした。その結果彼女は、
成長の重要な基盤として質の高い統合サプライチェーンを構築するこ
とを、主な目標とすべきだと納得した。また経営陣に提案していた要
求水準をゆるめるとともに、人事考課ではトライ・アンド・エラーを高
く評価すると説明した。経営陣は、このような自由が与えられたこと
を励みに、今まで試みたことのない手法をいくつか試行した。その結
果、同社は世界有数のサプライチェーンを持つ企業として頭角を現す
ようになった。

ある大手メディア企業のCEOは就任までの8か月間、こうした面で
の危険性に留意し、自由になる時間をすべて、組織内の主なリーダーや
外部のステークホルダーとの話し合いに費やした。彼らの意見を分析
することで、イノベーションを追求すべき領域や成長領域を見きわめ
た。彼は、自分のビジョンに合うと思われる人を慎重に選び、経営チー
ムをつくっていった。その根気は報われ、社内に信頼を植えつけ、士気
を高める結果となった。

神話その3： 新CEOは、最高の人材を集めて経営陣を編成すべきで 
ある
新任CEOのなかには、経営陣の選考とはすなわち、最高レベルの人材

を見つけ採用することだと考えている人もいる。

このような考えにもとづき、ある消費財企業の新CEOはずばぬけた
幹部ばかりを経営陣に任命した。そのなかにはライバル企業から引き
抜いた者も数名入っていた。しかしやがて、このグループはチームで
はなく、非常に高い能力を持った個人の集まりであり、自分自身の能力
に対する認識以外ほとんど共通点はないことがわかってきた。そこか
ら生まれたのは相乗効果ではなく縦割り型の弊害だった。全社最適と
いうよりも個々の部署や事業部門のプラスになるように資源が配分さ
れた。その結果このCEOは、自分はリーダーとはいうものの、実際は幹
部同士の妥協を求めて歩く役目を担っていることに気づいた。

現実： チームは部分の合計よりまさるものである。バランス、そして、
相互に補強しあうことが必要だ　　傑出した個人の力量があるだけで
は、経営陣の一員となる資格として十分とはいえない。適合性という
要素が必要になる。最適なチームのメンバーは相互に補完し合うスキ
ルとスタイルを備えている。

明らかにこの教訓を十分に学んだと思われるある企業幹部が、ヨー
ロッパの大手輸送会社の新しいCEOに就任した。彼女は経営陣の選
考にあたり、メンバー構成が、リーダーとしての経験、能力、人柄・スタ
イル、出身地域の各面で適切なバランスになるようにしたいと考えた。
また、現在の人事考課では、連携への取り組みが個人の業績と同じくら
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ホルダーからの厳しい、しばしば敵意に満ちた視線や、さまざまな経営
上の重要課題についてのプレッシャー、相反する要求に耐えられるよ
う覚悟を決めなければならない。またどんなときでも柔軟性を保つべ
きである。

最も知識が豊富で決断力のあるリーダーがCEOとして最も大きな
成功を収めるとは限らない。最高のチームをつくり、組織のミッショ
ンにそって一貫性のあるビジョンをそのチームに染み込ませ、そのビ
ジョンを実現しようという意欲を引き出すリーダーこそ、CEOとして
最大の成功を収められることが多いのである。

 Roseline Torres
 Peter Tollman
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神話その5： 新任CEOは社内で誰よりも知識にたけていなければなら
ない
新しいCEOのなかには、幅広い専門知識こそ意思決定の最善の基盤で

あると考え、問題のあらゆる側面に完全に習熟しようとする者もいる。

あるヘルスケア企業で成績トップの幹部が、自分より年長で勤務年
数も長い幹部たちを飛び越えてCEOに抜擢された。これらの幹部のう
ち2人は研究開発と財務畑の出身で、新CEOは両分野の経験がほとん
どなかった。彼は脅威を感じ、対応策としてこの2科目についての短期
集中コースを受講した。幹部たちが建設的な提案をするたびに、CEO
は自分の方がもっとよくわかっているという対応をした。しかし実際
にはわかっていなかった。部門責任者の一人の言葉を借りれば「CEO
はどんなテーマについても、自分はよくわかっていると想像している。
実際はそうでもないのに」という状況だった。

現実： 専門知識は役に立つが、不可欠なのは、基本的な知識・洞察と相手
の言うことに耳を傾ける能力である　　前述の例とは逆に、社外から
登用されたラテンアメリカのある金融サービス企業の新任CEOは、さ
まざまな専門分野についてそこそこの勉強をした──その結果、専門
知識を誇るほどではないが、適切な質問ができるようになった。その
後、各機能部門の責任者との1対1の対話で、現在の問題と今後生じる
可能性のある問題について協議した。彼は部門責任者たちのすぐれた
専門知識を認め、その意見に従ったが、自己満足や安易な思い込みに疑
問を投げかける程度の知識は十分持ち合わせていた。

