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私たちは変化が加速する時代に生きている。いたる
ところで非常に急激な変化が起き、さまざまなものが移
り変わり、不確実性が増大する。しかし、不確実性には
チャンスもともなう。

多くの国や企業が世界的景気後退の余波から抜け出
そうと苦労しているなかで、これからの十年に対して暗
い展望を描くのはいとも簡単だ。しかし、私たちの見方
では、今、人類史上かつてないほど強い、成長の原動力が
みなぎっている。その原動力を活用して、リーダーは自
らの国や企業の持続的な成長、価値、機会を生み出すた
めに、「戦略的楽観主義」をもって前に進むべきだと、私
たちは信じている。

ボストン	コンサルティング	グループ（BCG）では、
1963年の創設以来、クライアント企業・団体のリーダー
と彼らが率いる組織に、建設的な姿勢で、断固とした打
ち手をとり、今生まれつつあるチャンスをとらえて戦略
的に動くよう助言し、その実行を支援してきた。これ
こそが、私たちがミッションとして掲げる“Shaping	the	
Future”の意味するところである。すなわち、将来は単な
る偶然の産物ではなく、私たち自身が形作るものなのだ。

BCGの創設者であるブルース・ヘンダーソンは、1968
年に書いた独創性に富む論考のなかで次のように述べ
ている。「なぜ変化することは非常に難しいのだろうか。

はじめに
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あらゆる組織は、あらゆる生命体と同様、自らを取り巻
く環境の変化に適応していかなければならない。さも
なくば、死ぬ……（しかし、）革命によってではなく進化
により変化を遂げるためには、リーダーシップ・チーム
が、変化を受け入れるだけでなく、明確な言葉で積極的
に変化を指揮していかなければならない」

この言葉は今日の状況にもあてはまる。しかし、重大
な変化を実現するうえでのリーダーへのプレッシャー
は従来にもまして大きくなっている。

世界的景気後退より前の時代は、世界経済の上昇気流
が企業の成功をめざす取り組みを後押ししてくれると
わかっていたので、あれこれ改革に手を出すことができ
た。しかし現在では、もはや単にビジネスモデルを微調
整したり、コストベースを少し変えたりするだけでは対
応できない。

将来の成長は、ものごとのやりかたを変えようという
私たちの意欲にかかっている。これはたやすいことで
はない。ビジョン、勇気、決断力と、私たち一人ひとりが
自らの運命を形作ることができるのだという強い信念
が求められる。

要するに、“Change	the	Game”（ゲームを変えよう）と
いう覚悟と決意が求められるということだ。

2013年は、BCG創設50周年にあたる。この記念すべき
年に、私たちは“Game	Changing”というテーマにあらた
めて注目していこうと考えている。“Game	Changing”
は、戦略的楽観主義をもって未来を形作るためのあらゆ
る取り組みの中核にあるテーマである。

リーダーはどうしたら企業・組織を変え、競合企業の一
歩先を進み、ゲームを変えていけるのか。BCGではこの
テーマをさまざまな側面から考えてきた。BCG50周年
記念活動の一環として、そうしたテーマに関わる多くの
出版物のなかから最近の主な論考をとりまとめたのがこ
の冊子である。

荒波のなかで舵取りをするリーダーの方々にとって、
なんらかのご参考になれば幸いです。

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
会長　　　　ハンス・ポール・バークナー

本冊子に収録した論考の原典は、bcgperspectives.com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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《日本の読者のみなさまへ》

成長速度の異なる市場群の間でいかにバランスのとれた
経営をするか。これは、日本企業にとって過去20年間、
身近な問題でした。残念ながら、その経験は先行者優位には
つながっていないようです。これからの10年のために
日本企業は先行者から徹底的に学ぶ必要があります。
筆者らは、二速経済下での経験が豊富なグローバル
リーダーにその取り組みを聞いています。両極端の反応
がありうるでしょう。現場、価値観、人材の重視といった
ごく当たり前の原則を語っているに過ぎないという反応。
あるいは、我が社ではとてもこんなことはできないという
反応。
どちらももっともなものですが、そこで止まってしまわ

ないでください。行動を伴わない原則には意味があり
ません。放っておいてもリーダーとしての新しい行動
は実現できません。新しい仕掛けや仕組みが必要です。
本稿が、先行企業での苦労と経験から自社に適用可能な	
取り組みのヒントを見つけるきっかけになれば幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
西谷　洋介

現在、ほとんどのグローバル企業は、新興国の高成長
と先進国の低成長が混在する二速経済の下で事業を営
んでいる。しかも、このようなシナリオは、今日のビジ
ネスリーダーたちが経営を学んできた過程では予想さ
れていなかったことだ。

成熟市場の景気停滞が長びく一方で、新興国市場は成
長を続けており、グローバル企業を取り巻く環境は複雑
性が増大している。新興国市場はもはや本部から遠く
離れた衛星ではない。ビジネスリーダーは、どうやって
新興国市場でのビジネスを自社の中核に組み込み、同時
に、いまだに規模の大きい成熟市場でのビジネスから予
測どおりのリターンをあげるか、を考え出さなければな
らない。

結局のところ今日のCEOは、この二速経済下でいかに
うまくバランスをとって経営していくかという観点で
評価されることになるだろう。2010年代の世界のGDP
成長の半分はアジアから生み出されると予想される。
ブラジルのGDP増はドイツ、フランス、英国を上回るだ
ろう。

そして、新興国の先進国との違いは経済成長のスピー
ドだけではない。文化や人材、ビジネスモデル、国家の
役割が、先進国とはことごとく異なる。また、新興国か
らは、伝統的多国籍企業と業界リーダーの座を争う急成
長企業も育っている。

二速経済下の
リーダーシップ

─グローバル企業のCEOとの対談から
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グローバルの現場に通じる

セメックス（メキシコを本拠とする世界的セメント
企業）、ダイムラー（乗用車および商用車の世界的メー
カー）、マースク（デンマークに本拠を置く海運コングロ
マリット）、シュナイダー・エレクトリック（フランスを
本拠とするエネルギー・マネジメント企業）、シーメンス
（ドイツに本拠を置くエネルギー関連、医療機器、生産設
備・機器、インフラ・交通等のコングロマリット）は、100
カ国を超える地域で事業を営んでいる。スターバック
スは60カ国以上に店舗を持つ。サムスンエンジニアリ
ング（韓国サムスングループに属するプラントエンジニ
アリング企業）は20カ国以上でプロジェクトに携わって
いる。こうした企業のCEOはたとえ事業の経営は母国
の本社から行えたとしても、遠く離れた地域で働く人々
を直接指揮することはできない。

リーダーシップは人との接触が必要な務めである。
従業員たちはリーダーのことを知りたいと思うものだ。
「私たちの会社は、直接顔を合わせてのミーティングや
人と人との密接な接触を通じて多くの成果を生み出し
ている組織です」とシュルツ氏は語っている。

リーダーの側から見てももちろん、自社の役員・従業
員や事業についてよく理解している必要がある。「現場
の人たちと会うと、真実がわかります。本社の自分の
席にいるだけでは、現場感を失ってしまいます」と、アン
ダーセン氏は話す。

大企業のリーダーはほとんどの時間を出張に費やし
ている。これは最近になって始まった話ではないが、今
日、その意味はますます大きくなっている。非常に多く
の主要海外市場に注意を向ける必要があるため、従業員

こうした2つの異なる世界と新たな競争のルールに、
世界の企業はどのように対応しているのだろうか。そ
れを探るために、私たちは以下の7人のCEOの方々にイ
ンタビューをさせて頂いた。

A.P.モラー･マースク・グループ
CEO　ニルス・S・アンダーセン氏
サムスンエンジニアリング
CEO　朴基錫（Ki-Seok	Park）氏
シーメンス　インダストリーセクター
CEO　ジークフリート・ルスヴルム氏
スターバックス
CEO　ハワード・シュルツ氏
シュナイダー・エレクトリック
CEO　ジャン -パスカル・トリコワ氏
セメックス
CEO　ロレンツォ・ザンブラーノ氏
ダイムラー
CEO　ディーター・ツェッチェ氏

今回インタビューにご協力いただいたCEOの方々の
注目は、ますます海外、特に新興国市場へと向かってい
る。インタビュー全体を通して、このCEOの方々が共通
して強調されていたのが、次の4つの重要な組織能力で
ある。

•	グローバルの現場に通じる

•	 2つの世界でリソースを振り分ける

•	文化と価値観の舵取りをする

•	グローバル人材を育成する
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層によるプレゼンテーションの後、10人の取締役は四方
八方の現場に散り、顧客や政府の役人を訪ねる。「2日後、
私たちは再び集まり、大体200程度の外部接点から得ら
れた情報を整理して、現地チームの説明とかみ合うか、
議論します。そして、この地域でシーメンスが行うべき
投資は何か、について結論を出します」とルスヴルム氏
は語っている。

複数市場に展開している複雑な大企業を経営するに
は権限移譲が必要だと経営幹部は教えられているが、
トップが自ら現場に出るアプローチは権限移譲を否定
するものではない。経営には権限移譲が必要な一方、
リーダーシップには現場に通じることが求められると
いうことを、あらためて考えさせられる。

2つの世界でリソースを振り分ける

新興国市場は非常に有望で大きな可能性があるが、先
進国企業の重心は今なお成熟市場にある。売上のほと
んどは先進国市場で生み出され、従業員のほとんどは先
進国に勤務し、資産のほとんどは先進国に存在する。ま
た、一般に企業文化は母国で形成される。このような現
実があるなかで、規模は小さいが急成長する市場を育む
のは注意を要する。成熟市場で事業を営んできた歴史
や組織の慣性により抑えつけられてしまう危険性があ
るからだ。

あるいは、経営幹部が新興国市場に夢中になりすぎ
て、成熟市場の事業の課題を見失ってしまう危険性もあ
る。「低成長市場では、激烈な競争のなかで生き残るた
めに多くの打ち手を体系的に実施することが求められ
ます。したがって、低成長市場には多大な注意をはらう
必要があることを十分認識していなければなりません」

の意識や活力をチェックしたり、現地リーダーがうまく
機能しているかを評価したり、介入すべきところを見出
したりすることがさらに難しくなっている。

香港をベースとしているトリコワ氏は、80％程度の時
間を出張にあてている。彼は、「現実の出来事は本社で
起きているわけではありません。顧客や従業員がいる
現場で起きているのです」と語っている。ツェッチェ氏
も頻繁に世界各地を飛び回っている。同氏は、「5年前に
は、私のパスポートの入国許可スタンプのほとんどは欧
米諸国でしたが、現在は、そのほとんどがアジアの国々
です」と話す。

一人で出張することが多いトリコワ氏は、次のように
話している。「私は海外のシュナイダーに行くときは、そ
の国の役員・従業員といっしょに行動します。現地チー
ムと私の間を隔てるものは何もなく、通訳もつきません。
数日間、行動を共にするうちに、現地の人たちが、良いこ
とも、悪いことも、みっともないことも、率直に私に話し
てくれるようになればいいなと思っています。私の仕事
は、悪いことやみっともないことに対処し、現地の人たち
が良いことができるよう助けることです」

ルスヴルム氏は、顧客訪問を現地スタッフのことをよ
く理解するための機会として活用している。「私は、彼
らがどのように顧客とやりとりするか、顧客のニーズ
をいかによく理解しているか、個々の顧客に我社のバ
リュープロポジション（価値提案）をいかにうまく説明
しているか、を見ます。これは、またとない洞察を得る
機会です」と彼は語る。

シーメンスの経営陣はよく新興国で会議を行うが、彼
らは会議室の中で議論するだけではない。現地の経営
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のうち破滅的な状況に陥るでしょう。私たちが理解し、
乗り越えなければいけない課題は、世界中の顧客が期待
し望んでいるスターバックスのブランド体験と、現地に
即したカスタマイズのバランスをどうとるかというこ
とです」

シーメンスとマースクの組織は、地域別ではなく事業
部門別に編成されている。シーメンスは、新興市場に
しっかり意識が向けられるように事業部門を育成する
仕組みや体制を導入している。マースクは、優先順位の
高い15の急成長市場の統括責任を、経営陣6人の間で分
担する体制にした。「私たち経営陣には、これらの国々
で、組み合わせて販売するとよい新しいサービスやシナ
ジーがないかを判断する責任があります」とアンダーセ
ン氏は語る。

シュナイダー・エレクトリックの収入の40％は、トリ
コワ氏が「ニュー・エコノミー」と呼ぶ市場から生み出さ
れており、同社はこれらの市場の固有のニーズに対応す
ることに慣れている。「現地への権限移譲と分権化が私
たちのカルチャーです。現地の従業員・チームを信頼し
て、彼らが我社のアプローチやビジネスモデルを現地に
合わせて適応させる能力をつけられるようにする。こ
ういう組織能力がニュー・エコノミーでたいへん役に
立っています」とトリコワ氏は話している。

文化と価値観の舵取りをする

企業文化は、全く異質な事業を、各パーツの合計より
も大きな組織へと統合する「糊」のようなものだ。しか
し、その糊に現地にあわせてカスタマイズできる余地が
なければ、グローバル組織が新興国市場で真の価値を実
現することはできない。

とザンブラーノ氏は語っている。

もっとも難しいことのひとつは、経営資源を、それを
もっとも必要としている市場─恐らく成熟市場から遠
く離れた地域─に配分することである。「低成長・ゼロ
成長の地域ではたいへん堅実にならなければなりませ
ん。そうした市場では、そこで生み出した資金を保持し
たいと思うでしょうが、低成長・ゼロ成長市場ではキャッ
シュは必要ありません。もっと高いリターンを得られる
地域に投資すべきです」とザンブラーノ氏は語る。

新興国市場では、その市場の所得水準、インフラ、伝
統、慣習に適応した商品・サービスが必要になることが
多い。たとえばマースクでは、多くの新興国市場で、特
殊な船舶を用意しなければ浅い港に入ることができな
かった。しかし、どの市場でも自由にその市場のやり方
でやってしまえば、企業・グループ全体としての規模や
ブランド、一貫性による優位性はなくなる。

スターバックスがこのトレードオフをマネジメント
するためにとった方法は、組織を、機能別ではなく、アメ
リカ、アジアパシフィック、欧州・中東・アフリカという3
つの地域別に再編成することだ。アメリカ地域は他の2
つの地域よりはるかに大きく、バランスは悪いが、意思
決定を顧客に近いところで行えるようになるため敏捷
性が高まる。シュルツ氏によれば、各地域プレジデント
は「担当地域の事業のCEO」として効果的に機能してい
るという。

シュルツ氏は次のように話している。「消費者向けブ
ランドを統括する人が、米国のどこかの白い塔の中にい
ながら、現地に即してカスタマイズしたり、世界中の消
費者の反応に影響を与えたりできると思っていたら、そ
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スターバックスは、中国で最近、従業員の親たちを対
象としたイベントを2回、1回は北京で1回は上海で行っ
た。このイベントは、中国における家族のたいせつさを
同社が理解していることを表す手段として役立った。
シュルツ氏は「これは、かつて例のない現地に即した施
策です。これも、私たちの40年の歴史を織りなす企業文
化の一部なのです」と話す。彼は、この毎年開く「従業員
のご両親の会」は他の国々でもうまくいくとは思ってい
ないが、今日のリーダーや経営陣と従業員との新しい関
わり方のひとつだと語っている。

ソーシャルメディアもまた、企業と市場や従業員との
関係性を変えつつある。さまざまな話や情報が瞬時に
やりとりされ、社会に即座につながる。リーダーにとっ
てリスクが高まると同時にチャンスも広がる。ツェッ
チェ氏は次のように話している。「信頼できる存在にな
らなければなりません。それを受け入れれば、ソーシャ
ルメディアはとてつもなく大きなチャンスをもたらし
てくれます」

グローバル人材を育成する

今回インタビューさせていただいた7人のリーダーの
方々はみな、就職先として強力なブランドを誇る企業を
経営している。しかし、母国でも海外でも人気の高い企
業であっても、グローバル人材の育成をめぐっては厳し
い競争と課題に直面している。グローバル人材とは、新
興国市場でも先進国市場でもどこでも働け、活躍できる
人材である。

「ドイツ企業の経営陣はたいてい60歳くらいの白人の
ドイツ人男性です。“世界制覇”したいと思うなら、この
ままの構成では将来の成功は望めません」とツェッチェ

エネルギーと活力は新興国のきわだった特徴のひと
つだ。「新興市場から学ぶべき重要なことは熱意です。
成長を追い求め、チャンスをものにしようという意欲に
ワクワクさせられます」とアンダーセン氏は話す。

しかし同時に、千種類の花を咲かせることは混乱につ
ながりかねない。各国の微妙な違いも包み込むような
広範な原則や価値観に則った、共通の企業文化が必要
である。ルスヴルム氏は次のように話している。「“We	
are	responsible,	excellent,	and	innovative.”	シーメン
スがビジネスを営んでいる所であればどこでも、この価
値観がベースになっています」

サムスンエンジニアリングはグローバルで共通の価
値観を追求しているが、現地の慣習への配慮も怠らな
い。朴氏は次のように説明している。「私たちはそれぞ
れの市場における現地企業になることもめざしており、
文化・宗教上の違いや多様性を尊重しています。たとえ
ば、毎日のお祈りに対応できるよう勤務スタイルを変え
ています。私たちは、このような統合と現地化のバラン
スを『グローカリゼーション』と呼んでいます」

シュナイダー・エレクトリックで新しく入社した従業
員たちがよくトリコワ氏に語るのは、この会社には強い
企業文化があるということだ。「しかし、それは中国の
シュナイダーの従業員が米国のシュナイダーの従業員と
同じようなやり方で業務にあたっているという意味では
ありません。それぞれ異なるソフトスキルを使って仕事
をしているものの、同じ価値観を共有しているというこ
とです。シュナイダーの価値観が世界中のスタッフを結
びつけているのです。そうしたたいせつな価値観のひと
つが、率直な話し合いです」とトリコワ氏は語る。
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るプログラムである。トリコワ氏は次のように話して
いる。「私のような、移動民族のようにすすんで次々と
いろいろな国で働き、自分のノウハウを持ち込み、他の
コミュニティの人々と交流するのをいとわない人なら、
これはすごくワクワクするチャンスになると思います。
私たちは地域間異動と多様性がイノベーションや創造
性の源泉になると考えています」

一企業内で国境を越えた異動ができるならば望ましい
ことだ。ザンブラーノ氏が「失業率の高い地域でも、たい
へん優秀な人材には失業など存在しない」と言うように、
トップレベルの人材は地域を問わず不足している。

サムスンエンジニアリングは、成熟市場と新興市場の
間の人材ギャップを埋め、文化的な違いを乗り越えるた
めの手段のひとつとして、市場間の人材交流に取り組ん
でいる。「韓国のエンジニアが米国やインドのエンジニ
アといっしょにプロジェクトに取り組みます。これら3
つのエンジニアリング拠点の間の人材交流を継続的に
拡大していく計画です」と朴氏は話している。

今回ご登場頂いたリーダーの方々の会社は魅力的な
就職先であり、研修プログラムも充実しているという評
判が高いため、特に新興国で、積極的かつ頻繁に人材を
採用している。「世界中で、トップクラス人材の確保と
いう課題の重要性がますます高まっています。こうし
た人たちを自分の会社にしっかりとどめられるよう一
生懸命努力しています」とルスヴルム氏は語っている。

	 Andrew	Dyer
	 Grant	Freeland
	 David	C.	Michael

氏は話す。同氏によれば、ダイムラーでは、経営陣の構
成が「最終的にダイムラーが事業を行っている各市場の
規模に相当する」バランスになるよう、ドイツ人以外の
幹部を登用していくということだ。

スターバックスでは、新興国市場での事業は、スター
バックスの企業文化がその地域でも適切に育まれるよ
う、海外から派遣された幹部が経営を担う傾向がある。
シュルツ氏の言葉によれば、同社は常に「収益性と博愛
心のバランスがとれた新しいタイプの企業」になること
をめざしてきた。彼は、だからこそ、スターバックスの
歴史が心に刻み込まれていない人たちで組織を立ち上
げることは難しいと説明した。しかし、海外から派遣さ
れた幹部に依存するのはコストがかさむため、同社は社
内でキャリアアップしていける現地リーダーの育成に
取り組みつつある。

マースクは長年にわたり国際的な異動を多く行って
きた。同社の本部で働くスタッフの国籍は70を超える。
中級幹部は成熟市場と新興市場の間を頻繁に異動する
が、さらに上層に昇進すると異動の頻度は低くなる。新
興市場から成熟市場へ異動する際は、カントリーマネ
ジャー（各国法人の社長）よりも営業マネジャーとして
赴任するほうが、はるかにうまくいきやすい。「私たち
は新興国でトップクラスの人材の採用活動を増やして
おり、グループ内のスキルと文化的バックグラウンドを
多様化しようとしています。といっても、まだ進行中で
すが」とアンダーセン氏は話す。

シュナイダー・エレクトリックは、「マルコポーロ」と
呼ばれるプログラムなどを通じて、この種の活動を積極
的に推進しようとしている。マルコポーロとは、採用さ
れた若手社員を、入社後2年間、母国以外の地域に派遣す
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原題：Leadership in a Two-Speed Economy: Conversations with CEOs
on Straddling Different Worlds（初出：2012年11月）

本稿は、前述の7人のCEOの方々とのインタビューを基に構成
したものです。
インタビューにご協力いただいたCEOの方々に心より御礼申
し上げます。
インタビューの全文とビデオは、弊社bcgperspectives.com	
サイトでご覧いただけます。
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/management_
two_speed_economy_globalization_leadership_in_a_two_speed_
economy/

Andrew	Dyer
BCGシドニー事務所	シニアパートナー&マネージング・ディレクター、ピー
プル&オーガニゼーション・プラクティスのグローバル・リーダー

Grant	Freeland
BCGボストン事務所	シニアパートナー&マネージング・ディレクター

David	C.	Michael
BCG北京事務所	シニアパートナー&マネージング・ディレクター、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
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《日本の読者のみなさまへ》

本稿は、BCGがG-20構成国を対象に、インターネットが
もたらす経済的影響をまとめたものです。インターネット・
エコノミーがグローバルレベルで進化する中、各国の状況
を俯瞰することは、日本企業にとって3つの意味を持つ
と考えます。
第1は、インターネット・エコノミーの本質を見出せる	
ことです。たとえば本稿では、グローバル共通の観察	
事項として、中小企業にとっての成長チャンス拡大を	
挙げています。第2は、各国のインターネット・エコノミー
の進展度の差異をとらえることで、特に新興国で今後	
起こり得ることを予想できること。第3は、たとえば	
eコマースでの購入商材など、各国のインターネットの
利用差異を知ることで、その真因（たとえば決済やデリ
バリーのインフラ整備状況）にまで考えを深める機会が
得られることです。
こうした視点に基づき、日本企業がインターネット・
エコノミー進展を国内外のさらなる成長機会として捕捉
して頂ければ幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
東海林　一

1985年に世界で初めてドメインが登録されて以来、
インターネットはすさまじい勢いで成長してきた。既存
の産業構造に大きな変化をもたらし、時には一国の政権
を倒すまでの影響力を持つようになっている。インター
ネットは完全に日常の一部であり、もはやインターネッ
トなしの生活は考えられない。

全世界のインターネット利用者数は2016年までに世
界人口のほぼ半分の30億人に達し、G-20諸国における
インターネット・エコノミーの規模は4.2兆ドルに上る
と推計される。インターネット・エコノミーを一国の経
済と考えると、その規模は世界で5番目、米国や中国、
日本、インドに次ぐ地位を占める。G-20全体でインター
ネット・エコノミーは、2010年にはすでにGDPの4.1%、
2.3兆ドルに達し、一部の主要国ではGDPの8%を占め
るまでになっている。

誰が、どのように、何の目的で使っているのか。イン
ターネットの利用実態もまた急速に変化している。G-20
の新興国では、インターネット利用者数はすでにG-20
の先進国における利用者数の合計を超え、8億人にのぼ
る。新興国でも先進国と同様に、ソーシャル・ネット
ワーク利用者が全体の80%を占める。2016年までには、
ブロードバンド接続の5分の4をスマートフォンやタブ
レットなどのモバイル端末経由の通信が占めるように
なるだろう（図表1）。

─4.2兆ドルの成長機会

G-20諸国の
インターネット・エコノミー
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こうした変化のスピードは、見過ごされがちだ。特に
情報処理速度や帯域幅、データストレージなどの分野で
の幾何級数的な成長は、コンピュータ時代の幕開け以
来、技術進歩を後押ししてきた。

テクノロジーの世界では、物事が後半にかけて指数関
数的に増加する「チェス盤の法則」がよく知られている
が、インターネット・エコノミーは「チェス盤の後半」
に突入しており、その変化の規模やスピードは業界構造
や企業のビジネスのやり方に不可逆的な変化をもたら
している。チェス盤の法則は、次のような古来の寓話に
由来する。チェスを発明した男が、王からの褒美にチェ

2015

2005

先進国から新興国へ

Ｇ-20諸国の
インターネット利用者数

（百万人）

238

508

672

1,390

573

2,134

9662,7072,062

746 167 30

個人向け
ブロードバンド接続

（百万）

固定からモバイルへ 情報量の激増

有線通信先進国

新興国 携帯端末経由の
通信

世界全体の
インターネット・
トラフィック量

（エグサバイト/年)

注：	先進国はオーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、英国、アメリカ。	
新興国はアルゼンチン、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、サウジア
ラビア、南アフリカ、トルコ

出所：Economist	Intelligence	Unit、Cisco、Ovum、BCG分析

図表 1 | インターネットの進化
ス盤の最初のマス目に1粒、2つ目のマス目には前のマ
ス目の2倍の 2粒、3つ目のマス目にはさらに 2倍の 4
粒、という具合にコメ粒を置いていき、最後の64のマス
目まで埋めるだけのコメ粒を求めた。64番目のマス目
には、チェス盤の前半、すなわち32番目までに置かれた
コメ粒の20億倍以上ものコメ粒を置かなければならな
いことになる。

BCGでは、G-20構成国を対象に、インターネットが
もたらす広範囲にわたる価値を、経済成長や、消費者に
とっての価値、雇用といった観点で定量化し、その経
済的影響を評価したレポート	“The Internet Economy in 
the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity”をまと
めた。本稿ではその一部をご紹介する。産業革命以降、
インターネットほど多くの人々に、幅広く、大きな価値
と富をもたらす経済革命はなかった。個人も、企業、政
府などの組織もみな、インターネットの力を無視するわ
けにはいかない。

インターネットの経済的インパクト

インターネットはすでに経済に大きな影響を及ぼし
ている。たとえば、インターネットを一つの産業部門
として考えると、英国では建設業や教育部門がGDP	に
占める割合を上回り、米国では連邦政府部門がGDPに
占める割合を上回ると推計される（2010年のGDPベー
ス）。

低迷する経済状況の中、先進国の政策立案者は中国や
インドのGDP成長率に羨望のまなざしを向けるが、自国
内にも中国やインドと同様の成長率で伸びている分野
があることを見過ごしている。G-20の先進国における
インターネット・エコノミーは今後5年間、ほとんどの
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旧来型産業部門を大幅に上回る、年率8%のペースで成長
すると見込まれ、さらなる富と雇用を創出するだろう。

インターネット・エコノミーのGDPに対する比率は、
EUでは5.7%に、またG-20全体でも5.3%に上昇すると
推計される。新興国におけるインターネット・エコノ
ミーの年平均成長率は 18%と、先進国の2倍以上になる
だろう。G-20のインターネット・エコノミーは全体と
して、2010年から2016年にかけてほぼ倍増すると考え
られる。

各国のインターネット・エコノミーの進展度は、BCG
が開発したe-Intensity	Indexによって概ね把握できる。
この指標は、Enablement（インターネット・インフラ）、
Expenditure（オンラインショッピングやネット広告へ
の支出額）、Engagement（企業や政府、消費者へのイン
ターネット浸透度）という3つの要素を基に各国の水準
を指数化したものである。この指標で推定した各国の進
展度を縦軸に、1人当たりGDPを横軸にとったグラフ
で各国の状況を比較すると、「揺籃期」「初期ネイティブ」
「出遅れ」「プレーヤー」「ネイティブ」の5つのセグメン
トに分類できる（図表2）。

ほとんどの国でインターネットGDPの成長を牽引
する最大の要素は消費で、2010年には概ね増分全体の
50%以上を占めている。2016年にかけても、消費は最大
の推進力であり続けるだろう。「揺籃期」に分類される
国々は発展の初期段階にあるため、インフラへの投資が
より大きなウェイトを占める。

「ネイティブ」に分類される国のうち英国や韓国、日
本は、GDPに占めるインターネット・エコノミーの割
合が高い。G-20の「プレーヤー」の中では、米国は活力

のあるインターネット・エコノミーの恩恵を受けてい
るが、ドイツやフランスは動きが鈍い。

G-20のGDPのほぼ3分の1は小売業が占めるうえ、オ
ンラインショッピングのシェアが高く、さらに拡大して
いる国も多い。最も大きな影響がみられるのは英国であ
る。高いインターネット普及率や効率的なデリバリーイ
ンフラ、競争の激しい小売市場、高いクレジットカード
使用率などの要因に後押しされ、アダム・スミスの言葉
になぞらえて言えば、英国はデジタル商人の国になった。

200
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0

BCG e-Intensityスコア

韓国

イギリス
アイスランド
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● 揺籃期　●  初期ネイティブ　●  出遅れ　●  プレーヤー　●  ネイティブ 

2 4 6 8

注：	一部、不完全なデータを基にスコアを推計した国もある。
出所：Economist	Intelligence	Unit、国際通貨基金、国際電気通信連合、Speedtest.net、Gartner、Ovum、世界銀行、

Pyramid	Research、国連、世界経済フォーラム（WEF）、ComScore、Magnaglobal、Euromonitor、BCG分析

図表 2 | 各国のインターネット・エコノミー進展度
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欧州には、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英
国など、e-Intensity	Indexで高いパフォーマンスを示す
国がいくつかある。しかし、国境をまたぐeコマースに
関して言えば、世界最大の単一市場であるEU域内には
さまざまな障壁が存在する。欧州委員会は 2012年1月
に、巻き返しを図るためこうした障害を取り除いて「デ
ジタルな単一市場」を創出する計画を発表した。これに
より、2015年までに小売の総売上高におけるeコマー
スのシェアを倍増できると欧州委員会は考えている。

GDPではとらえられないインパクト：
ROPOなどの拡がり

GDPを使っての推計は、インターネットが経済に与える	
影響のほんの一部を表すに過ぎない。G-20諸国の消費者	
が ROPO（Researched	Online	and	 then	Purchased	
Offline：インターネットで情報を収集して実店舗で購
入する）で購入した商品は、2010年には1.3兆ドルを上
回った。これは消費者支出のおよそ7.8%に相当し、ネッ
トを利用する消費者1人あたり900ドル以上をROPO
で使った計算になる。

ROPOが先進国においてより重要な要因であること
は想像に難くないが、オンラインで幅広く情報を収集し
てから別の場所で商品を購入するという行動は世界の
どこででも見られる。中国では食料・雑貨をROPOで購
入することが多く、米国では車、インドではハイテク製
品、ブラジルではエレクトロニクス製品や家電、パック
旅行などがROPOの対象となる。eコマースやROPOに
は複数の要因が影響を及ぼす。たとえば規制障壁、オン
ラインショッピングや従来型小売のインフラ整備状況、
インターネット普及率、クレジットカードの使用、オン
ライン決済システムやデリバリー、フルフィルメント

（商品の受注管理から出荷、入金管理に至るまでのプロ
セス）に関する消費者の信頼感などが挙げられる。

ROPO消費は、私たちが調査したほぼすべての国で
オンラインショッピングを上回る。だが、両者の差は
国によってさまざまだ。日本ではオンラインショッピ
ングが活発であり、2010年にはオンラインショッピン
グを通じての売上高が890億ドルに上る。これに加え
て、日本の消費者は依然として店頭での購入を好むた
め、ROPOの規模も1,390億ドルに達している。トルコ
では、ROPOによってオンラインショッピングの成長が
妨げられる形になっており、ROPOの370億ドルに対し
てオンラインショッピングは20億ドルだった。その背
景には、デリバリーやフルフィルメントのシステムが十
分に整っていないことがある。G-20全体では、インター
ネットGDPにROPOを含めた場合、それをさらに2.7%
押し上げることになる。

スマートフォンを使って掘り出し物を見つけ、製品
や価格を比較し、あちこち店舗を回って購入を決める
「モバイルショッピング」が世界中で一般的になりつつ
あり、オンラインショッピングと実店舗での購入の線
引きはさらに曖昧になっている。RedLaserやGoogle	
Shopper、Amazon	Remembersなどのモバイル・アプ
リケーションを利用すれば、商品を実店舗で調べてオン
ラインで購入するという、ROPOとは逆のかたちでの買
い物が可能になる。

eコマースの急成長が売上や収益に大きな影響を及ぼ
す可能性が高まっていることから、小売業界はかつてメ
ディアの世界が経験したような大きな転換期を迎えて
いる。ほとんどの企業が、あらゆる場所で販売の機会を
とらえるマルチチャネルへの対応を求められるだろう。
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消費者にとっての価値

ネットを利用する消費者は、インターネットが使え
ることの価値を高く評価している。G-20諸国では、イン
ターネットがもたらす「消費者余剰」（消費者自身が｢イ
ンターネットが使えること｣により得られると考えてい
る価値と、消費者がデバイスやアプリケーション、サー
ビス、アクセスに対して実際に支払った金額との差額）
が 1人あたり1,430ドルになる。この消費者余剰は国に
よって大きく異なり、たとえばトルコでは1人あたり
323ドル、南アフリカは1,215ドル、ブラジルは1,287ド
ル、フランスは4,453ドルとなる。G-20の13カ国の消費
者余剰を合計すると1.9兆ドルになり、GDPに占める比
率はおよそ4.4%である。

消費者余剰は新興国では低価額であるように見える
が、それぞれの地域の所得金額と対比すれば相対的価値
は極めて高い。所得の低い人々は裕福な人々よりも、相
対的にインターネットから多くのメリットを得る。情報
格差（デジタル・ディバイド）の解消が、低所得層に大
きな影響を及ぼす可能性がある。