あらゆるCEOに求められること

すべてのなかでおそらく最も危険な神話は、最初の100日間にCEO
の成功を保証する何らかの秘策が──多分まだ見つかっていないだけ
で──あるに違いないということだ。そんな考えは捨ててしまおう。
絶対確実な方法などあるはずがない。

とはいうものの、やはりすべての新任CEOがおさえるべき普遍的な
ことがある。新CEOは当座の時間を使って調査したり、相談したり、内
省したりして、新たな職務に万全の準備をする必要がある。ステーク
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過去15年の間に、数々の不正行為、ITバブル、1930年代以来最悪の経
済危機などが多くの企業やリーダーを蝕んできた。CEOたちはこの激
動期からの教訓を消化しつつあるが、「傲慢」という重要な要因を見逃
さないように注意すべきである。

企業において傲慢さはいろいろな形で現れる。以下はその一例である。

• まことしやかなパンフレットや新しいマーケティング・キャンペーン、
美辞麗句を並べたスピーチで壮大な戦略を謳うが、実行されない。

• 多額の費用がかかる派手な方法で海外の刺激的な新市場に進出し、
注目を浴びるものの、競争優位を構築できない。

• 大型M&Aを行って規模を拡大し、マスメディアのトップニュースに
なり、経営陣に多額のボーナスが支払われる。しかし、長期的な価値
向上を実現できない。

• 怪しげな金融取引を行い、透明性を損なう。事業の根本的見直しへ
の取り組みはなされていないことが判明する。

こうした行為により企業の能力以上に手を広げすぎて行き詰まり、
その多くは破たんする。そんなことが幾度となく繰り広げられてきた。

永続性の原則を順守するための4つのポイント

傲慢を阻止するために重要な役割を果たすのがCEOと経営会議であ
る。CEOと経営会議が行動規範と限度を定める。今日、最も優れた経
営者は「永続性の原則」を順守し、スチュワード（受託管理者）としての
役割を果たすことで、収益性、持続性、信頼性の高い事業を育成してい

企業を蝕む「傲慢」と戦う
─永続性の原則を貫くためのCEOの役割

この論考の原題、“Fighting Corporate Hubris”の「hubris（ヒュブリス）」
は古代ギリシアに源を発する言葉で、成功を収めた人間がおごり高ぶって
周囲をあなどり、神々に対してすら思い上がった振る舞いをすることを 
言います。こうした慢心は古代ギリシアでは最も大きな悪徳とされ、 
必ず天罰（ネメシス）を招き、破滅につながると考えられていました。
イソップ寓話の｢戦争と傲慢｣には、ヒュブリスが傲慢の女神として 
登場します。戦争の神（ポレモス）がヒュブリスをめとり、常にその後を 
追うようになるという話で、「傲慢が民衆に笑みを振りまきながら、 
諸国民諸都市を訪れることのないように。その後から、たちまち戦争が
やって来るのだから」（「イソップ寓話集」岩波文庫）と戒めています。
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2.  自由に疑問を提起できるオープンな企業文化を育み、幹部に旧来の
通念に挑戦することを奨励する
もちろん、これを実行するのは簡単ではない。入念に練られたプラ
ンに疑問を呈することを幹部に勧めるのは、CEOにとって心地よいこ
とではないだろう。しかし、幹部が罰を受けずに意見をはっきり言え
ると思える環境を醸成することが必要であり、これにより企業はさら
に強くなるものだ。

自由なやりとりを育む方法はいくつかある。最も効果的なのは、
CEOが既存ビジネスモデルに疑問を投げかけて議論の口火を切ること
である。2つめは、経営幹部の一部がわざと反対の立場に立って議論の
練習をしてみることである。

3つめの方法は、経営幹部が新しい見方で自社の戦略プランを考えら
れるようにする、一連のシナリオ、言い換えると「心理的な箱」をつくる
ことである。これは、シナリオプランニングをやれとか、箱の外で考え
よ、という言い古されたことではない。まったく新しい箱で考えるこ
と、すなわち、あらゆるものを問い直し、通常では思いもよらないこと
を考えることを勧めているのである 1。

こうしたシナリオがもっともらしいかどうかは別の問題だ。重要な
のは、それぞれの箱が、発想を十分刺激するものであることだ。つまり、
CEOと経営陣がさまざまな箱で、自分たちがとりたいアプローチのメ
リットを試せるようにすること、そして、それにより視野狭窄から抜け
出せるようにすること、が肝要である。

CEOは、新たな将来ビジョンを創り出すとともに、非常に実質的な
意味合いで、仕事を管理し組織化する方法にも取り組まなければなら
ない。CEOが誠心誠意考えて指示した組織再編の結果、コスト高で複
雑すぎる組織構造やプロセス、制度になってしまったという例もいく
つも見られる。こうした事態に陥らないために、私たちが「スマート・
シンプリシティ」と呼ぶ概念が非常に重要になる。「スマート・シンプ
リシティ」とは一言で言うと、組織構造、プロセス、制度を最小化する一
方、リーダーシップ、連携、意欲を最大化するという考え方だ 2。これに
より、真の構造改革を妨げる表層的な改革という錯覚を避けることが

る。彼らは結果を追求し、形式より実質的内容を重視し、真の謙虚さを
支持する。真の謙虚さとは、倫理的行動、他者への敬意、慎み深さ、勤勉
さをだいじにすることである。永続性の原則を忠実に守るためにCEO
がおさえるべき4つのポイントを以下に示す。

1.  長期的価値創出の重要性を繰り返し確認する
「業績低迷は、市場が我社の事業のすばらしさを理解していない証拠
だ」と一笑に付す。好業績をあげた四半期を示して、事業のファンダメ
ンタルズの悪化に目を向けない。こうした行為は非常に安易だ。良識
あるリーダーは、批判を非難したり勝利を宣言したりする前に、鏡を
じっくり覗き込むべきである。すなわち、顧客、株主などのステークホ
ルダーにとっての価値を創造するものは何か、破壊するものは何かを
理解することがCEOのコア・コンピタンスである。

CEOと経営陣は、日頃から自社のポートフォリオを感情に流されず
厳格に洗い直して、業績の悪い事業部門や、市場シェア、粗利益、価格決
定力など重要な価値ドライバーが低下しているところを特定すべきで
ある。

同時に、売上成長を実現する戦略も追求すべきだ。しかし、事業の買
収・売却のような、急成長の手段として一見魅惑的な提案に対しては慎
重に考えるべきである。もちろん、こうした戦略にも意味はある。し
かし、大きな成果を謳って派手な大型買収を行ったものの、検討が不十
分で、うまく実行できず、企業の長期的健全性をひどく傷つけた例があ
まりに多く見られる。実際、全業種を対象としたBCGの分析によれば、
1988年から2010年の間に行われた上場企業間の買収の半数以上で株
主価値が損なわれていた。

結局のところ、企業は差別化した商品・サービスを顧客の元にうまく
届けられなければ、成長できない。企業リーダーは、金融市場からどん
なに強いプレッシャーを受けても、これを忘れてはならない。
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4.  経営陣の定期的交代を行う
CEOは経営陣を、忠実な補佐役も含めて、定期的に刷新すべきであ

る。トップは孤独なものだが、経営陣の入れ替えを図るときほど孤独
なときはない。しかし、これはCEOが逃れることのできない任務であ
る。現状への挑戦をやめてしまった者（もう彼ら自身が「現状」になっ
てしまっている）や、企業より自分自身のキャリアを優先する者、正々
堂々と意見を述べるべきときに黙っている者を幹部としておいておく
わけにはいかない。

一般に、CEO自身の在任期間にも上限を設けるべきである。筆者の
経験から、真のスチュワード精神という観点でほとんどのCEOは10年
未満で退任すべきだと考える。これを読んで、トップの座に10年とど
まるなんて夢でしかない長さだと思うリーダーもいるかもしれない。
しかし実際は、もはや実質的にリーダー役を務めていない人が形式的
にトップの座にすわっている企業もある。

では、なぜ豊富な経験を積み上げたリーダーをトップの座から外す
のか。答えは単純だ。時を重ねるにつれて、求められる変化を実現す
ることがますます難しくなるからだ。もちろん、例外を見つけるのは
難しくない。重ねた年月に挑戦し、10年を超えて価値を創造し続ける、
類いまれなリーダーもいる。しかし、在任期間の長いCEOが旧来のや
り方に固執する例があまりに多い。そうしたやり方は、今日の不安定
で急速に変化する環境ではすぐに時代遅れになってしまう。また、成
功は確かに成功を生む可能性もあるが、自己満足や失敗の元にもなり
うる。

ビジネスであれ、政治やスポーツであれ、いつ退くかを判断すること
は、知ってのとおり難しい。最も成功するリーダーは、築き上げた遺産
を破壊することを警戒して、自分が会社に不可欠の存在だとは決して
思うべきでないと認識している。

企業の本質的目的の実行、実現

過去20年を振り返ると、あまりに多くのCEOがフォーカスを見失っ
てしまった。スポーツの言葉でいえば、ボールから目を離してしまっ

できる。そしてリーダーは、「私たちはほんとうに、私たちの仕事のし
かたや連携のしかたを変えようとしているのだろうか」という本質的
な問いについて考えることを迫られる。