中小企業にとってのチャンス

長い間、多くの国々で経済成長の原動力となってきた
中小企業が、インターネットを活用してビジネスを構築
しようとしている。しかし、インターネットを限定的に
しか、あるいはまったく活用していない企業も驚くほど
多い。こうした企業は、膨大なチャンスを放置している
といえる。

2011年から2012年にかけて、BCGは従業員数250人
未満（米国は500人未満）の15,000社以上の企業を対象
に、従業員アンケート調査を行った。私たちはこれらの

企 業 をHigh-Web、Medium-Web、Low-Web、No-Web
の4グループに分類した（High-Web企業はさまざまな
インターネット・ツールを使用して自社製品のマーケ
ティングおよび販売を行い、顧客をサポートし、サプラ
イヤーとやり取りし、社員を支援している。Medium-
Web企業は商品やサービスをオンラインでマーケティ
ングまたは販売している。Low-Web企業は自社のWeb
サイトを運営するか、ソーシャル・ネットワーキング・
サイトを利用している。No-Web企業は自社Webサイ
トの運営やSNSの利用を行っていない）。

この調査から興味深い結果が明らかになった。G-20
のうち11カ国で、High-Webに分類された中小企業は、
過去3年間にLow-Web企業やNo-Web企業よりも高い
売上高成長率を達成しており、その差が22%にも上る国
もあった。英国では、High-Webに分類された企業の売
上高成長率はインターネットを利用していない企業の6
倍におよんだ。

米国では、多くの中小企業がインターネットを自社
ビジネスに組み込んでいる。こうした企業は、特にSEO
（検索エンジン最適化）やソーシャル・ネットワーキン
グ、購買などでLow-Web企業よりも積極的にオンライ
ンを活用している。事業資金の調達や社員の採用さえも
オンラインで行う企業もある。

High-WebやMedium-Webに分類される中小企業は
また、より多くの雇用を生み出している。ドイツでは過
去 3年間に、High-Web企業の 93%、Medium-Web企業
の 82%で採用増となったが、No-Web企業ではわずか
50%にすぎなかった。日本でも同様の結果だった。韓国
では、High-Web中小企業の 94%で採用増となり、No-
Web企業では60%だった。
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High-Web企業のおよそ3分の2が、ソーシャル・ネッ
トワーキングやソーシャル・メディアを活用している。
その影響は、特にブラジルや中国などの新興国市場に見
ることができる。未発達なインフラや低いコンピュー
タ普及率にもかかわらず、こうした国々の中小企業は
Webの利便性を活用して、顧客とより緊密な関係を築
き売上を伸ばそうとしつつある。

加速度的変化に備えよ

「チェス盤の後半」においては、急速に進化するイン
ターネットは、うまく使って価値を高めることもできれ
ば、圧倒されてしまう可能性もあるもろ刃の剣だ。特に
企業はきちんと選択をする必要がある。インターネット
によって形成される新たな市場に挑戦することもでき
る。挑戦しなければ、あまりに長きにわたり旧来のビジ
ネスモデルに固執した音楽業界や出版業界の轍を踏む
危険性がある。

大きな視野で物事をとらえ、変化を受け止め、素早く
行動し、新しい体制を構築することもいとわない前向き
な企業には、ヘルスケアから小売、消費財業界に至るま
で、インターネットによる創造的破壊の恩恵を得る数え
切れないほどのチャンスがある。まだオンライン戦略を
策定していない企業は、自社のデジタル資産を構築する
必要があり、一方でチャンスを阻む危険性のあるデジタ
ル負債（組織に関連して発生することが多い）を減らす
ことも重要だ。

各国政府もさまざまな課題やチャンスに直面してい
る。インターネットが世界中で利用されるようになった
今、求められているのは、相互に有益な国際標準や国際
協定の実現に向けて各国政府が歩調を合わせ、想定可能

で、極力無駄がなく、一貫性のあるシンプルな商取引の
法的環境を整える支援を行うことだ。

国家レベルでは、特に新興国においてインフラへの
投資を促進する政策が、また、あらゆる地域で教育やト
レーニング、スキル構築に重点を置いた政策が必要不可
欠だ。インターネット・エコノミーでは、十分な教育と
スキルを身につけた労働力が必要になる。国民をきちん
と教育できない国は、インターネットがけん引する経済
成長の恩恵を十分に享受できないだろう。

国によってアプローチは異なるだろうが、ビジネスを
支援するための最優先課題は共通である。それは、手頃
な価格で手軽にインターネットを利用できる環境を整
え、均等な機会やオープンな競争環境を確保し、すべて
の人々がインターネットの経済的なメリットを活用で
きるようにすることである。

	 David	Dean
	 Sebastian	DiGrande
	 Dominic	Field
	 Andreas	Lundmark
	 	James	O’Day
	 	John	Pineda
	 Paul	Zwillenberg
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《日本の読者のみなさまへ》

企業が既存の事業ドメインを超えて「新しい箱」に踏み	
出すのは容易ではありません。特に、過去の成功体験や、	
有形・無形のアセットが多い企業では、「新しい箱」を	
“考えられない”、“考えられても信じられない”、“信じられ
ても投資できない”、の三重苦に悩むケースが多く見られ	
ます。しかし、私たちは、諦めが先行し、最も大切な“考える”
ことから逃げていないでしょうか。「新しい箱」は、待って
いても生まれません。“考える”ことを起点に、自ら踏み
出してこそ、生むことが可能なのです。
筆者は、経営層向けに長年行ってきたビジネス・イノ
ベーションに関わるワークショップやセミナーの経験
から、創造性を誘発し「新たな箱を創り出す」議論の手法	
を提案しています。本稿が、“考える”ためのヒントに	
なれば幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
坂倉　亘

新しい箱で考える
─事業の概念を根本的に変える洞察を

どう生み出すか

変化が加速し課題が増大する世界で生き残る能力を
身につけるには、創造的な思考力をますます高める必要
がある。しかし、創造性を高めるためには、私たちの心
の働き方を理解する必要がある。心の働き方を理解す
れば、伝統的なビジネス・マニュアルにあるような、単に
「枠にはめずに考える」だけでは不十分なことに気づく。
「新たな箱で考える」ことが必要なのである。これを組
織的に実現できれば、ビジネスリーダーは自社の創造力
を結集し、真の競争優位を創り出すことができる。

モデルなしには考えられない

私たちは、身の回りの世界の意味を理解するために、
常にものごとを単純化して見ている。3つ簡単な例をあ
げよう。

•	虹には色がいくつあるか。みなさんは恐らく「7つ」と
答えるだろう。しかし、実際には何千もの色があるの
に、どうして7色なのか。事実はこうだ。何千という
のは理解の範囲を超えた数なので、単純化せざるをえ
なくなり、7つと教えられるようになったのだ。

•	パルテノン神殿には円柱が何本あるか。みなさんは
恐らく、少しためらってから、5から10の間の数を答
えるだろう。実際には、8本の円柱がある。しかし、心
の目でパルテノン神殿のイメージを描くには、細部は
大雑把に把握してさえいれば十分なのだ。



30	 The Boston Consulting Group 新しい箱で考える 31

•	砂の山を作るには何粒の砂が必要か。明らかに、かな
りの量が必要だ。しかし、定義により、「山」自体が大
まかな概念なのだから、砂粒の数に正確な答えはな
い。正確な数を知る必要などないのだ。

ビジネスの世界でも私たちは単純化を行う。さらに3
つ例をあげよう。市場セグメントは概念上の区分であ
り、実際の市場と全く同じではない。バランスシートは
通貨と会計に関するルールに基づくモデルであり、財務
的実態を表すものではない。マズローの欲求5段階説は、
顧客の正確な分析結果ではなく、人間の特質を抽象的に
描いたものである。

ここにあげた6つの例は、人間の心は現実を解釈する
途上で、その足掛かりとしてモデルやコンセプト、枠組
みを創り出す必要があるということを表している。そ
れらは現実を正確に表現したものではなく、作業仮説で
ある。これらを活用することで、思考や検討ができるよ
うになる。こうしたツールの助けにより、現実の一部が
静止画に撮られたようになり、起こっている事象が理解
しやすくなるのである。

新たな箱で考える技

モデル、コンセプト、枠組みは、別の言い方をすれば、
人間が現実の世界を理解するための心理的な箱である。
私たちは1960年代以来、「箱の外で考える」ことで創造
的になれると教えられてきた 1。

心理的にこの箱の外に出ると、一体、何が起こるか。
箱の外のスペースは無限といってよいほど広大で、問題
に対する解決策を見つけられるという保証は何もない。
そこで、新しい箱を見つける必要がある、というのがさ

きほどの問いに対する答えである。自分で意識的に新
しい箱をつくるか選ぶかしなければならないが、意識的
にやらなければ、無意識のプロセスが代わりにそれを
やってしまう。

人間がものを考える方法は、つまり、人はモデルや箱
を考案することなしに建設的に創造的発想をすること
はできないことを示している。理想的には、思考を組み
立てるために、いくつかの新しい箱─新しいモデル、
シナリオ、問題解決手法─をつくり上げる必要があ
る。どのようにこうした新しい箱をつくるのか。また、
その過程で、どのような枠組みを提供したら、うまく創
造性を誘発できるのか。これらを見出すことが、ここで
の課題（そして本当の創造力の技）である。

半世紀以上前に、フランスの文具・事務用品企業、ビッ
クは低コストのペンを生産しようというアイデアから、
独自のボールペンを発売した。そして、創造的なブレー
ンストーミングを通じて、さまざまなテーマが続々出て
きた─ 2色、3色、金の縁取り、宣伝用のロゴ入り商品、
修正用品などなど。しかし、誰がシェーバーやライター
を思いついたのだろう。同社がこういうアイデアを生
み出せたのは、考え方を根本的に変えたからに違いな
い。自社を単にペンの会社と考えるのではなく、消耗品
の会社、すなわち、「安価なプラスチック製の道具を大量
生産する会社」と考えるようにしたのだ。このような転
換を図るなかでビックは実質的に新しい箱をつくり出
したのである。

ビジネスの世界には他にも数々の事例がある。

•	アップルは元々、PCメーカーだったが、自社の専門能
力を活用してマルチメディア・ビジネスに事業を拡大
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した。当初は、ソニーとその製品のウォークマンに対
して戦いを挑むことに、合理的理由などなかった。し
かし、ひとたび新しい箱をつくり出して自社を異なる
レンズで見てみると─具体的には、ハードもソフト
もわかっているマルチメディア企業として─デジタ
ル「ウォークマン」の開発という概念が明白になった。

•	グーグルが当初抱いていた大志は、かつてない最良の
サーチエンジンを創り出そうというものだった。同
社は後に、ほぼ間違いなく、それを達成した。しかし、
同社が新たな成長の時代を切り拓くためには、自社に
対する見方を変える必要があった。そして、「私たち
はあらゆるものを知りたい」という新しい箱の創造
により、サーチエンジンのさらなる改善や、グーグル・
アース、グーグル・ブックサーチといったプロジェク
トが推進されていった。

•	ハイテク企業のフィリップスは、以前は、半導体から家
電にいたるまで製品ベースの投資に集中的に取り組
んでいた。その後、ヘルスケア市場や消費者市場のグ
ローバル・トレンドを追求する方向に戦略的重点を移
した。その結果、同社は家庭向けヘルスケアシステム
などのいくつかの新しいカテゴリーで世界トップ企業
になった。フィリップスは、新しい箱で考えることで、
自社のコアスキルを従来とは違うやり方で活用し、結
果として自社の事業を根本的に変革したのである。

•	ミシュランと IBMは、必ずしも中核製品・技術から撤
退しなくても、製品・技術志向からソリューション・結
果志向への転換に成功できることを示した企業の好
例である。現在では、タイヤメーカーのミシュランは
交通安全分野で高い専門性を有し、コンピュータの巨

大企業である IBMは、コンサルティング事業も手掛け
ている。

新しい箱をどのようにつくり出すか

この新しい箱をつくり出すという考え方が理論的に
筋が通っているとして、実際にどうしたら実現できるだ
ろうか。事例をひとつご紹介しよう。フランスのシャ
ンパン・メーカーであるシャンパーニュ・ド・カステラン
ヌは、多くの企業と同様、売上拡大に取り組んでいた。
同社は、この目標を達成する方法を見出すために、1日が
かりのワークショップを2週間に3回行った。参加した
上級幹部たちは、革新的なビジネス・アイデアを生み出
せるよう思考を助ける新しい箱をつくり出すことを求
められた。

最初に幹部たちが求められたこと。それは、たとえば
「蒸留酒」「飲料」「シャンパン」「アルコール」「ボトル」な
ど、自社事業を説明するのにもっともよく使う言葉を
使わずに、自社の事業について考えることだった。この
セッションの結果、幹部チームは自社の事業は基本的に
「パーティやお祝いの成功に貢献すること」に関わるも
のであるという結論に達した。

一度この洞察を得たら─すなわち、新しい箱が形作
られたら─新たな枠組みの中で自社や自社の将来を
考えることができるようになり、多くのアイデアが流れ
出てきた。その中のいくつかは、同社が消費者にさらに
魅力的にアピールし、売上を拡大することを可能にする
ものだった。いくつか例をあげてみよう。
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•	シャンパンは、夏、特にパーティにおみやげとして持
参した場合には、十分冷えていないことが多い。幹部
たちは、ボトルだけでなく氷もいっしょに運べる頑丈
なプラスチック製の袋を作れば、この問題を解決でき
ることに気づいた。

•	多くのパーティやお祝いの席では、誰かがスピーチを
頼まれる。幹部たちは、「スピーチ原稿の書き方」という
手引き書をまとめてボトルに添付することを決めた。

•	パーティにはゲームやエンターテインメントがつき
ものだ。幹部たちは、シャンパン・ボトル用の木箱を
チェス、チェッカー、バックギャモンのゲーム盤とし
て再利用できるように改めることに決めた。

この合計3日にわたるブレーンストーミングを通じ
て、幹部たちのエネルギーの8割程度が新しい箱の特定
（すなわち、「パーティ」）に向けられた。これだけでは何
の価値もないように見えるが、一度これができれば、ア
イデアは比較的容易に出てくるものだ。実際、課題がシ
ナリオプランニングであれ、事業開発であれ、新しい戦
略ビジョンの策定であれ、的確な新しい箱を考えつくこ
とは常に困難なステップである。したがって、企業はこ
のことを理解して、新しい思考の箱をつくり出せるプロ
セスを導入することが重要である。

•			•			•

脳は2ストロークエンジンのようなものだ。選択、比
較、分類、計画、決定などを行う2番目の工程の価値は、私
たちみんながはっきり認識している。しかし、ほんとう
に重要なのは、1番目の工程、すなわち、想像し、夢を見、

提案し、視野を広げるときの脳の働きである。このプロ
セスには体系化が必要であり、そのために新しい思考の
箱が必要になる。そして、危機の時代には世界各地の企
業が将来に不安を抱えており、新しい箱で思考する能力
の重要性はいつにもまして高まるのである。

1	正確な起源は不明だが、「箱の外で考える」という言葉は、正方形の格子
上に並んだ9つの点を、一筆書きの4本の直線で結ぶパズルにゆかりが
ある。正解は、4本の直線のうち1本の線を正方形の外に延ばすことに
ある。これがつまり「箱の外で」ということだ。

	 Luc	de	Brabandere
	 Alan	Iny

原題： Thinking in New Boxes: How to Bring Fundamental Change to 
Your Business（初出：2009年5月）

本稿の内容が含まれた書籍	“Thinking	in	New	Boxes:	A	New	
Paradigm	for	Business	Creativity”が 2013年 9月にRandom	
Houseより出版される予定です。邦訳も2013年秋に日本経済
新聞出版社より刊行される予定です。

Luc	de	Brabandere
BCGブリュッセル事務所	シニア・アドバイザー

Alan	Iny
BCGニューヨーク事務所	グローバル・トピック・スペシャリスト
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《日本の読者のみなさまへ》

企業というものは、常にインプットとアウトプットを	
最適化しており、それぞれの時代で最も制約がある	
（希少な）インプットが注目を集めてきました。そして今、
再び資源（原材料、エネルギー、水、食糧）が最も重要な制約
条件となる時代に直面しています。
その中で企業は、サステナビリティ、資源マネジメント
を社会的責任というようなあいまいな問題としてでは
なく、まさに経営の中核課題として認識し始めています。
そして、この新たな変化を賢明にとらえる企業群、

「ニュー・サステナビリティ・チャンピオン」が、先進国	
からではなく新興国から多数誕生しています。彼らは
先進国企業が見落としがちなチャンスやイノベーション
を追求し、サステナビリティ、特に資源マネジメントを
優位性構築に生かしています。
チャンピオン企業の考え方が有効なのは新興国だけ
ではありません。彼らからの学びが、日本企業にも制約の
背後にある新たなチャンスを見つけるヒントになれば
幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
木山　聡

競争優位を築く新たな
｢資源管理｣

─ニュー・サステナビリティ・チャンピオンに学ぶ

コスタリカにフロリダ・アイス・アンド・ファームとい
う飲料メーカーがある。この企業は、2002年にCEOに
就任したラモン・デ・メンディオラ・サンチェス氏の下、
2002年から2008年にかけ、4倍を超える増収を果たし
た。売上成長に加え、2008年、メンディオラ氏は役員報
酬のうち変動部分の40%を、環境維持や社会貢献の度合
いを測る指標と連動させると発表した。さらに、固形廃
棄物の量、水の消費量、二酸化炭素の排出量を中心に環
境関連の指標を厳密に測定し、それらを経営の重点項目
とする体制を整えた。そして、同社は意欲的な目標を掲
げた。まず、2011年までに廃棄物の資源化・再利用も含
めて固形廃棄物を実質ゼロにする。その上で、2012年ま
でにウォーターニュートラル（使用した水の量を相殺す
るだけの水資源保全などにより水の収支をゼロにする
こと）を、さらに、2017年までにはカーボンニュートラル
（二酸化炭素の排出量と同量の二酸化炭素を削減する活
動を行って、二酸化炭素増の影響を全体としてゼロにす
ること）を達成するというものだ。同社の瓶詰工場のな
かには、水の使用効率が世界一になった施設もある。同
社はこうした環境への取り組みに注力しつつ、厳しい景
況の中でも売上高と市場シェアを拡大し続けている。

「リターン・オン・リソーシズ（資源に対するリター
ン）」を重視する企業は数多く、フロリダ・アイスはその
一例にすぎない。こうした企業の存在は、すべての企業
に影響を与えるトレンドの高まりの現れである。世界
的な人口増と経済発展が長く続いたため、経済を維持す
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るために不可欠な天然資源と生態系に大きな負荷がか
かっている。従来の方式による生産や流通のコストは
上昇し、資源の効率的利用という新たなパラダイムでの
競争が激化することになるだろう。

資源管理を経営の主軸に

企業はいま、資源が制約条件となる新たな世界に直面
している。産業を通じて人類が環境に与える負荷は、過
去20年間で大幅に増えた（図表1）。世界各地で経済発
展が急速に進み、2008年に69兆ドルだった世界全体の
GDP（購買力平価ベース）は、2030年には135兆ドルに達
すると予想されている。この間、世界人口の増加も続き、
67億人から82億人に増える見通しである。その結果、石
油や水だけでなく一部の重要な鉱物や金属についても、
需要を満たすことはより困難になっていくであろう。

すぐに調達できる資源の量が減るにつれ、原材料、エ
ネルギー、水、食糧という四つの主要要素をめぐる競争
が過熱し、価格変動が大きくなる。同時に、企業はこれ
まで以上に排出物や廃棄物の発生に配慮しなければな
らなくなる─特に、健康リスクや汚染リスクが伴う場
合はなおさらである。

この新たな世界で成功するには、企業は資源の効率的
利用を徹底し、環境に与える負荷を極力抑える｢資源管
理｣を経営の主軸に据えなければならない。これを理解
するためには、すでに資源の制約に直面している企業の
事例が参考になる。毎年、世界各地の企業経営者を対象
に、BCGとMITスローン・マネジメント・レビュー誌が共
同で実施している調査では、資源集約型の産業はサステ
ナビリティ（持続可能性）をより重要な経営課題ととら
えていることが明らかになった。これらの産業では資
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図表 1 | 産業を通じて人類が環境に与える負荷は急拡大
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源管理が企業競争力に欠かせない要因と認識され、自社
の取り組みを推進するために、投資対効果検討書を策定
している企業も多い（図表2）。そうした企業は資源問題
が深刻化するにつれて、年々、サステナビリティの問題
を重視する姿勢を強めている。

資源が制約されることで、企業は次の2つの重要な指
標をますます考慮せざるを得なくなる。まず、供給量が
少ない資源の消費を最小化するために、天然資源からの
｢ペイバック｣（回収）をモニターしなければならない。
たとえば、電力会社は1メガワットの発電に必要な化石
燃料の量を減らすために、発電所の効率改善に多額の資
金を投じている。さらに、企業は周囲の生態系に与える

サステナビリティに関する投資対効果検討書を
用意している企業（%）

テクノロジー、通信
メディア、エンタテインメント
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｢サステナビリティは競争優位を構築するために必要な要素である｣と
答えた企業（%）

 
 

 

注：	学術関係、政府関係、非営利企業を除く、営利企業のみの調査データを基に分析。
回答数：2,874。
1：2008年のOECD	の調査による23カ国のデータを基に推計した相対的市場規模。
出所：サステナビリティとイノベーションに関するグローバル調査（世界の主要企業経営幹部を
対象に行った、MITスローン・マネジメント・レビュー誌とBCGの共同調査）2011年、Prognos、
BCG分析

図表 2 | 資源需要の高い業界はサステナビリティをより重視
損害を最小化するため、天然資源の｢プットバック｣（回
復）にも気を配らなければならない。電力会社は大気中
に放出する有害な排気ガスを減らすために、排ガス洗浄
装置をはじめ、さまざまなプロセスに投資している。

このように「リターン・オン・リソーシズ」に注目する
ことで、企業の成長の道すじや企業間競争のあり方が変
わる。だが、これは何も目新しい話ではない。つまり、
企業というものは、利益の最大化を図って常にインプッ
トとアウトプットを最適化してきたのだ。最も注目を
集めるのは、最も制約が大きいインプットである。19世
紀には産業革命によって天然資源が競争力の要因にな
り、企業は水力をはじめとする安価なエネルギー源の近
くで操業するようになった。20世紀になるころには、エ
ネルギーが比較的豊富に手に入るようになった。その
結果、経営者はオートメーションを導入するなどして再
び労働コストに注意を払ったり、品質やスピードなど新
たな優位性の源泉に着目したりした。

資源をめぐる競争が激化するにつれ、資源管理が再び
企業の最重要課題になるであろう。この新たな競争優
位のパラダイムにおいて秀でた企業が、資源の制約を
チャンスに変え、市場シェアを獲得することになる。こ
のトレンドに対応できない企業は、価格上昇や価格変
動、あるいは、規制や社会的圧力に苦しめられることに
なる。

サステナビリティの新たな世界が到来している。急
増する需要に資源の供給がやっとのことで追いついて
いる状況の中で企業は、社会的責任というあいまいな領
域の問題としてではなく、まさに経営の中核の課題とし
て、サステナビリティに取り組むようになるだろう。資
源管理のイノベーションという新たな波が目前に迫っ
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ている。そして、すべてのイノベーションがそうである
ように、この問題に取り組もうとする顧客を支援できる
企業にはチャンスが生まれる。

さらに、資源管理は社会的責任の問題を解決する上で
も有効である。従来は個々の企業が資源の利用を社内
的に最適化していたにすぎず、その影響についての社
会的な懸念が広がっていた。今後は社外から見ても最
適な資源利用が評価されるようになり、また、責任が明
確化されるため、企業は積極的に改善を目指すようにな
るだろう。新興国でも、資源不足はよく見られる経営課
題になっている。サステナビリティを重視することは
先進国だけに許されたぜいたくと思われがちだが、実際
は、新興国の多くの企業が賢明に変化を見通して、競争
優位を構築しつつある。こうした新興国での資源活用
における先進企業は、新興国だけでなく先進国において
も、資源の制約が大きい世界で成功する方法を実践する
お手本になりうる。

ニュー・サステナビリティ・チャンピオン企業に見る
成功のカギ

過去2年間、世界経済フォーラム（WEF）とBCGは共同
で、新興国におけるサステナビリティ先進企業の発掘に
取り組んできた。数千に上る企業を調査し、巧みな資源
管理と利益を伴った成長を両立させている16社を選出
した。

こうした企業群を「ニュー・サステナビリティ・チャン
ピオン」と呼んでいるが、彼らは、先進国の企業が見落
としがちなチャンスやイノベーションを追求している。
業績、イノベーション、成長、サステナビリティという現
代の課題に取り組もうとする世界中の企業にとって、示

唆に富む事例となりうる。ニュー・サステナビリティ・
チャンピオンの成功の土台には、以下に挙げる3つの重
要な取り組みがある。

第1に、チャンピオン企業はイノベーションを通じて
制約をチャンスに変えている。実践的なアプローチで、
現地の事業環境に合わせて既存技術に改良や調整を施
すことに長けている。また、製品の市場化や、まだ成長
が始まっていない市場の開拓に向け、新たな方法を探求
している。

第2に、サステナビリティを企業文化に根づかせてい
る。全社的なコミットメントがあってこそ、サステナビ
リティを利益を伴う成長に結びつけることができると
理解しているのだ。社員全員が参画して、サステナビリ
ティを重視し続けるという共通の目標を定め、実現に向
けて取り組んでいる。

最後に、チャンピオン企業は自らの事業環境を自らの
手で構築する。サプライヤーから顧客に至る自社のバ
リューチェーン上の関係者が、必ずしもそろって自分た
ちの考え方や目標を受け入れてくれるわけでも、理解し
てくれるわけでもないことを認識し、サプライヤーや顧
客などを啓蒙し、有利な環境を築いていく。業界をめぐ
る政府の方針がうまく機能していないか、あるいは、自
社の利害に反していると思えば、政治に手を回して働き
かけることもある。

2011年にBCGとMITスローン・マネジメント・レ
ビュー誌が共同で実施した調査では、サステナビリティ
の「信奉者」ともいうべき企業群の存在が明らかになっ
たが、実は、ニュー・サステナビリティ・チャンピオンは
これら企業とは異質な存在である。サステナビリティ
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を信奉する企業は、利益をあげるためにはサステナビリ
ティが必要であると主張し、サステナビリティを常に重
要な経営課題と位置づけ、サステナビリティに関わる投
資対効果検討書を用意している。それに比べてニュー・
サステナビリティ・チャンピオンは環境や社会について
実に幅広い要素を考慮し、より総合的な展望を描く。同
時に複数の側面で取り組みを行いながらも、狙いやビジ
ネスロジックは明確に一つに絞り込まれている。そし
て、自分たちの取り組みの成果を、エネルギー効率など

原材料、廃棄物の
効率化を
通じた
コスト削減
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注：学術関係、政府関係、非営利企業を除く、営利企業のみの調査データを基に分析。回答数：2,136。
出所：MIT/BCG「サステナビリティとイノベーションに関するグローバル調査」2010年、Economist	Intelligence	Unit	、BCG分析

図表 3 | ニュー・サステナビリティ・チャンピオンは様々な側面で
サステナビリティを重視

の数値目標の観点からだけでなく、企業への評価や社員
の働きがいなど無形の要素という観点からも測定する
ことに長けている（図表3）。また、サステナビリティを
信奉する企業よりさらに慎重に、資源不足のリスクを経
営判断に織り込んでいると思われる。

私たちは一連のインタビューと詳細な分析を通じ、
チャンピオン企業のリターン・オン・リソーシズを重視
した経営を支える、７つの原則を抽出した。ありきたり
の経営方針と思われるかもしれないが、資源管理という
領域ではこうした原則が特に重要となるのである。

•	資源管理を収益向上につなげる　インドのシュリー・
セメントは、コスト削減につながる可能性がある、プ
ロセスや原材料におけるイノベーションを洗い出す
ため、常に自社のオペレーションを丹念に点検してい
る。たとえば、2011年には貯灰サイロに回転式のふる
いを設置したり、配送センター経由の輸送件数を減ら
すために顧客への直送を増やしたりする手を打った
ことで、同社の推定で、この年の税引き後利益の8%に
達するコスト削減を果たした。

•	資源管理を組織に根付かせる　サステナビリティを
収益向上につなげようと社員に説くだけでは不十分
である。同時に、資源管理の要となる概念を組織に
根付かせる必要がある。戦略だけにとどまらず、企業
構造やコーポレート・ガバナンス（企業統治）、組織の
ミッションにまで組み入れなければならない。資源
管理は「今月の重点プロジェクト」型の戦略ではない。
資源管理を、企業を運営する上でのスタンダードの一
部として定着させなければならないのだ。
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•	進捗を継続的に測定する　一つのプロセスに対して、
あらゆる指標を網羅的に設けるよりも、理解しやすい
「魔法の指標」を2、3項目設ける方が望ましい。フロリ
ダ・アイスが固形廃棄物を実質ゼロにし、ウォーター
ニュートラルや、ひいてはカーボンニュートラルを実
現するための施策の一環として採用したのは、一握り
の指標だった。同社はこうした資源を常時監視する
体制を整え、現在では社内の広範な組織に定期的に進
捗を報告している。

•	広い視野で資源管理を考える　ステークホルダーと
幅広く協力することで、企業は自社が必要とする資源
をよりうまく管理することができる。オペレーショ
ン上のリスクを洗い出し、その低減、防止に向けた改
善を進められれば、競争優位を築くことができる。
シュリー・セメントが焼成窯を改造して焼却炉として
も使えるようにしたのは、まさに、そうした考え方に
よるものだった。地域の固形廃棄物を処理する一方
で、燃料費も減少させることができた。

•	イノベーティブなビジネスモデルを築く　先進企業
は限られた範囲の改善にとどまらずビジネスモデル
全体のイノベーションに取り組もうとする。製品同
様、ビジネスモデルにも寿命があり、時間の経過につ
れて進化を遂げていかなければならない。インドで
小規模農家向けに廉価な農業灌漑システムの販売を
展開するジェインは、農家が銀行から資金を借り入れ
るのが難しいことが自社の事業拡大の足かせになっ
ていることに気付いた。そこで、農作物の卸売事業に
参入し、農家に対し最低買い入れ価格を保証するサー
ビスを始めた。これにより顧客の資金借り入れが容
易になった。

•	 ビジネス・エコシステム（企業生態系）を形成する　先進
企業は、規制当局と手を組んだり当局に働きかけたり
して、政府に規制の基準を引き上げるよう促す能力を
身につけている。政府が関わらない場合でも、市場の
リーダー企業はサプライヤーや顧客に対して、高い水
準の業務慣行を業界基準として実践していく必要があ
るという合意を形成する─しかも、自社の強みに合
致した基準になるよう誘導する─ことができる。

•	探求と改善を持続する　資源の制約が強まっている
ことを認識する企業が増えるにつれて、資源管理の先
進企業も優位性を守るためにたゆまぬ改善を進めな
ければならなくなる。そのために、すでに取り組んで
きた指標による管理を継続するとともに、先端を走り
続けるための新たな指標を見つけて、絶えず目標の見
直しを図らなければならない。

•			•			•

資源の供給環境が変化すれば新たな競争力学が生ま
れ、成功につながるケイパビリティ（組織能力）もそれに
応じて変化する。これはごく一部の企業だけに影響す
るニッチな問題ではなく、すべての企業に当てはまる普
遍的な現象である。資源不足へと転じたこの世界でど
のように事業を運営していけばよいのかすでに理解し
ているニュー・サステナビリティ・チャンピオンと同様、
将来の市場リーダーも、成長への道すじの一つとして資
源管理を重視するだろう。そうした企業は、資源管理を
事業戦略とオペレーションのまさに主軸に据えること
で、一見、制約のように見える要因の背後にあるチャン
スを生かせるようになるのだ。
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《日本の読者のみなさまへ》

本稿を契機に、アメリカでは製造業見直しの論議が	
盛んになりました。時を同じくして、中国では高騰する
人件費に対して、生産性をどう高めるのかという検討が
増えています。
では、日本でも製造業の空洞化の流れが変わるので
しょうか。実はこの問いは、90年代後半から「ものづくり
立国」を唱えてきた日本について、本質的な問題提起を
はらんでいます。
相対的な人件費は、アメリカ対中国と同様、日本もその	
差が縮まっています。しかし、アメリカと比較して日本	
には大きく2つの課題があります。ひとつは、賃金が	
高止まりしていること。時間あたりの労働コストは米国	
よりも5割高い。そして、より根深いのは、労働者一人	
あたりの付加価値が米国に比べて4割低いことです。	
要因として、品質やカスタマイズへのこだわりが価格に	
反映されていないことがあります。顧客や市場から	
求められているものは何か。どこに価値の源泉がある
のか。それらを見直すことが急務となっています。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
太田　直樹

メード・イン・アメリカ  再び

注：本レポートの発表後も、BCGでは継続的に調査・研究を行
い、必要に応じ予測値も見直している。具体的には、中国から
米国への製造回帰、および、米国の輸出増加の結果として米国
内で創出される雇用の見通しを250万～500万人に引き上げ
た。また、転換点に立つ7つの産業における米国での生産高増
加分の予想を年間1,000億ドル～1,900億ドルに増額した。こ
れらの変更にともない、米国の失業率および貿易赤字への潜在
的影響の見通しも修正している。

米国ではあまりに長きにわたり工場労働者の職が失
われてきたため、多くの観測筋は、製造業を米国経済
の将来を担う重要な要素とはみなさなくなっている。
2001年に中国が世界貿易機関（WTO）に加盟した後に起
きた中国への大量の生産移転が、こうした悲観的な見方
を深刻化させた。

しかし、流れは変わり始めている。賃金の上昇などの
要因により、中国の、北米向け輸出拠点としてのかつて
のような圧倒的なコスト優位性は損なわれつつある。
米国労働者の生産性の高さ、サプライチェーンやロジス
ティクスの優位性などを十分に考慮すると、2015年頃ま
でには、多くの製品を米国内で製造するほうが経済性が
高くなるかもしれない。その結果、米国製造業が復活す
る可能性がある。

では、一番影響を受けるのはどの産業だろうか。その
程度はどれほどのものだろうか。そして、経済への影響
はどうなるだろうか。これらの質問に答えるため、BCG
では主要産業群を対象に、ここ数年のうちにグローバル
なコスト構造の変化により影響を受ける可能性が最も
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なる証拠である。