3.  企業が成功し、社会で尊敬される存在となるよう導くスチュワード
の役割を担う
企業は社会で重要な役割を果たし、企業リーダーは地域、国、国際社
会の重要な一員となることが望まれる。したがってCEOは社会におけ
る自らの役割を認識し、自らの行動により規範を示し、よい仕事をする
と同時に社会に貢献できるよう努力すべきである。短期的利益ばかり
追求したり、トップマネジメントに高すぎるボーナスを支給したりす
ることは企業の存在そのものを蝕む──欧米の厳しい経済情勢や世界
の貧富の差の拡大のなかにあってはなおさらだ。

CEOは「自分の報酬は業績にふさわしいだろうか」と自問すべきであ
る。その答えがノーであれば、問題だ。確かに、最高水準の実績をあげ
ている幹部は高い報酬を受けるべきである。しかし、株主、顧客、地域
社会に対してあまり良い貢献をしていない幹部が、高額の退職金を受
けるのは妥当ではない。

CEOはまた、「我社は社会に対して適切な貢献をしているだろうか」
とも自問すべきだ。市民権、信頼、サステナビリティ（持続可能性）、評
判の重要性が高まるにつれて、リーダーは自社の利益や意向だけに固
執するわけにはいかなくなっている。社会全体に対して、より回復力
が高く責任ある未来をつくりあげる役割を担っている。

企業は商品・サービス、雇用創造、教育、技能研修を通じて地域社会に
貢献できる。そして、適切な水準の法人税を支払うべきである。当然
のことながら、税負担の最小化を図る場合は、法的側面の検討を十分行
い、合法的措置をとるのが各企業の義務である。しかし、やりすぎは、
とりわけ消費者から深刻な反動を招く恐れがある。政府が大幅な財政
赤字を抱えているときはなおさらだ。労働法、環境規制、品質基準につ
いても同様のリスクがある。
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た。今またフォーカスを取り戻すチャンスが到来している。

企業の本質的な目的は、持続可能なやり方で、顧客に価値を届け、株
主に利益をもたらすことである。これを果たすには、企業が事業を行っ
ている社会において良き市民であることが必要だ。企業のリーダーと
してこれを実行、実現することが、CEOの任務である。

「傲慢」がどんな形で現れたとしても、ゲームを根本から変える革新
的な成功をおさめるためには、CEOが先頭に立って絶え間なく「傲慢」
と戦い続け、永続性の原則を忠実に守っていかなければならない。

注
1 詳しくは、『BCG流 最強の思考プロセス』（日本経済新聞出版社、リュック・ド・ブラバンデー
ル、アラン・イニー著）をご覧ください。

2 詳しくは、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー　2012年2月号、「職場に『真実の 
協力』を生み出す──社員の積極性と生産性を高める6つのルール」、および、書籍“Six 
Simple Rules: How to Manage Complexity Without Getting Complicated”（Harvard 
Business Review Press、2014年秋にダイヤモンド社より邦訳刊行予定）をご覧ください。

Hans-Paul Bürkner

原題： Fighting Corporate Hubris: The Four Steps of the Perpetuity Principle （初出：2013
年6月）

Hans-Paul Bürkner
BCG会長。2004年～2012年に社長兼CEOを務めた。
現在、フランクフルト・オフィスをベースとし、モスクワ、ジャカルタにもオフィスを持つ。
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BCGはそれまでの経営コンサルティングファームとは一線を画す、
新しいビジネス・アプローチのパイオニアとしてスタートを切りまし
た。戦略に焦点を当てたBCGの取り組みは、企業経営と経営学の世界
の双方に、深く持続的なインパクトを与えています。BCGは、多くの
プレーヤーがひしめいていたコンサルティング業界で独自のニッチな
市場を切り拓き、さらに戦略ブティックからフルサービスのコンサル
ティング企業へと変革を遂げてきました。クライアント企業の変化と
ともに、支援させていただく領域やスタイルを広げてきたBCGの歩み
をご紹介します。

1963年～1972年
革命的なスタートを切る

1963年、ニューイングランド州でプライベートバンキング業務を営
んでいたボストン・セーフデポジット＆トラストの経営陣は、新しい事
業分野に業容を拡大したいと考えていた。同社は当時成長していた経
営コンサルティング事業に目を付け、同社の主力事業を補完するもの
と考えた。

しかし、新しい事業の立ち上げのために彼らが雇ったコンサルタン
トは全く異なる考えを持っていた。ブルース・ヘンダーソンは当時48
歳。ウエスチングハウスの購買部門でキャリアの大半を積んだが、大
手メーカーの管理職にはまれな、決まり切った考え方を疑う反骨精神
を持っていた。

事業の立ち上がりはスローだった。知人から紹介された仕事が数件、
情報収集を主な目的とするプロジェクトがほとんどだった。だが、売
上は毎月増えていった。ヘンダーソンは彼を手伝うスタッフを数名、
新しく雇い入れた。多くは学術畑の人材だった。

ブレークスルーがやってきたのは創設の1年後、大手砥石メーカーに

BCG 50年の歩み

“Every company needs products in which to invest cash. Every 
company needs products that generate cash. And every product should 
eventually be a cash generator; otherwise it is worthless.”