製造の中国シフトは、その背景に照らしてとらえるべ
きである。確かに、米国では多くの工場が閉鎖され、多
数の職が失われた。しかしその多くは、オートメーショ
ンや、より効率的な生産方法といった、全世界的に製造
業の直接雇用を減少させているトレンドによる。相当
な量の仕事が中国に移ったのは、コストのなかで労働が
大きなシェアを占めていたからである。これらの生産
がもし中国に移っていなければ、おそらく別の低賃金国
へ行っていただろう。

しかし、中国への大規模なアウトソーシングが行われ
た産業でも、驚くほど多くの仕事が米国内に留まった。
例えば、米国内で販売される家電の52％、機械の61％、
輸送機器の70％、家具の71％は国内で製造されている。
これらの産業は低コスト国に向かうわけでもないが、必
然性があって米国に留まっているというわけでもない。
一般に、工場労働者の賃金が生産コスト全体に占める割
合はあまり大きくない。輸送コスト、市場に出すまでの
時間、エンジニアリング・チームやデザイン・チームと生
産ラインの近接といったロジスティクスの問題の方が
比較的重要だ。主要な産業クラスターの中に位置して
いることは優位にはなり得るが、必ずしも多くの企業に
とってきわめて重要というわけではない。

前述のようなグローバルなコスト構造における大き
な変化の結果、多くの産業が転換点、すなわち生産を米
国に回帰させることに経済的合理性があるという段階
に近づいている。

高い産業はどこかを分析した。その結果、中国でのコス
ト上昇により、米国で消費される製品の米国への製造回
帰が進む可能性のある産業群が7つ特定された。

これにより重大な経済的影響がもたらされると予想
される。これら7つの産業群において、米国が現在、中国
から輸入している製品の10～30％の生産が、2020年ま
でに米国に戻る可能性がある。中国からの生産移転は、
西ヨーロッパや他の主要先進国市場と比較した米国の
競争力向上による輸出の増加と相まって、直接的・間接
的に次のような影響をもたらすと推定される。まず、米
国内に200万～300万人の雇用を創出し、失業率を1.5～
2％引き下げる効果をおよぼす。そして、非石油関連品
の貿易赤字を25～30％低減させる。実際、グローバル
経済に広がる多くの変化を考慮すると、この私たちの予
想は控えめな数字だと考えている。

製造の中国シフト

米国企業の海外への生産移転は、中国が現実的な選択
肢となるずっと以前から進められていたが、2001年の
中国のWTO加盟後、そうした動きが加速した。数億人
の労働者、工場労働者の低い賃金、急発展する国内市場、
外国投資を誘致するための政府の手厚い優遇措置を武
器に、中国は無敵のコスト優位性を誇るようになった。
2000年から2009年にかけて、中国の米国への輸出は3
倍近くに増加した。

それでもなお、現在米国では、米国内で消費される製
品のほぼ4分の3に当たる年間3兆4,000億ドル相当の
製品が生産されている。さらに、米国は年に1兆3,000
億ドル相当の製品を主にヨーロッパ、カナダ、メキシコ
に輸出しており、これは米国の製造業の強さを示すさら
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中国での生産は安いのか

2000年には、中国の工場労働者の賃金は平均で1時間
あたりわずか52セントで、米国の工場労働者の平均賃
金の3％にすぎなかった。その後、中国の賃金・諸手当は
毎年2桁の伸びを示し、2005～2010年に平均19％上昇
した。対照的に、この間の米国の製造業労働者の諸手当
も含めた総費用の増加は年間4％未満にとどまっている
上、労働組合の将来の賃金や手当の交渉に対する姿勢も
より柔軟になっている。

中国では、経済成長や労働者の高齢化により労働需給
が逼迫するため、2015年までにさらに年間18％の賃金
上昇が予想される。その頃までに、中国の諸手当も含め
た1時間当たり平均賃金は4.51ドルに達するだろう（図
表1）。中国で製造業の生産高が最も多く、自動車や電子
機器など高度技術産業の中心地でもある揚子江デルタ
地域では、2015年に平均賃金が1時間当たり6.31ドルに
達すると予想されている。そうなれば、中国の労働者の
総報酬は、米国の製造コストの低い州の熟練労働者の報
酬の約25％に匹敵するようになる。米国労働者の生産
性がはるかに高いことを勘案すると、揚子江デルタ地域
における賃金は、米国の製造コストの低い州の労働コス
トの60％を超えるようになるだろう。私たちのモデル
は、中国において2015年までに生産性が毎年約8.4％向
上するという積極的な想定を含んでいるが、こうした生
産性向上も、2倍のスピードが見込まれる賃金上昇を相
殺することはないだろう。

2015年頃までには、多くの製品を中国で製造するこ
とによる労働コストの削減総額は、実際の労働価値を考
慮に入れた場合、10～15％程度にすぎなくなるだろう。
輸送や多くのリスク、またグローバルなサプライチェー

~6倍
~11倍

~23倍
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相対的生産性

~2.3倍
~3.2倍

~4.6倍

出所：Economist	Intelligence	Unit、米国商務省経済分析局、BCG分析

図表 1 | 中国では米国より急激に賃金率が上昇
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ン全体に広がる隠れたコストを考慮すれば、多くの企業
は、米国向けの製品を中国で生産してもわずかなコスト
削減しかもたらされず、米国で製造する方が経済性が高
いことに気づくだろう。

転換点に立つ7つの産業

私たちの分析によれば、こうした製造業における経済
性の変化の影響は7つの産業群で最も強く現れ、およそ
5年後にこれらの産業群は転換点に達すると予想され
る。7つの産業群とは、コンピュータ・電子機器、家電、機
械、家具、金属製品、プラスチック・ゴム製品、輸送機器で
ある。

これらの産業は合計で、米国の年間消費の2兆ドル近
くを占めている。2010年には、米国はこれらの製品カテ
ゴリーにおいて、約2,000億ドル相当の製品を中国から
輸入したが、これは中国から米国への輸出総額のおよそ
3分の2を占めている（図表2）。この7つの産業の米国
内での製造の拡大は、西ヨーロッパやその他の先進市場
への米国の輸出増加とあわせて、米国経済に800億ドル
～1,200億ドルの年間生産高の増加をもたらすと、私た
ちは予想している。

転換点に立つ7つの産業において、製品生産の10～
30％が中国から米国に回帰するという予想は、物流コ
スト、中国国内市場や米国における需要と供給の変化と
いった要因の評価に基づいている。私たちはまた、生産
の「可動性」も考慮した。例えば、産業によっては、既存
の産業クラスター内に位置している必要があるから、あ
るいは、どこか他の場所に新たな生産設備を構築するの
は費用がかかり過ぎるからという理由で、今ある場所に
留まる場合もあるのではないか、といったことである。

今後10年の間に中国からの生産移転のおよそ4分の3
は、米国にシフトすると私たちは予想している。これに
より、米国経済には年間200億ドル～550億ドルの生産
増加がもたらされることになる。ここでもその影響は
産業により異なる。私たちは、例えば中国から移転する
コンピュータや電子機器の製造の大部分は米国にシフ
トすると見込んでいる。一方、輸送機器では、メキシコ

産業
米国内消費
（億$）

中国からの輸入
（億$）

輸送機器 ～5,820 ～60

コンピュータ・
電子機器

～4,670 ～1,220

金属製品 ～2,620 ～100

機械 ～2,510 ～160

プラスチック・
ゴム製品

～1,700 ～90

家電 ～1,340 ～250

家具 ～750 ～130

図表 2 | 転換点に立つ7つの産業群が、米国内消費の約2兆ドル、
中国からの輸入のうち約2,000億ドルを占める（2010年）

出所：米国国勢調査局、米国商務省経済分析局、BCG分析
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がその強力な製造クラスターおよびサプライヤー・クラ
スターのおかげで、生産移転先のかなりのシェアを占め
ることになるだろうと予想している。

製造の米国回帰のインパクト

およそ5年後に、米国の輸出は少なくとも年に650億
ドル増加するだろうと、私たちは見積もっている。米国
が多くの産業において、ヨーロッパの大半に比べて大き
な生産コストの優位性を獲得していることがその理由
である。これは主に、生産性による調整を加えた賃金水
準が、西ヨーロッパ全体で米国よりも急上昇しているこ
とによる。2000年から2005年にかけて西ヨーロッパで
は、労働者一人当たりの製造業生産高は年に3.3％増加
した。これは米国と比べておよそ2倍のスピードにあ
たる。しかし、2000年代後半に、米国では年間の生産性
の伸びが2％に加速した一方、西ヨーロッパではわずか
0.04％にまで減速した。2000年以降、ドルがユーロに対
して年平均3.6％値下がりしたことを加味すると、これ
は2010年において、米国の平均的な労働者は生産性調
整後の時給ベースで、西ヨーロッパの平均的な労働者よ
りも約35％割安であったことを意味する。同じベース
でそれ以前を見ると、この値は2005年には26％、2000
年にはわずか12％であった。

私たちは、米国と西ヨーロッパとの賃金格差は広がり
続けると予想している。15年の期間で分析すると、予想
されるコスト競争力の変化は劇的である。2015年まで
に、生産性調整ベースで米国の賃金は、ドイツの賃金の
わずか67％になると予想される。この間、フランスの人
件費は米国に対して40％以上上昇し、イタリアの人件費
は約80％高くなっているだろう。したがって、特にロジ
スティクスの問題が最優先ではない産業においては、米

国を西ヨーロッパ向けの低コスト輸出基地とみなす企
業も出て来るかもしれない。

米国の製造業の復活は、雇用にきわめて大きな影響を
及ぼすと考えられる。私たちの推定によれば、中国から
米国への製造回帰と輸出増加により、合計で60万～100
万人の製造業による直接雇用が創出される。

製造業での雇用増の結果、建設、小売、輸送、食品サー
ビス、住宅等の産業でも雇用が創出される。米国商務省
経済分析局、経済政策研究所、新米国研究機構、ニュー
ヨーク州公共政策研究所をはじめとする多数の機関が、
こうした間接的な影響の定量化を試み、乗数値約2.5～
3.5という類似の推定に至った。私たちは、これらの乗
数を平均して、新しい工場労働の職が他の産業で180万
～280万人の追加雇用を創出すると推定している。これ
だけの雇用増があれば、米国の失業率を1.5～2.0％引き
下げるのに十分だろう。

製造業のパラダイムシフト

中国と米国の間の急速なコスト構造の変化の影響は、
米国の製造業にとっても、製品をグローバルに調達して
いる企業にとっても、深いものになるだろう。自社のグ
ローバル生産ネットワークの見直しにまだ着手してい
ない企業は、すぐに始める必要がある。転換点、すなわ
ち、中国を米国向けの輸出拠点として利用するうえでの
明確なコスト優位性がもはや当てはまらない段階に近
づいている産業に属している企業にとっては、これはま
さに喫緊の課題である。中国を製造の既定オプション
とみなし続ける企業は、自社が競争上、不利な立場にあ
ることに気づくことになりかねない。
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ただし、企業はこのパラダイムシフトの可能性に対し
て、慎重かつ賢明に取り組まなければならない。つい最
近まで、あまりに多くの企業が安い労働力と固定通貨に
魅了され、中国に進出していった。そうした企業は今、
賃金が上昇し、元がドルに対して値上がりしているとい
う理由だけで、中国での生産を大幅に縮小するのは避け
なければならない。真に求められるのは、特定の市場向
けに特定の製品を製造する際のトータル・コスト、およ
び、将来のコストに影響する経済トレンドについて、グ
ローバルかつ長期的な視点で包括的に理解することで
ある。

そうした評価の際は、様々な国における労働者の生産
性、トータル・コスト全体に占める労働のウェイト、ロ
ジスティクスの相対的重要性、広範囲に広がるグローバ
ル・サプライチェーンを運営するための数えきれないほ
どの隠れたコストやリスクを勘案する必要がある。企
業はまた、自社の中国における生産ラインを、成長を続
ける中国の国内市場や他のアジア諸国への供給向けに
転用できるかどうかを判断する必要がある。

勝ち組の企業は今、自社のサプライチェーンに柔軟性
を組み込んでいる。米国市場の需要を満たすための生
産能力増強を計画している企業にとっては、今、米国を
新たな視点で緻密に見つめ直すべき時であろう。

	 Harold	L.	Sirkin
	 Michael	Zinser
	 Douglas	Hohner
	 Justin	Rose

本稿は、BCGレポート “U. S. Manufacturing Nears the Tipping 
Point: Which Industries, Why, and How Much?” （2012年9月）を抜
粋・翻訳したものです。

Harold	L.	Sirkin
BCGシカゴ事務所	シニアパートナー&マネージング・ディレクター

Michael	Zinser
BCGシカゴ事務所	パートナー&マネージング・ディレクター

Douglas	Hohner
BCGシカゴ事務所	シニアパートナー&マネージング・ディレクター

Justin	Rose
BCGシカゴ事務所	プリンシパル
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《日本の読者のみなさまへ》

国民医療費は、高齢化の進展と医療技術の向上により、
毎年約1兆円ずつ増え続け、経済の低迷も加わり、2009年
にはGDPの9.5％に急騰しました。現在では10％を超えた	
可能性が高く、既に英国やスウェーデンよりも高い水準です。
政府も、後発医薬品の普及などで医療費を抑制しようと

していますが、特許が切れた医薬品を全て後発薬に変え
ても2兆円程度しか節約できず、40兆円に迫る医療費の
前では焼け石に水です。また、診療報酬に手をつけようと
しても、医療の質が守れないなどの主張もあり、決め手に
欠いています。
バリューベース・ヘルスケアは、患者にとっての投資
対効果を軸に、医療価値を向上させる概念です。高齢化に	
直面し、医療費増加が避けられない日本にとって、最小	
コストで最大効果を生み出すことは、まさに喫緊の課題。
それには、外科学会が進めているNCD（National	Clinical	
Database）のようなレジストリーを主要疾患に広げ、症例	
データを体系的に収集するインフラが必要です。こうした
インフラができれば、医療の価値向上に加え、産業界・学界
にも公開することで、日本発の医薬品や医療機器の開発
加速化にもつながるはずです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
植草　徹也

医療費の増加を抑制する努力が数十年にわたって重
ねられてきたが、従来の手法で得られる成果が限られて
いることは明らかである。しかし、効果を期待できる新
たな手法が存在する。それは、患者にとっての価値とい
う視点で医療の投資対効果を基軸に考えるアプローチ
である。BCGでは長年にわたり、こうしたアプローチで
相対的に低いコストで質の高い医療を提供している医
療機関、地域、国について調査・研究を行ってきた。これ
らの医療機関、地域、国は、「ディジーズ・レジストリー」
により医療関係者にとっての目標が明確になった場合
に、どのような成果が達成できるかを示す生きた手本で
ある。

ディジーズ・レジストリーとは、患者情報、治療成績、
診断治療プロトコルなどを含むデータベースのことで
ある。レジストリーに関する議論のほとんどは、主とし
てアウトカム（治療成績）の検証に役立つデータベース
という視点からのものだが、私たちはより広い視野で捉
えている。すなわち、アウトカムに関するデータの収集・
解析システムとしてだけではなく、アウトカム向上への
長期的取り組みを促進する重要な仕組みと考えている
のである。

レジストリーを使って同じ条件の患者の母集団内の
アウトカムのばらつきを調べれば、医療機関、地域、国
別に、さらには国際的なレベルでも、治療成績のベンチ
マーキングや比較評価を行える。また、治療成績の違い

バリューベース・ヘルスケアの
実現に向けて

─ディジーズ・レジストリーの果たす役割
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療費の対GDP比率は約9％で、ヨーロッパにおけるほぼ
平均的水準だが、同国のアウトカムはヨーロッパ内で最
も高い水準にある 2。これと対照的に、一人当たり医療
費が最も高い米国では、医療費の対GDP比率は17.6％
である。

BCGによる2009年の調査では、スウェーデンでレジ
ストリー、データ分析リソース、ITインフラに年間7,000
万ドルを投資すれば、医療費の増加を当時予想されてい
た年間約4.7％から4.1％に引き下げられるという結論
が出た。また、10年間の直接的医療費の削減による累積
リターンは、70億ドルを超えると推定された3。スウェー
デン政府は、この調査結果も含めて検討した結果、2011
年9月、同国内のレジストリー・ネットワークの拡充を国
家の最優先施策とすると発表し、そのための予算を約5
倍に増加した。

BCGはスウェーデンにおける研究の成果に力を得て、
2010年、研究範囲をさらに広げ、スウェーデン以外の国
におけるレジストリーの効果を分析することにした。
重要な目的は、以下の4点であった。
① 	レジストリーがカバーする患者層におけるアウト
カムの改善を実証する。

② 	①のような改善を生み出すうえでレジストリーが
どんな役割を果たしたかを明確にする。

③ 	「回避された医療費」という形で実現したコスト削
減を定量化する（データが入手可能な範囲で）。

④ 	米国で同様の改善が行われた場合の潜在的効果を
推定する。

BCGでは、5か国の6つの主要疾病領域にわたる13の
レジストリーの調査を行った。対象としたレジストリー
にはスウェーデンのものも多かったが、オーストラリア、

を生み出す原因を深く分析すれば、ベストプラクティス
を発見できる。そうしたベストプラクティスの共有や
導入を積極的に支援することが、アウトカムの向上と臨
床におけるばらつきの低減につながる。