── Bruce Henderson in Perspectives
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ブのコートのポケットに収まる、小さく細長いサイズで出版された。
Perspectivesは注目を集めたが、プロジェクトを請け負うにはより個人
的なつながりが必要だった。そのため、ヘンダーソンは第2の新しい企
画、CEOの課題に的を絞ったセミナーを立ち上げた。出席者は、招待を
受けた企業の経営陣のみと限定されていた。ヘンダーソンと仲間たち
がこうしたセミナーで開発中のコンセプトについてプレゼンテーショ
ンをするようになると、セミナーへの関心は一気に高まった。数年後
には、このセミナーは大企業のリーダーの間でも注目を集めるように
なった。

1968年、親会社のボストン・カンパニーはコンサルティング部門を
別会社にしたが、全額出資の子会社の形式をとった。ヘンダーソンが
新進の思想家として頭角を現してきたことから、親会社は社名をヘン
ダーソン・アンド・カンパニーにしてはどうかと提案した。だが、ヘン
ダーソンは、熱意を持ったエキスパートたちのチームとして働く形で
なくては、彼がめざすレベルの大きなインパクトを出すことはできな
いと認識していた。そこで、より平等を重んじるアプローチをとり、社
名をボストン コンサルティング グループとすることにした。

ヘンダーソンの志はあらゆる先進国に広がっていった。彼は1966年
に東京で、1970年にはロンドンで、買収やジョイントベンチャーを通じ
て拠点を設立し、1972年にはパリにオフィスを開設した。

その後の数年で、エクスペリアンス・カーブやプロダクト・ポート
フォリオ・マトリクスなど初期のコンセプトに基づく、より多くのアイ
デアが生まれた。こうしたコンセプトのほとんどは、生産における経
済性、財務、そして市場競争の原理が結びついたものだった。新しい
クライアント各社への支援を通じて、より多くのデータに触れること
で、BCGはさらに多くのアイデアを生み出し、検証することができた。
1973年までには、BCGはまだ比較的小さかった自社の規模をはるかに
上回る評価を得ていた。当時コンサルタント数は約100名、年間収入は
500万ドルあまりだった。BCGは動き出した。

雇われた時だった。このメーカーは、より小規模な競合に、最も弱い商
品カテゴリーを集中的に叩かれ、シェアを奪われ続けていた。ヘンダー
ソンはクライアント企業を支援し、規模をテコに、これらの商品を、よ
り高い価格であったとしても魅力的な商品へと変える計画を策定し
た。

ヘンダーソンは長きにわたり｢競争｣というものに魅せられていた。
そして彼は多くの企業は市場からの圧力にさらされなければ長く続く
ビジネス慣習を変えられないこと、また、さらに言えばコンサルタント
を雇う気にもならないことを知っていた。彼は、当時ビジネスの世界
でまだ関心を集めはじめたばかりだった｢戦略｣という概念を掴みとっ
た。

コンサルティング部門の独立のため、他とは違う提供価値を探して
いたヘンダーソンは、戦略を前面に押し出すことにした。同僚たちは
このコンセプトがあまりに漠然としていることに懸念を示したが、ヘ
ンダーソンはあいまいなところがよいのだと考えていた。あいまいだ
からこそ、戦略とは何か、を自分たちで定義することができる。彼らは
実際そうした。競合に対する競争優位を生み出すため、企業が取り得
るハイレベルなアクションに焦点を合わせたのだ。一般的なアナリス
トと異なる、戦略の競争的な側面を強調し、どう優位性を確保するかに
フォーカスしたアプローチにより、ヘンダーソンと同僚たちはコンサ
ルティング市場での地位を確立した。

ヘンダーソンにとって、戦略への注力は、事業を行う上での計算とい
うよりは、個人的な使命感の要素が圧倒的に大きかった。長年、アメリ
カの企業の経営意思決定に知的な厳密さを持ちこみたいという志を抱
いてきた。それはかつて彼がウエスチングハウスにいたときにやりた
かったことだった。彼は漸進的な変化ではなく、根本からの変革をめ
ざした。