このような形で医療の質を体系的に改善すると、多く
の場合、一定条件下において医療費全体が低減するとい
う好循環の副次的効果が得られる。そのうえ、レジスト
リーの活用により、医師をはじめとする医療従事者が医
療の質の向上に対する責任を正面から担うようになり、
医療関係者全員が、ヘルスケア・バリューの向上という
共通の目標を軸として協働するようになる。

ディジーズ・レジストリーとバリューベース・ヘルスケア

BCGでは、バリューベース・ヘルスケアを実現するた
めの有望なモデルとして、レジストリーについての研究
を続けてきた。バリューベース・ヘルスケアとは、「バ
リュー」、すなわち患者価値の最大化をめざして、医療費
を管理するアプローチである。患者価値とは、同一患者
における医療コストに対する医療の成果として定義さ
れる 1。BCGがこの研究を始めるきっかけとなったの
が、2009年、スウェーデンのヘルスケア分野のリーダー
たちからの依頼で、同国のレジストリーを分析し、限ら
れた疾患群から、より広範な疾患群にレジストリーを拡
大する場合に必要となるコストと効果を評価したこと
だった。

スウェーデンは1970年代にレジストリーの仕組みを
開始し、今にいたるまでレジストリー構築の世界的先導
者である。現在、同国では、国民医療費の30％以上をカ
バーする100以上の疾患を対象としたレジストリーが運
用されている。最近の調査によると、スウェーデンの医
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タを公開している。このデータの透明性が、診療プロセ
スの改善のペースに明らかなインパクトをもたらした。

2005年、スウェーデンの心筋梗塞レジストリーは、国
内の心臓病を扱う病院における診療ガイドラインの遵守
状況を把握するためのクオリティ・インデックスを作成
した。当初は、地域ごとの集計データのみが公開された
が、2006年後半に、国内74の各病院のインデックス・スコ
アと患者の生存率の両方を公開することを決定した。

デンマーク、英国、米国を含むスウェーデン以外のレジス
トリーも過半数を占めた。さらに、約40人の医療従事者
にインタビューを行い、各国のレジストリーの機能やレ
ジストリーが診療行為に影響を及ぼす仕組みを探った。

実証されたアウトカムの向上

調査の結果、レジストリーの存在がアウトカムの大幅
な向上に寄与した事例を多く見出すことができた。因
果関係は証明できないが、レジストリーの運用状況を
詳細に調査すると、レジストリーが、アウトカムの向上
につながる診療プロセスの改善を促進するうえで大き
な役割を果たしていることが判明した。なかには、レジ
ストリーがこうした変革実現のもっとも大きな要因と
なっているケースも見られた。

急性心筋梗塞領域は代表的な事例のひとつだ。1991年
に、スウェーデンで「RIKS-HIA（Register	of	Information	
and	Knowledge	about	Swedish	Heart	Intensive-care	
Admission）」が設立された。その後1998年から2009年
にかけて、スウェーデンの病院では、欧州心臓病学会の
ガイドラインの遵守が著しく進み、その結果、発作を起
こした患者の30日以内の平均死亡率が65％、1年以内死
亡率が49％下がった（図表参照）。

スウェーデンの心筋梗塞レジストリーは、この改善に
どのような役割を果たしたのだろうか。国内74か所の
主要医療センターのすべてから、包括的データが心筋
梗塞レジストリーに送られ、心筋梗塞を経験した患者の
80％をレジストリーでカバーしている。しかし、レジス
トリーは単にデータを収集しているだけではない。透
明性も高めている。初期段階では医療従事者だけにデー
タを公開していたが、データ収集プロセスとアウトカム
の評価基準が完全に精査された後は、広く一般にもデー

診療ガイドライン遵守が進み… …急性心筋梗塞のアウトカムが
大幅に向上
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出所：R.	Carlhed	他,	“Improved	Adherence	to	Swedish	National	Guidelines	for	Acute	Myocardial	Infarction:	The	
Quality	Improvement	in	Coronary	Care	（QUICC）	Study,”	American Heart Journal,	2006,	152（6）;	RIKS-HIA
インタビュー、データ、アニュアルレポート；BCG分析

図表 | 心臓発作レジストリーにより診療ガイドライン遵守が促進され、
アウトカムが向上
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合は、リビジョン（再置換術）と呼ばれる、人工関節を修
復または入れ換える再手術が必要になる。

1979年にスウェーデン股関節形成術レジストリーが開
始されて以来、リビジョンの比率（1年間に行われた完全
股関節形成術の総数に対する、リビジョン手術が必要に
なった件数の割合）が10％に低下した。これは世界的に
見ても非常に低い水準である。レジストリー・データを
基にしたBCGの分析では、2000～2009年の間にスウェー
デン国内で約7,500件のリビジョン手術を回避できたと
見積もっている。すなわち、スウェーデンのリビジョン
比率が同時期の米国と同等であったと仮定した場合、実
際の件数よりもこれだけ多くの手術が行われていたと想
定されるわけだ 4。これは、年間、約1,400万ドル、10年間
で約1億4,000万ドルのコストが削減できたことを意味
する。この金額は、同時期のスウェーデン国内における
完全股関節形成術の総コストの約8％に相当する 5。

米国では、2005年に完全股関節形成術で60億ドルの
医療費が発生し、2015年には240億ドルに膨れ上がると
予想されている。これと同じ前提で試算すると、もし米
国のヘルスケアシステムにおいて、2015年までに、リビ
ジョン比率を現在のスウェーデン並の10％に引き下げ
ることができたら、240億ドルにのぼる総コストのうち
20億ドルを節減できることになる 6。

米国におけるレジストリー構築・活用に向けた課題

BCGの調査・研究によって、レジストリーは、アウトカ
ムを改善して、医療費を低減し、そして、ヘルスケア・バ
リューを向上させるための強力な基盤として機能しう
ることがわかった。しかし、米国で、スウェーデンなど
の国と同様の広範かつ包括的なレジストリーを構築す
るには多くの課題がある。

その後の結果を見ると、一般公開が大きな変曲点で
あったことがわかる。2005～2007年の間、クオリティ・
インデックスの平均スコアは年平均13％上昇した。成
績が下位50％の病院の同時期の平均スコアの伸びがわ
ずか7％だったことを見ると、成績上位の病院と成績下
位の病院の間でクオリティの格差が広がっていたこと
が伺える。しかし、データが完全に公開された後の2007
～2009年には、全体平均スコアが年平均22％という、そ
れまでの倍のペースで伸び、成績下位50％の病院にい
たっては、クオリティ・スコアが40％も上昇した。つま
り、クオリティの格差が大幅に縮まったのである。2011
年にはEUの診療ガイドラインから大幅に逸脱する病
院はゼロになった。これは、政府や医療保険などペイ
ヤーがガイドラインの遵守を要求したり、監視したりし
たからではない。アウトカムの公開、医療従事者のプロ
フェッショナリズムと競争意識、そして、患者により良
い治療結果をもたらしたいという意欲がしっかりと結
びついたためである。

コスト低減とアウトカム向上の両立

レジストリーによってエビデンスに基づく継続的な
改善が実現したが、これは、過去数十年間にわたって製
造業界を席巻した「総合的品質管理（TQM）活動」と多く
の類似性がある。TQMの基本的な考え方のひとつが、
「質の向上がコストの低減という副次的効果をもたらす
場合が多い」というものである。データが非常に限られ
るにもかかわらず、この現象がレジストリーにもあては
まることを示すケースがいくつも見られた。

その一例が完全股関節形成術（人工股関節置換術）で
ある。これは珍しい手術ではなく、ほとんど成功するが、
場合によってはうまくいかないケースもある。その場
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5 J.	Kärrholm	他 ,	“Improved	Analyses	in	the	Swedish	Hip	Arthroplasty	
Register,”（2007年2月14～18日にサンディエゴで開催されたAmerican	
Academy	of	Orthopaedic	Surgeonsの年次総会で発表）、および	
M.	Skutek	他 ,	“International	Epidemiology	of	Revision	THR,”	Current 
Orthopaedics,	2006,	20（3）

6 S.	Kurtz	他 ,	“Projections	of	Primary	and	Revision	Hip	and	Knee	
Arthroplasty	in	the	United	States	from	2005	to	2030,” Journal of Bone 
and Joint Surgery	（American	ed.）,	2007,	89（4）、および S.	Kurtz	他 ,
“Future	Clinical	and	Economic	Impact	of	Revision	Total	Hip	and	
Knee	Arthroplasty,” Journal of Bone and Joint Surgery	（American	
ed.）,	2007,	89	（supplement	3）

	 Stefan	Larsson
	 Peter	Lawyer

本稿は、BCGレポート“Improving Health Care Value”（2011年
12月）を抜粋・翻訳したものです。

Stefan	Larsson
BCGストックホルム事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレク
ター、ヘルスケア・ペイヤー&プロバイダー・セクターのグローバル・リー
ダー

Peter	Lawyer
BCGミネアポリス事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレクター

注：
レジストリーによる包括的なアウトカム・データの収集とその活用を通じ
たアウトカム向上への取り組みは、ペイヤー、医療提供機関、患者に大き
な恩恵をもたらす。これを推進するためにBCGは、マイケル・ポーター教
授が主導するハーバード・ビジネス・スクール競争戦略研究所、および、ス
ウェーデンのカロリンスカ研究所と共同で、International	Consortium	of	
Health	Outcomes	Measurement	（ICHOM）を創設した。
ICHOMのミッションは、バリュー志向の医療改革を世界的に推進する触
媒の役割を果たすことである。共通の基準に基づくアウトカムの体系的な
追跡・報告を促進し、新たな方向の医療改革を進めるために必要な最初のス
テップを支援する。こうした基本的情報が整備できれば、主なステークホ
ルダーは、求められるアウトカムを達成するための適切な投資水準につい
て、より合理的な議論ができるようになる。これが、バリューベース・ヘル
スケアの世界規模でのより広範な導入、ひいては、あらゆる人々にとっての
よりよいヘルスケアにつながると私たちは信じている。

米国の医療費支払いシステムは非常に複雑で分散し
ており、同一の専門分野においてすら、共通の報告基準
やアウトカムの評価基準がほとんど存在しない。また、
医療機関にレジストリーへのアウトカムの報告を義務
づける全国レベルの仕組みがない。さらに、患者固有の
識別コードが導入されていないために、研究者が複数の
異なる病状のデータを横断的に組み合わせて、複合的併
存疾患の影響を検討することもできない。

こうした障害があるにもかかわらず、米国にも優れた
レジストリーが一部存在する。しかし、レジストリーの
さらに広範かつ体系的な活用を根付かせるためには、主
要ステークホルダーがレジストリーの使用を強く後押
しする必要がある。データを収集するための共通基準
を作り、広く臨床医の支持と参画を得るために、医療の
専門家が主導的な役割を果たすべきである。

連邦政府は、レジストリーの構築を促進する法令・規制
面の枠組み作りと、レジストリーを立ち上げるための資
金提供という形での支援が可能である。また、レジスト
リーが提供する質の高いデータの活用により、ヘルスケ
アシステムが、アウトカムの向上と医療費の抑制に向け
た真のイノベーションに注力できるようになるため、民
間企業もレジストリー構築を支援すべきである。

1 Michael	Porter, Elizabeth	Teisberg, Redefining Health Care: Creating 
Value-Based Competition on Results（Harvard	Business	Press,	2006年）

2 Euro Health Consumer Index 2009,	 	Health	Consumer	Powerhouse,	
2009年（http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2009-
090925-final-with-cover.pdf）

3 BCGレポート“From Concept to Reality: Putting Value-Based Health Care 
into Practice in Sweden”（2010年11月）（https://www.bcgperspectives.
com/content/articles/biopharma_health_care_payers_providers_
health_care_from_concept_to_reality/）

4 Agency	for	Healthcare	Research	and	Quality,	Healthcare	Cost	and	
Utilization	Project	（HCUP）,	HCUP	Nationwide	Inpatient	Sample	
（NIS）,	2007–2009（http://www.hcup-us.ahrq.gov/nisoverview.jsp）
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《日本の読者のみなさまへ》

「変わらなきゃ	も	変わらなきゃ」というテレビCMが
一世を風靡したのは1996年。今から17年前です。本稿
で紹介している戦略コンセプトは「変化適応力」。今日
ほど変化への対応力（スピードと柔軟性）が企業として
の成否に影響する時代はありません。キャッチコピー
としては、さしづめ「いつまでも変わり続けなきゃ」と	
いうところでしょうか。
戦略とは「目指す姿」と「現状」の間にあるギャップを

埋めるための方策です。通常、戦略立案においては、	
なんらかの将来の事業環境を想定します。複数の異なる
将来を想定して戦略を組み立てるシナリオ・プランニング	
の重要性が叫ばれて久しいですが、では、「環境は常に	
変わり続ける」─この前提に立った時にはどのような
アプローチが有効なのでしょうか。日本企業にとっても
無視できない大きな問いに対して本稿が何らかのヒント
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
木村　亮示

事業環境の大混乱という現象自体は今に始まったも
のではないが、今日では以前に比べ、その発生頻度が増
している。1980年代半ば以来、デジタル化、ネットの普
及、貿易自由化、グローバル競争、ビジネスモデル・イノ
ベーションなどさまざまな変化が同時に起こる「パー
フェクトストーム」により、「ニューノーマル」と呼ばれ
る、混乱が常態化する状況が生まれている。こうしたな
かで、既存のポジションやビジネスモデルが、これまで
にない速度で蝕まれつつある。

私たちの分析によれば、事業環境の変化は激しくなる
一方である。たとえば売上の伸び、売上高ランキング、
営業利益率の変動幅は、1960年代の倍以上となってい
る。また、混乱が続く期間も以前よりはるかに長くなり、
大混乱期の平均期間は過去30年間で4倍になっている。

混乱期のもうひとつの特徴は、企業が安定期に生み出
した企業価値のかなりの部分が失われてしまうことで
ある。本稿の分析の対象企業においては、この30年間、
安定期にあたる四半期には時価総額が8倍に増加した一
方、大混乱期にあたる四半期には、企業価値の3分の1が
失われた。しかも近年は、この傾向が増幅してきている。

このような困難な事業環境に直面して、経営幹部は今
こそ、「アダプティブ・アドバンテージ」（変化適応力によ
る競争優位）と呼ばれる技を習得しなければならない。

アダプティブ・アドバンテージ・
ランキング　2012
─激動期を勝ち抜く
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クスのスコアの高さと、調査対象の6年間の時価総額の
拡大ペースの間には強い相関が見られた。同じ期間に
おける株主総利回り（TSR）にも同じパターンが認められ
た。「BCGアダプティブ・アドバンテージ・インデックス」
で上位10％にランクインした企業の2006～2011年に
おける時価総額の年平均成長率は、下位10％に属する企
業に比べ、平均して31%ポイントも高かった。より長期

アダプティブ・アドバンテージの価値

ハーバード・ビジネス・レビュー誌に最近発表した論
文で述べたように、変化適応力の高い企業は競合他社よ
り巧みにかつ迅速に、そして経済効率よく適応し、学習
する 1。自社には他社と比べてどれほどの変化適応力が
あるのか、また、適応力の高い企業に見られる特徴的な
やり方はどんなものか、を学ぶことで、自社の変化適応
力を高めていくことができる。私たちはこうした取り
組みの参考にしていただけるよう、公表されているデー
タを用いて複数の業界にわたって変化適応力を分析で
きる「BCGアダプティブ・アドバンテージ・インデック
ス」を開発した。

今回の分析では、過去6年間で最も混乱が激しかった
時期（7つの四半期）における各企業の時価総額の成長率
について、それぞれが属する業界内の相対的優越性を測
定した。その結果、最も厳しい環境で競合他社を上回る
成果をあげた企業を特定することができた。具体的に
は、2005年10月から2011年9月までの期間を対象に米
国の上場企業2,500社について分析し、そのうち100以
上のスコアを獲得した417社を、「変化適応力が高い企
業」または「変化適応力がきわめて高い企業」とした。お
おまかに言えば、たとえば獲得スコアが105の場合、その
企業は混乱期にあたる四半期における、1四半期あたり
の企業価値創造が、業界平均を5%ポイント上回ってい
たことを意味する。これは厳しい時期にあっては大き
な成果であり、長期的にもきわめて重要な効果をもたら
しうる。

私たちはこの分析を行うなかで、変化適応力の主な特
性をいくつか見出すことができた。第1に、変化適応力
は短期的にも長期的にも価値を生み出す。このインデッ

十分位階級別
時価総額平均の年平均成長率（1982–2011年）2（%）

十分位階級別
時価総額平均の年平均成長率（2006–2011年）1（%）

アダプティブネス・スコア十分位階級
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1	2006-2011年は米国上場企業2,217社を対象に分析
2	1982-2011年は米国上場企業1,209社を対象に分析
出所：Compustat、BCGバリューサイエンス・センター、BCG分析

図表 1 | 変化適応力は短期的にも長期的にも価値を生み出す
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（各業界でインデックスのスコアが最も低かった企業）
の企業価値は40%減少した（図表2）。