1964年、彼は2つの柱からなる、新しいマーケティングアプローチを
開発した。第1は戦略に関する簡潔で、刺激的なエッセイを掲載した
小冊子のシリーズ、Perspectivesである。この小冊子はエグゼクティ
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1980年～1990年
インプリメンテーション（実行）を顧客サービスの軸に　

この新しいCEOは、競合分析を通じてあぶり出された課題の緊急性
を認識し、組織の側面から何らかの取り組みをしなければならないと
いう思いを強めていた。戦略に関わるプロジェクトを継続的に行いつ
つ、戦略の実行が新たな軸となった。ゼーコンとマネジメント・コミッ
ティは、将来を見据え、BCGは自社の提言をフォローし、持続的な成長
を実現することに注力しなければならないと考えた。

ゼーコンは、｢Make it Happen｣と呼ばれるイニシアティブを始動し
た。今や、素晴らしいアイデアや分析だけでは十分ではない。クライ
アント企業に実質的なインパクトをもたらすために、コンサルタント
はクライアントとともに戦略の実行を推し進める必要がある。クライ
アントサービスのモデルは進化させなければならない。

1985年にアラン・ゼーコンの後を継いでCEOに就任したジョン・ク
ラークソンは、組織をつくり上げるために何が必要か、よく理解してい
た。彼の人懐っこい人柄は、4期12年の長きにわたり、成熟しつつあっ
たBCGをCEOとして率いていくのに適していた。彼はまた、Make it 
Happenのイニシアティブは効果が出るまでに長い時間がかかる、腰を
据えて継続しなければならない類の取り組みだと認識していた。

BCGがプロジェクトの実行に深く関わるようになるにつれ、特定の
産業に関する専門知識もまた必要になってきた。さらに、企業が中核
事業に集中するようになるにつれ、戦略のプロジェクトでも産業に特
有の事情を考慮する必要が出てきていた。1987年、BCGは金融、消費
財・小売、ヘルスケア、そしてハイテクという4つの産業別プラクティ
ス・エリアと、組織、M&A（後のコーポレート・ディベロップメント）の2
つの機能別プラクティス・エリアを立ち上げた。

ジョージ・ストークは、日本の製造業企業が混乱やコスト増を生じさ
せることなく、幅広く多様な製品を提供できるのはなぜかを研究して
いた。その過程で生まれた新しいコンセプトが｢タイムベース競争｣だ。

1973年～1979年
戦略コンサルティングファームのパイオニア──成長を軌道に乗せる

成長を適切な軌道に乗せることは難しい。所属するコンサルタント
に高いレベルの自由裁量を与えることをめざす一方で、効果的に働く
ためには緊密な協働や団結が求められるプロフェッショナル・サービ
ス・ファームではなおさらだ。1970年代のBCGは、業容拡大の波に乗
るなかにあっても、団結を尊ぶ社風と、持続可能なガバナンスの仕組み
を維持しようと懸命になっていた。

BCGは予想以上の好業績を上げていた。これはとりわけ、プロダク
ト・ポートフォリオ・マトリクスの力によるところが大きい。BCGへの
評価はさらに高まり、1974年にはカリフォルニア州メンローパークに、
1975年にミュンヘンに新しいオフィスを開設した。収益性も高く、従
業員信託は計画より5年前倒しで親会社から自社の株式を買い入れる
ことができた。資本の面でも独立したBCGは、世界に250名のコンサル
タントを擁し、年間3,000万ドルあまりを稼ぎ出す企業に成長していた。

その時、ブルース・ヘンダーソンは真に類まれな決断をした。彼は
BCGの創設者として、また長年BCGを率いてきたリーダーとして、議
決権や持ち株の過半数を自身が握る体制をつくることもできたはず
だ。だが、彼が自らに割り当てた株式はたった5％。残りのシェアは当
時の米国で働いていた常勤従業員全員に割り当てられた。

ヘンダーソンはまた、彼自身と他のオフィサー（現パートナー）陣全
員に、1票ずつの議決権を与えた。これはまさにヘンダーソンがこの組
織の｢平等｣を、守ろうとする姿勢を明確に表わすものだった。この、特
定の個人より組織全体を重んじる考え方は、1980年にヘンダーソンが
退職した後も長期間にわたり、BCGの持続的な成長に大いに寄与した。

同年、アラン・ゼーコンが新しいCEOとして選出され、新生BCGの運
営を支えるマネジメント・コミッティが設立された。これは、ヘンダー
ソンの平等を重んじる哲学と整合的な施策でもあり、独裁的なリー
ダーがBCGを支配する可能性を避ける意味もあった。
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同時にBCGは戦略中心のプロジェクトの粋を超えた、さらに幅広い
テーマのプロジェクトを手がけるようになってきた。強いプラクティ
ス・エリアが出現し、パートナーはさまざまな新しい領域に取り組むよ
うになった。この流れが最も顕著だった分野が、PMI（合併後の統合、
Post Merger Integration）、組織再編、プロセス最適化、ITシステムの再
構築である。1998年にジョン・クラークソンからバトンを渡された新
しいCEO、カール・スターンは｢Go North｣、つまり既存のクライアント
の幅広いニーズに応えよう、というイニシアティブを掲げ、こうした試
みは、さらに盛り上がりを見せた。

スターンがCEOになって間もない頃、BCGはeコマース・ブームを
経験した。eコマースは全く新しい市場を切り拓き、既存の小売企業
にとっては脅威となった。既存のクライアントはこの新しい状況に立
ち向かうための助けを必要とし、一方、ポテンシャルの高いドットコム
企業は伝統的な戦略的アドバイスを求めた。BCGのフィリップ・エバ
ンスとトーマス・ウースターは、ハーバード・ビジネス・レビュー誌の論
文、“Strategy and New Economics of Information”1や書籍｢Blown to 
Bits｣ 2などで、確立されたビジネスモデルがいかに劇的に変化するかを
大胆に分析した。BCGはこの領域でも先進的な位置につけた。

2002年～現在
専門知識をテコにグローバルに展開する

2000年までに、BCGはクライアントのニーズに応えるために必要な
要素をすべて組み合わせてサービスに活用していた。すなわち、戦略
的な考え方、協働をベースとした実行支援、産業・テーマに関する専門
知識や経験の豊富な人材を備えたプラクティス・エリアである。収入
は10億ドルを超え、2,000名超のコンサルタントを抱え、オフィス数は
50に上るようになっていた。パートナーチームは、ハンスポール・バー
クナーをCEOに選び、クライアント企業の価値創造を主たる目標とし
て舵を切った。

2010年までに、BCGのクライアントの多くは世界各地に事業基盤を
拡大し、コンサルティングファームも自分たちとともに拡大してほし
いと考えていた。BCGは新しいオフィスを次々と開設したが、より重

｢フレキシブルな工場｣をつくることで、不必要なプロセスの排除や製
品開発の一部の標準化が可能になり、企業は素早く、低コストで生産工
程を切り替えられるようになる。

根底には競争優位性の追求という共通点はあるが、タイムベース競
争のコンセプトはBCGの初期のブレークスルーとなったアイデア、
ポートフォリオ・マネジメントと比べ、はるかに組織やオペレーション
の側面に焦点を合わせたコンセプトである。このコンセプトはインプ
リメンテーション・プロジェクトの新しい波のなかで、BCGの強みとな
り、BCGを戦略ブティックと見なしていた潜在顧客から寄せられる信
頼はさらに厚くなった。

アメリカ、ヨーロッパ、アジア・パシフィックに17のオフィスを構え
たBCGは、大きく飛躍した。

1991年～2001年
プラクティス・エリアの進化　

1980年代がインプリメンテーション、実行の時代だったとすると、90
年代は専門知識の時代と言える。

BCGは当時進行中だった幅広いテーマのプロジェクトで、特別なス
キルを必要としていた。設立当初からBCGは、そのパートナーシップ
を礎とし、お互いに協力し合う企業風土から、自然とクライアントとも
緊密に協働していたが、そのなかで業界およびテーマにおける専門的
知識・経験という差別化要因に気づいたのである。

BCGのパートナーはみな、クライアントとともに解決策を練り上げ
たプロジェクトでは、そうでないときに比べ、成功する確率が高いこと
に気づくようになっていた。この新しいアプローチでは、クライアン
トの担当者をプロジェクトチームのメンバーとして迎えるだけでな
く、コンサルタント自身も、クライアントの計画を策定している際に
は、一歩引いて考えることが求められる。目標は、クライアントのメン
バーとコンサルタントがお互い尊敬しあう関係でともに働き、前へ進
むための最も良い方法を導き出すことであった。
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ものだ。イネーブルメントとはひとことで言えばクライアント自身が
さまざまな組織能力を獲得するお手伝いをするものだ。この取り組み
と緊密な協業、戦略的視野という長期にわたり培われてきた優位性を
結び付けることにより、そして世界中で新しい試みを行うことで、BCG
はクライアントの競争優位構築を助ける能力を高めている。