第3に、変化適応力を見るとその企業が将来にわたり
企業価値を増加できるかどうかを予測できる。「BCGア
ダプティブ・アドバンテージ・インデックス」のスコアが
高い企業は概して、同インデックスのポイントが低い企
業よりも、将来的に企業価値がより大きく上昇する可能
性が高かった。

第4に、変化適応力の価値は高まっている。「BCGア
ダプティブ・アドバンテージ・インデックス」のスコアの
高さと、企業の成長との関連性は、この30年間で2倍も
強まっている。

変化適応力が高い企業の特徴は何か

私たちの研究から、アダプティブ・アドバンテージは次
の5つの組織能力に根差していることがわかっている。

（1）	シグナル感知・対応力：素早く変化のシグナルを読
み取って対応する能力

（2）	トライアンドエラーからの学習能力：迅速に、かつ
経済効率よく実験を行って変化に対応するための
新しく、より優れた方法を学ぶ能力

（3）	組織進化力：知識フローや多様性、リスクテーキン
グ、協働、柔軟性などの要素を強化して適応力の高
い組織を構築する能力

（4）	システム適応能力：複数の企業から成るエコシス
テムの多様性と適応能力を活用する能力

（5）	エコソーシャル対応能力：短期的、長期的の両面で
ビジネスモデルを環境、社会、経済の各分野の変化
に継続的に適応させる能力

の1982～2011年で見ても、同インデックスにおいて上
位10％の企業の時価総額の年平均成長率は、下位10％
の企業に比べ、平均して18%ポイント高かった（図表1）。

第2に、変化適応力の違いにより、強い企業とその他の
企業との間で格差が生まれることが確認された。環境
が安定していた四半期には、適応力の高い企業も低い企
業も企業価値が増加しているが、適応力の低い企業のほ
うが増加のペースが少しだけ速い傾向にある。しかし、
混乱期にあたる四半期には、適応能力が最も高い水準の
企業は増加している一方、適応力が最も低い水準の企
業はたいてい大幅に落ち込んでいる。たとえば2006～
2011年には、こうした格差によって適応能力の高い企業
群の企業価値は倍増したが、適応力が著しく低い企業群
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変化適応力がきわめて高い企業 変化適応力が著しく低い企業

出所：Compustat、BCGバリューサイエンス・センター、BCG分析

図表 2 | 変化適応力は、混乱期における企業価値創造の助けとなる
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ような屈曲ポイントにおいては、そうする可能性が高く
なる。ターゲットではこうした屈曲ポイントにいる顧
客を特定することで、顧客1人当たりの平均購買額の拡
大を図っている。

第3ステップでは、このような洞察を活用して、顧客ご
とに適切なメッセージを見極める。たとえば、出産した
ばかりの女性にはベビー用品のキャンペーン、新規顧客
の獲得には食料品部門における特典、学生には新学期前
のスクール用品セールといった具合に。そして、こうし
たメッセージを、その顧客が最も利用しそうなオンライ
ンおよびオフラインのチャネルを使って発信する。

これらのステップを通じて、ターゲットは妊娠中の
女性顧客が妊娠のどれくらいの時期にいるかを予測す
ることができるようになった。この情報をマーケティ
ングに活用して、たとえば乳幼児用紙オムツのダイレク
トメールを送るべき顧客をより正確に特定し、送付先を
30%増やすといった成果をあげている。こうしたマーケ
ティング策により、クーポン引換率は大幅に上昇し、紙
オムツとベビー用品全体の売上が増加した。このような
シグナル読み取り戦術が功を奏して、同社は2006年から
2011年にかけて収益を17%、EBIT（支払金利前税引前利
益）を6%伸ばした。同じ期間に、総合小売業界全体では
収益は4%しか伸びておらず、EBITは7%減少している。

トライアンドエラーからの学習能力

スリーエムは、ポストイットをはじめ、年間数百種類
という新製品を生み出す秘訣を身につけている。その
おかげで「BCGアダプティブ・アドバンテージ・インデッ
クス」で108ポイントを獲得し、変化適応力がきわめて高
い企業群の1社と位置づけられている。

ここでは、この中からシグナル、トライアンドエラー、
エコソーシャルの3つの組織能力について代表的な事例
をご紹介したい。

シグナル感知・対応力

米国の大手小売チェーン、ターゲットは、刻々と変化す
る小売業界の競争にさらされ続け、同社の顧客分析担当
グループマネジャー、アンドリュー・ポール氏の言葉によ
れば「この5年間に、それまで50年間よりも大きな変化
が起こった」市場に直面していることに気づいた。景気
後退下の大混乱期を乗り越えるために、同社のグレッグ・
スタインハフェルCEOは、2008年の成長ドライバーとし
て、顧客ロイヤルティの強化、ショッピング頻度の向上、
顧客一人当たり購買額の拡大、という3点を掲げた。

ターゲットは、これらの目標を達成する武器のひとつ
として、シグナル感知・対応力を活用した。同社はこの
能力を高めることで、「BCGアダプティブ・アドバンテー
ジ・インデックス」において105ポイントという高得点を
たたき出し、適応力がきわめて高い企業群のうちの1社
に入っている。

ターゲットは3つのステップにより、さまざまな雑音
の中から重要なシグナルを拾い上げ、それらを具体的行
動につながる情報へと変換している。最初のステップ
では、顧客に関するデータを社内外から入手し、それら
を活用して「顧客像」を構築する。第2のステップでは、
それらのデータに隠れているパターンを読み取ってい
く。隠れたパターンとは、結婚、妊娠、新居への引っ越し、
卒業など、通常の購買習慣から逸脱する「屈曲ポイント」
である。大部分の買い物客は、すべての家庭用品と食料
品をひとつの店でまとめて購入することはないが、この
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いいほど転用あるいは再利用されます」とスリーエムの
前CEO、ジョージ・バックリー氏は語る。

スリーエムにとっては、トライアンドエラーが標準的
な業務慣習となっている。取り組みの成功度を測る尺
度のひとつが、同社が開発した「新製品バイタリティ指
数（NPVI）」だ。これは、全売上高に占める、過去5年間に
発売された製品による売上の割合を計算した指数であ
る。同社は、2009年の大混乱期においても、NPVIを29%
に保ち、これが結果的に会社全体の成長率を1～2%押し
上げ、競合他社を上回る業績をあげる助けとなった。

エコソーシャル対応能力

米国の大手廃棄物処理企業のウェイスト・マネジメン
トといえば、以前はゴミを埋め立て地に運搬するイメー
ジばかりが強い地味な会社だった。エコソーシャル対
応能力を有する企業の例として、すぐには思い浮かばな
いかもしれない。では、同社が「BCGアダプティブ・アド
バンテージ・インデックス」で101ポイントを獲得し、適
応力が高い企業に分類されている理由はどこにあるの
だろうか。

元々埋め立て処理を専門としていた同社は現在、ゴミ
処理だけでなく、リサイクル、再生可能エネルギー、企業
向けの廃棄物削減に関するコンサルティングなど、サス
テナビリティ（持続可能性）関連の活動からも大きな利
益をあげている。1988年にはシアトル市のリサイクル・
プログラムを立ち上げ、大都市のリサイクル・プログラ
ムの運営に他社に先駆けて参入した。現在は北米最大
のリサイクル企業に成長し、自治体、企業、一般家庭向け
の施設を131カ所運営している。リサイクル事業による
収入は、2006年から2011年までに74%増加し、2011年
には16億ドルに達した。

特にここ6年間は、混乱の時期にあっても、産業財分
野の他の複合企業を引き離すペースで時価総額を増加
させてきた。業界全体の時価総額が45%減少したにも
かかわらず、スリーエムの時価総額は5%増加している。
この卓越した成果をもたらした秘訣のひとつは、トライ
アンドエラーの経済性が競合他社より優れていること
である。

トライアンドエラーの経済性を高めるために、スリー
エムはいくつかのことを巧みに行っている。まず、アイ
デア創造を促進するために、日々の就労時間の15%を「ス
ラックタイム（自由に使える余裕時間）」に充てることを
従業員に許可したり、アイデアのブレーンストーミング
や共有を行う技術フォーラムを開催したりしている。ま
た、実験に移すアイデアの件数を増やすために、「ジェネ
シス」プログラム（既存の枠組みでは予算がつかないアイ
デアに資金を供給）など複数の資金助成プログラムを用
意している。さらに、成功した実験の拡大展開を加速す
るために、「ペーシング・プラス」プログラム（飛躍的な進
歩をもたらす‘リープフロッグ型’技術が対象）や「加速イ
ニシアティブ」（大規模な機会や市場が対象）といった取
り組みを行っている。これらの取り組みにより、実験に
より多くの経営資源を配分できるようにするとともに、
アイデアが商品化されるまでの時間を短縮している。

こうした一連の取り組みを支えているのが同社の企
業文化である。トライアンドエラーへの取り組みに報
いるような技術職・管理職のキャリアパスを提供し、革
新的な成果をあげた人材を表彰している。また、失敗を
許容する風土も醸成している。「スリーエムには多種多
様な技術と幅広いエンドマーケットがあるため、研究開
発には『失敗』という言葉はほとんど当てはまりません。
私どもの会社では、発明されたものはほぼ必ずといって
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アダプティブ・アドバンテージ構築への道すじ

アダプティブ・アドバンテージを構築するためには、
次の3つの具体的ステップを踏むことが求められる。

ステップ1：自社が属する業界で最も適応力の高い企業
を明らかにする。　次のような重要な問いについて考
えてみよう。自社が属する業界の混乱の度合いはどれ
くらいか。業界内で最も適応力の高い企業はどこか。
自社は主な競合他社に比べ、適応力が高いのか、低いの
か。競合他社は、時間とともに適応力を高めることによ
り、優位性を獲得しているか。自社より適応力の高い競
合他社から学べることは何か。

ウェイスト・マネジメントではさらに、ゴミから電力
を生み出す廃棄物発電事業も加速度的に拡大してい
る。同社の廃棄物発電関連の子会社であるホイールア
ブレーターは、収入ではウェイスト・マネジメントの約
7%を占めるにすぎないが、2009年以来、純利益では最
大12%を稼ぎ出している。ウェイスト・マネジメント
は、埋立地ガス利用エネルギー（LFGTE、Landfill-gas-to-
energy）のプロジェクトも110カ所で手掛けている。こ
れらの事業を合わせると、110万世帯に供給するのに十
分な電力を生み出している計算だ。これは米国内の太
陽発電業界全体の発電量を上回っている。

また、ウェイスト・マネジメントでは現在、増え続ける
廃棄物と、エネルギーや資源価格の上昇への対応を迫ら
れる企業に対し、「サステナビリティ・サービス」も提供
している。これは、企業に資源の使用量と廃棄物を削減
する方法をアドバイスする事業である。

同社は顧客が環境の維持・改善に以前より大きな価値
を見出すようになったことをとらえて、こうした価値を
「満たされていないニーズ」として扱い、それらに対応す
るなかで収益がとれる新たな事業とビジネスモデルを
構築した。その過程で、サステナビリティという至高の
目標を達成する。すなわち、正しいことを行い、それに
対して報酬を得られるようになったのだ。リサイクル
事業と再生可能エネルギー事業のさらなる成長と利益
率拡大のおかげで、ウェイスト・マネジメントは混乱期
にも他社を大きく引き離すペースで時価総額を増加さ
せている。

図表 3 | 変化適応力がきわめて高い大企業　2012年

以下の条件を満たした企業（27社）
•	 時価総額200億ドル超
•	 BCGアダプティブ・アドバンテージ・インデックスで
スコア100以上、すなわち、自社の属する業界内で上位
50%に位置する

3M
Allergan	
Amazon
Apple
Baxter
The	Coca-Cola	Company
Cognizant
Covidien	
Danaher	Corporation
Deere	&	Company
DirecTV
Disney	
Express	Scripts
Ford	Motor	Company

Google
MasterCard
McDonald’s	
Nike
Occidental	Petroleum
Precision	Castparts	
Priceline.com
Southern	Company
Target
Time	Warner	Cable
TJX	Companies
VMware
Yum!	Brands
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1 Martin	Reeves、Mike	Diemler、“Adaptability: The New Competitive 
Advantage,”	Harvard	Business	Review,	July-August	2011	（邦訳：	「適応
力の競争優位　持続的成長の組織能力」ダイヤモンド・ハーバード・ビ
ジネス・レビュー　2011年11月号）

	 Martin	Reeves
	 Claire	Love
	 Nishant	Mathur

本稿は、BCGレポート“The Most Adaptive Companies 2012：
Winning in an Age of Turbulence”	（2012年8月）を抜粋・翻訳
したものです。

Martin	Reeves
BCGニューヨーク事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレク
ター、BCGストラテジー・インスティテュート　ディレクター

Claire	Love
BCGニューヨーク事務所	プロジェクト・リーダー

Nishant	Mathur
BCGムンバイ事務所	コンサルタント

ステップ2：自社の適応力を評価し、強みを明らかにす
るとともに、不足している部分を探る。　アダプティブ・
アドバンテージの基となる5つの組織能力、すなわち、シ
グナル感知・対応力、トライアンドエラーからの学習能
力、組織進化力、システム適応能力、エコソーシャル対応
能力に関わる自社の強みと弱みを評価する。

ステップ3：組織能力が不足している部分に対処するた
めの施策を策定し、実行する。　たとえば、次のような
ことを行う。

•	世の中のトレンドや不確実性を察知し、対応する。
•	自社の先進的・実験的なトライアンドエラーに関わる
経済性を測定し、管理する。

•	重要な意思決定に際して「異議を唱えることを必須と
する」という考え方を取り入れ、多様性と適応を促進
する。

•	次に自社の戦略を評価する際は、分析単位を「会社」か
ら自社が属する「エコシステム」へと変更してみる。

•	マイナスの外部要因を事業機会に転換する。

•			•			•

変化適応力を高めることで大きな財務的リターンを
得られる可能性がある。私たちの分析によると、適応力
が高くない平均的な大企業は、2006～2011年の間に当
初の企業価値の13%を失っている。企業は変化適応力
という面での自社の競争優位性を把握し、それを高める
ことにより、激動期においても企業価値を高め、維持で
きるよう積極的に態勢を整えていくことができるので
ある。
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《日本の読者のみなさまへ》

BCGは、先進国の多国籍企業が新興国市場へ参入する
企業活動に加えて、その逆の流れ、すなわち、新興国企業
が地場市場での成功を足がかりに、グローバル市場で
も存在感を発揮する動きに注目しています。私たちが
「C2L（Challenger	to	Leader）」と呼ぶこの現象の背景に
は、日本の経営者が参考にすべき卓越したリーダーシップ
があります。
筆者らは、成功する新興国のビジネスリーダーが共通
して備えている、大胆な適応力とスピード感、並はずれた	
決断力と実行力を、「アクセルレーター・マインド（加速
思考）」と名付け、これこそが彼らが世界市場に持ちこんだ、
もっとも永続的かつインパクトをもたらす資質であると
説きます。
あなたの会社は、アクセルレーター・マインドに満ちた
リーダーが指揮する新興国企業と伍して、巨大な新興国
市場の獲得競争に参加する準備はできているでしょうか。

シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
市井　茂樹

20世紀初頭にフレデリック・テイラーが「科学的管理
法」を提唱して以来、ピーター・ドラッカー、アルフレッ
ド・チャンドラーほか多くの学者がさまざまな経営理論
を発表してきた。現代の欧米企業は、こうしたきっちり
定義された規範に基づいて経営されてきた。明確な企業
戦略により、少なくとも資本コスト以上の利益をあげ、市
場全体より高い成長率で売上を拡大することが求められ
る。そして、「理論」に基づいてポートフォリオを管理す
ること、すなわち、業績の悪い事業からの撤退も含め、定
期的に事業構成の見直しを行うことが必要とされる。さ
らに、証券アナリストが、高い財務業績をあげたからと
いってはCEOを称賛し、逆に、1株あたり利益が1セント
減少したからといってはこてんぱんにやっつける。こう
した状況では、針路を変えるチャンスなどあまりない。

しかし、中国やインドの起業家たちと話すと、彼らは
戦略に対してまったく異なる考え方をしていることが
わかる。たとえば、こうしたリーダーたちは旧来のROI
の算定は、実際のビジネスにはあまり関係ないと思って
いる。圧倒的な勢いで成長している環境にあっては、す
べての価値は企業のターミナルバリュー（永続価値）に
あるからである。急成長中の市場では、より速く、より
創造的に動くこと、そして、走りながら学ぼうとするこ
とが必要だと、彼らは考えている。彼らにとって価値創
造とは、曖昧な状況でも不安を感じず自信をもって行動
できる姿勢から生まれるものである。それは、投資や人
材、迅速なサイクルに裏打ちされたものであり、プログ
ラム化された事業計画や、小数第2位レベルの予測によ
りもたらされるものではない。

アクセルレーター・マインド
（加速思考）
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しかし、この賞金の一部を勝ち取るためには、新興国
の起業家たちがもつアクセルレーター・マインドを身に
つけなければならない。彼らは、新興国市場でかつてな
いレベルの成長と機会に投資してきたパイオニアであ
る。以下に、そうした新興国のリーダーたちのなかから
3人のストーリーを紹介したい。