設立50周年の節目の年、2013年にCEOに就任したリッチ・レッサー
は全世界のスタッフに、BCGの未来を切り拓く4つのカギについて語っ
ている。才能ある人材を引きつけ、育成し、保持すること。クライアン
トに対し自らの組織能力をさらにきちんと示すこと。よりグローバル
に、複雑になりつつあるクライアント企業の要請に応え、地域面、プラ
クティス・エリア面での融合・連携をさらに進めること。新しいクライ
アントのニーズに応えるため、プラクティス・エリアやイネーブルメン
トなどの新たな組織能力に戦略的に投資すること──。こうした優先
課題は未来への道すじを描くとともに、BCGがかつて辿ってきた道を
想い起こさせる。伝統的なビジネスの考え方に挑み、経験のない風変
わりな人材をコンサルタントとして採用する。戦略の実行に関わるコ
ンサルティングニーズに気づいてMake it Happenの取り組みを始め
る。組織と真の意味でのパートナーシップをつくりあげ、「インサイト -
インパクト -トラスト」の循環を通じてクライアントとの信頼関係を深
める。そして大胆に世界に展開していく。

レッサーに、25年前、なぜBCGに入社しようと思ったのかと尋ねる
と、昔から多くのコンサルタントから何度も聞いてきたのと同じ答え
が返ってきた。｢第1に、BCGはクライアントに対してより根本的な変
化を起こせると考えたためです。第2に、他のファームと比べるとヒエ
ラルキーが厳しくなく、ステータスではなく、貢献によって評価される
という点もBCGに魅かれた理由です。第3に、私は素晴らしいファー
ムを築きたかった。今ある組織を維持するのではなく。BCGは本当に
変化を起こすことができる組織だと考えたのです｣

1  ｢ネットワーク経済が迫るバリューチェーン再構築｣ DIAMONDハーバード・ビジネス・レ
ビュー誌 1998年1月号

2  邦訳｢ネット資本主義の企業戦略｣（ダイヤモンド社）
3  “Competing on Capabilities”（｢ケイパビリティ競争論｣DIAMOND ハーバード・ビジネス・
レビュー誌 2008年4月号）

要であったのは、｢グローバル｣という意識の高まりであった。BCGは
それぞれ独自の内部プロセスや ITシステム、ブランディングの方針や
ウェブサイトを持つローカルオフィスの集合体ではない、真のグロー
バルファームになるため、多くの領域で標準化を進めた。

BCGはナレッジの開発に大きな投資を行い、プラクティス・エリアは
強化された。バークナーは、主要なクライアントはコンサルタントに
対し、組織のますます幅広い領域で働くことを求めるようになってき
ているため、多様な産業・テーマに関する専門知識を欠くコンサルティ
ング会社は、クライアントの需要に応えることができないと見ていた。

こうした取り組みは、2000年代前半の減速を取り戻して余りある成
長につながった。BCGは十分な専門知識を身につけ、あらゆる側面で
戦える体制を構築した。また、BCGは、戦略的な考え方や協働といった、
差別化要因となる強みも失っていなかった。これらの組織能力が組み
合わさることで、時間が経っても効果が薄れにくい、カスタムメイドの
解決策を可能にしている。2008年から2009年の金融危機の期間にも
BCGが堅調な成長ペースを維持できた要因のひとつがここにある。

2001年から 2010年までの間でBCGの規模はほぼ 2倍になった。 
コンサルタント数は5,000名を数え、オフィスは75都市に広がった。この
10年を通じ、マネジメントチームはアジアを世界の他の地域と融合する
ことにつとめ、成果を上げた。グローバル化を進めたBCGは世界のどこ
にあっても幅広いテーマのプロジェクトを遂行する体制を整えた。

BCGは今、第3の進化の波のさなかにいる。第1の波は競争上の優位
性に対する洞察から、第2の波は戦略を実行する能力により生まれた。
今、BCGはクライアント企業がプロジェクトを通じて起きた変化を自
社内で持続できるようにしなければならないと考えている。

BCGは長くクライアント企業が自らの基盤をなす組織能力を築くこ
とが重要だと訴え続けてきた。協業を重視する姿勢はもちろん、1990
年代初めには｢ケイパビリティ（組織能力）ベースの競争｣という考え方
も提唱していた 3。2011年に始まったBCGのイネーブルメント・イニ
シアティブは、こうした考え方をさらに大きく実践的な方向に進める
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弊グループでは、企業経営に関するさまざまなテーマについてコンサルティング 
サービスを提供しております。
ご関心をお持ちの方は、bcgtokyo@bcg.co.jp までお問合せください。

2014年5月発行
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BCGは、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、政府・民間企業・非営利団体など、さまざまな業種・
マーケットにおいて、カスタムメードのアプローチ、企業・市場に 
対する深い洞察、クライアントとの緊密な協働により、クライ 
アントが持続的競争優位を築き、組織能力（ケイパビリティ）
を高め、継続的に優れた業績をあげられるよう支援を行って 
います。
1963年米国ボストンに創設、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・関西オフィスを設立。現在 
世界45カ国に81拠点を展開しています。
http://www.bcg.co.jp/
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東京オフィス
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