アナンド・マヒンドラ
マヒンドラ・アンド・マヒンドラ　会長兼マネージング・
ディレクター
「もし10年前にあなたがたが私たちの会社を見て、私
が売上を10億ドルから140億ドルに増やすと言ったと
したら、誰も信じてくれなかったでしょう。でも、それ
を私たちは達成したのです。10年後には、量・質両面で
世界で最も尊敬されるブランド、トップ10に入りたい
と思っています」

─アナンド・マヒンドラ

アナンド・マヒンドラ氏は、アクセルレーター・マイン
ドをもつ才気あふれるリーダーである。1977年にハー
バード大学をきわめて優秀な成績で卒業し、1981年に
ハーバード・ビジネススクールでMBAを取得。ビジネ
ススクール修了後、帰国して親族が経営する企業グルー
プに入社し、昇進を重ねてマネージング・ディレクター
になった。彼は、欧米式のマネジメント・スタイルと、ア
ジア的な大志やイノベーションを組み合わせて、オフ
ロード車と農業用トラクターのインド最大メーカーで
あったマヒンドラ・アンド・マヒンドラ（M&M）を、わず
か30年でグローバルな有力企業へと変身させた。

彼のリーダーシップの下、M&Mは韓国の自動車会
社、電気自動車メーカー、欧州の複数の自動車部品メー
カー、さまざまな IT企業を買収し、宇宙航空機企業にも

大志を抱き、大胆で、適応力が高く、そして、必要とあ
れば攻撃的になる─「アクセルレーター・マインド（加
速思考）」とでも呼ぶべきものを、こうしたビジネスリー
ダーたちは備えている。

ユーチューブに、中国の15階建てホテルが、プレハブ
工法によりほんの数日で建設される模様を映した2分
間のビデオが掲載されている。これを見れば、「アクセ
ルレーター・マインド」がどんなものか、感じ取っていた
だけると思う。まさに驚くべき光景だ。しかし、これに
似た快挙をやってのけるビジネスリーダーが大勢いる。
広範な事業を営み、驚異的な成長目標をもつ多角的企業
を、彼らはつくり出している。こうした早送りのやり方
で、壮大な夢のように見えるものを現実に変え、そうす
ることで世界経済を塗り替えているのだ。

彼らのなかの多くがすでに自分たちの会社をグロー
バルの舞台にはばたかせているが、それにともない彼ら
のこうした考え方も世界市場に持ち込んでいる。彼ら
が世界に「輸出」しているもののなかでも、これこそが
もっとも永続的なインパクトをもたらすものだと私た
ちは考えている。

新興国のパイオニア

中国とインドの消費者市場は、2020年までにおおよそ
3倍に拡大し、年間10兆ドルに達すると私たちは推計し
ている。今後、この両国の消費者たちの、食料品、衣類、
日用品、自動車、ヘルスケアサービス、コンピュータ、電
子機器など、現代的な快適さや便利さにつながるありと
あらゆるものの購買量は増加の一途をたどる。こうし
た完成品の購買が、鉄鋼、セメント、石炭、木材、綿、化学
品などさまざまな資材の需要を刺激する。
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や写真撮影、描画などさまざまな技術を独習で身につけ
た劉氏は、こうした技術のおかげで危険な仕事から脱け
出すことができた。彼は、本社に異動になり、さまざま
な技術を生かして仕事に励みつつ社内で人脈を広げて
いった。そして、社内選考を突破し、その会社から瀋陽
にある東北大学に派遣される、たった2人のなかの1人
に選ばれた。彼は同大学でも努力を重ね、博士号を取得
した。劉氏が中国にソフトウェアパークをつくりたい
という夢を初めて抱いたのは、アメリカ国立標準技術研
究所でリサーチフェローとして働いていたときだった。
その後、中国に帰国すると、東北大学に研究室を開いた。
この研究室のウェブ・アドレスである「neu.edu.cn」が、
彼が設立した会社の社名の元となった。

東軟集団は1996年に株式公開した。当時の売上は
750万ドルで、利益は200万ドルに満たなかった。その
後、売上は100倍近くに拡大し、売上の10％程度の利益
をあげている。現在、同社は時価総額16億ドルで、通信、
エネルギー、金融、社会保障、ヘルスケア、製造業、運輸、
教育などさまざまな業界向けに ITソリューションサー
ビスを提供している。同社は中国最大のITソリューショ
ン・ITサービス企業であり、世界中の多くのデジタル家
電、携帯端末、自動車、IT製品に同社製ソフトウェアが埋
め込まれている。

劉氏はビジネスでこのような大成功をおさめている
が、もっとも誇りに思っているのは、中国に IT専門大学
を設立する意思決定をしたことだ。現在3つのキャン
パスがあるが、そのなかで最大の大連のキャンパスでは
14,000人を超える学生が学んでいる。これらの大学は
米国の単科大学に似たスタイルで、コンピュータ・サイ
エンス、ソフトウェア・エンジニアリング、ITマネジメン
ト、デジタル・アート、英語、日本語など34の専攻を設置

出資した。そのほか同社の事業は、不動産、金属、投資
ファンドなど多岐にわたる。同社の成功のひとつが、初
のインド製世界市場向けSUV、スコーピオだ。また、同
社のトラクターは、インド市場で40％を超えるシェアを
有している。

米国の農業機械市場では、ディアなどの競合企業がい
るなか、M&Mはいくつかの州の小型トラクター市場で
20％程度のシェアを獲得している。また、中国のトラク
ター市場では最大手の一角を占めるが、目標はナンバー
ワンになることである。「人生は短いのだから、ナンバー
2なんかじゃいられない」とアナンド・マヒンドラ氏は話
している。

このようにM&Mはグローバル市場で高いポジション
を獲得しているが、それでもマヒンドラ氏は母国市場に
多大な投資機会があると見ている。「もし私にさらに何
十億ドルもの資金があったら、もちろんインド国内への
投資を続けます。私たちのグループには大きな規模が
あります。実のところ、グローバル化を進めるインド企
業に投資するなら、それは世界に投資しているというこ
とだと私は考えています」

劉 積仁（Liu Jiren）
東軟集団（Neusoft）会長兼CEO、東軟情報大学創設者
「我々の会社は中国の IBM、マイクロソフトではあり
ません。独自のビジネスモデルをもっています」

─劉	積仁

劉	積仁氏は、1955年、中国東北部の遼寧省で生まれ、
貧困の中で育った。十代の頃は、国営製鉄会社傘下の製
鋼所で、危険な作業に携わっていた。そこでは、多くの
同僚がけがや顔のやけどを負った。しかし、時計の修理
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倍に成長するという自らの計画をかたく信じている。
彼によれば、インドは転換点にあり、莫大な富の創造へ
の空前のチャンス、ひいては起業家にとっての肥沃な大
地を提供する。そのため、これは十分可能だというので
ある。

彼は、10年で現在30億ドルの売上を300億ドルに増
やすことについて、次のように語る。「私は、これが達成
できない目標だとは見ていません。でも、それは大変な
ことでしょう。強力な戦略的思考のみならず、卓越した
実行力が必要になります」

先進国企業への示唆

19世紀のアメリカで産業革命を実現したイノベー
ターたちやリスクテーカーたちのように、アナンド・マ
ヒンドラ氏、劉	積仁氏、アディ・ゴドレジ氏は冒険家で
ありパイオニアである。たぐいまれな創造力と勤勉さ。
足元ですでに沸騰しつつある市場の成長に拍車をかけ
るための投資や打ち手への自信。そして、並外れた決断
力。彼らはけっして「ノー」という返事を受け入れない。

しかし、彼らだけではない。中国やインドの社会のあ
らゆる階層に、高速で猛烈な生き方をするダイナミック
な人々がいる。貧しく、ハングリーで活力がある人々。
唯一の資格といえば、豊富なエネルギーと進取の気性の
持ち主であり、成功や功績、希望、物質的な豊かさ、より
良い暮らしを夢見ていること。彼らは彼らなりの「アメ
リカン・ドリーム」を描き、その実現に向けて懸命に努力
する覚悟がある。例えば、コンサート・ピアニストをめ
ざす8歳の子供は週に50時間練習し、競争の激しい名門
大学への入学をめざす学生は週に90時間勉強する。欧
米企業の製品と比べて2倍の性能をもちながら価格は半

している。「母国に還元することが私の夢です。イノベー
ションを起こし、新しい事業を創造し、世界を舞台に戦
う能力のある学生たちという資産をつくることが夢な
のです」と、劉氏は語っている。彼は、限界に挑戦して、
飛躍的なスピードでの成長を実現している。アクセル
レーター・マインドをもつ他の起業家たちと同様、より
多くのビジネスチャンスをつくればつくるほど、彼の志
もますます高くなる。

アディ・ゴドレジ
ゴドレジ・グループ会長
「今日、我社は『ten-by-ten』ビジョンを発表しました。
10年で売上を10倍に増やすのです」

─アディ・ゴドレジ

アディ・ゴドレジ氏は穏やかなインド訛りで話すが、
その細身の姿からは希望、大志、成功の歴史があふれ出
ている。「私たちは多くの成功を重ねてきました。でも、
まだやるべきこと、勝ち取るべきビジネスチャンスがた
くさんあります」と彼は語る。

アディ・ゴドレジ氏は、約40年前に日用品を扱う小
さな同族会社を相続して以来、その会社を売上2,500万
ドルから30億ドルへと成長させた。その会社は元々、
1987年に彼の祖父らが創設した錠前メーカーだったが、
現在は、消費財、耐久消費財、化学品、不動産の事業を営
むコングロマリットである。ゴドレジ氏は、マサチュー
セッツ工科大学を卒業、同大で経営学修士号（MBA）を取
得。69歳の今も、自分の会社と母国に対して大志を抱き、
さらに大きく、より広範な事業を営む企業グループとな
る夢をもち続けている。

ゴドレジ氏は、自分の会社がわずか10年で売上高10
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るよう、十分、議論やコミュニケーションを行ってい
るか。

•	中国とインドに関して、自分自身として、また、会社と
して、果敢な志を抱いているか。規模、タイミングの
両面で十分な水準の投資をしているか――2020年に
自分は何の後悔やためらいもなく、役員室で「こうす
ればよかった、こうできたはずだ」という会話をする
ことなどない状態になっているだろうか。自分は10
兆ドルの賞金の正当な取り分を勝ち取ることを確信
しているか。

このチャンスを勝ち取るには、まさに今、行動を起こ
さなければならない。一刻の猶予もならない。

	 Michael	J.	Silverstein
	 Abheek	Singhi
	 Carol	Liao
	 David	Michael

額の電子機器を開発しているエンジニアたちは、週に7
日、1日16時間働く。

このような楽観主義や成長、新たな可能性の潮流を見
るにつけ、私たちは自らにこう問うべきであろう。自分
はアクセルレーター・マインドを持っているか。自分は、
目前に迫っている中国やインドの10兆ドルの賞金獲得
競争に参加できるのか。

経営幹部は、組織を動かす準備をするにあたり、以下
のようなことをよく考えることが重要である。

•	中国やインドの中間・富裕層に新たに仲間入りする消
費者たちの希望や夢、そして、生活水準の向上につれ
て変化するニーズについて、その細部まで実態を把
握できているだろうか。イノベーションを促進し、こ
れらの消費者たちから長期にわたり支持やロイヤル
ティを得られるほど十分に、彼らのことを理解してい
るだろうか。自社は、低価格でも利益を確保でき、し
かも、イノベーションを継続するための資金を生み出
せる、持続的なビジネスモデルを築いているだろう
か。

•	新たな中間層が急拡大し長期的成長が見込める中国
とインドに、もっとも優秀な人材を配置しているだろ
うか。これらの市場における成長機会を具体的に把
握し、もっとも好奇心旺盛で大志をもった従業員たち
がそれらの市場に赴いて成長機会を追求する気にな
るよう、自分自身が十分手を尽くしているだろうか。

•	自社は、中国やインドの中間層市場から得た学びを母
国や他の市場で活用しているか。また、中国・インド
以外の海外拠点が中国やインドでの学びを吸収でき
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原題：	The Accelerator Mindset	（初出：2012年9月）

本稿の内容は、筆者らの共著による書籍	“The	$10	Trillion	
Prize:	Captivating	the	Newly	Affluent	 in	China	and	India”	
（Harvard	Business	Review	Press、2012年10月）に基づいてい
ます。2013年後半に邦訳がダイヤモンド社より刊行される予
定です。

Michael	J.	Silverstein
BCGシカゴ事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレクター

Abheek	Singhi
BCGムンバイ事務所	パートナー&マネージング・ディレクター

Carol	Liao
BCG香港事務所	パートナー&マネージング・ディレクター

David	C.	Michael
BCG北京事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレクター、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
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《日本の読者のみなさまへ》

日本企業の経営において、「投資のディシプリン（規律）」
が問われています。電機メーカーを中心とする業績	
不振の背景には、実を結ぶことの少なかった過去の大型
投資があります。これらの企業では株価の面でも低迷
が続いています。
投資のディシプリンを徹底するために、経営者は2つ
の視点を重視する必要があります。第1に、本稿で取り
上げた「バリュー・パターン」。自社の各事業の価値創出
構造を見極め、どの事業の何を強くするために投資を	
行うのか、常に自問自答しなければなりません。第2の
視点は、「キャッシュフロー・イールド」です。成長投資
一辺倒ではなく、配当政策や財務レバレッジ調整を活用し、
投資家が期待する価値をどう創出するのか、全社及び	
事業毎に最適解を考えることが必要です。
これらの視点は、投資家が企業を評価する目線と共通
しています。今、日本の経営者には、投資家の目線を持って
経営の舵取りをすることが求められているのです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
岩上　順一

「すべての経営上の評価は資本配分に通ず」	 	
	 	─マイケル・J・モーブッサン

現代のCEOの多くの役割のうち、｢投資家としての
CEO｣という側面は、もっとも重要であるにもかかわら
ず、もっとも見過ごされがちなもののひとつである。

資本配分を決定するという重要なCEOアジェンダは、
過小評価されがちだ。資本を振り向ける先を選ぶこと
は大きな賭けである。企業は、一般的に3年から5年の
期間で自社の時価総額の半分を超える額のキャッシュ
を「投資｣する。ここでいう｢投資｣の意味は幅広く、設備
投資、買収、ブランドや技術への投資のみならず、配当や
自社株買い、資本構成、借入金以外の負債の管理など、オ
ペレーション以外の部分も含めてキャッシュフローを
どう配分するか、についての意思決定も含まれる。なか
には、一見事業を継続する上で不可欠な再投資であり、
キャッシュを投入する以外選択の余地がないように思
える場合もある。しかし、ポートフォリオ管理を積極的
に行わず、再投資を｢民主的｣に管理することは誤った選
択であることが多い。

多くのCEOや経営幹部が投資家としての役割を果た
そうと奮闘している。だが、資本配分をきちんと管理し、
長期的な企業価値創出につなげるまでの首尾一貫した
明確なプロセスを有する企業はほとんどない。投資の
失敗は驚くほどよく見られる。S&P1500の対象企業へ
の投資額、8兆ドルのうち、3分の1以上は資本コストを
上回るリターンをあげられていない。5年の期間内に、
約半数の企業が大幅な評価減や主力事業の売却、企業価

投資家としてのCEO
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最後に、よい投資テーマは企業のリスクを明らかに
し、逆の視点もあわせ持つものでなければならない。投
資する側としてはまず、その企業の現在のバリュエー
ションの根底にあるコンセンサスが保守的すぎること
とその論拠、また、その企業の株が下落すると見て売ろ
うとする投資家の考え方がなぜ間違っているのか、をき
ちんと説明できない限り、投資すべきではないからだ。

2人のCEOの物語

明確な投資テーマを策定することで何がどう変わる
か、様々な事業を展開する大手消費財企業の2人のCEO
の例をもとに解説してみたい。まず、1人目のCEOは、
自社の展開するあらゆる事業がそれぞれのセクターの
なかでもっとも成長している企業とならなければなら
ない、という指針を示し、厳格に実行した。彼はすべて
の事業部門をたきつけ、それぞれの市場でトップシェア
を握る企業となり、営業利益率を上昇させ、毎四半期の
予算を上回る結果をあげるよう求めた。各事業部門の
業績は売上成長や在庫回転率から営業利益率に至るま
で、12以上の網羅的な指標を用いて評価した。

こうしたやりかたはオペレーション指標の上では、良
い結果をもたらした。運転資本の効率性は改善し、販売
管理費は減少し、多くの買収により売上は拡大した。さ
らに、この会社は有利な利率で資金を借入れ、自社株買
いを行うことができたため、EPSは4年間で50パーセン
ト近く上昇した。

だが、この会社の競争上のポジションはじわじわと損
なわれていった。利益を上げるための取り組みが、誤っ
た投資によりことごとく帳消しになってしまったのだ。
計画以上の四半期利益を叩きだすというプレッシャー

値が半分以下に減少するといった憂き目を見ている。

多くのCEOが、財務的規律によって投資の失敗を回避
することができると考えている。厳しいCFOがいれば
割引キャッシュフロー（DCF）の概念や1株当たり利益
（EPS）などの指標を駆使して、投資に関する要求をうま
く捌き、失敗から守ってくれると考えがちだ。だが、経
験上、こうした財務ツールはレーシングカーのスピード
メーターのようなものだ。時には有益な案内役となっ
てくれるが、事故を防いでくれるわけでも、車を前に進
めてくれるわけでもない。

もっとよい方法がある。プロの投資家が行うように、
明確な｢投資テーマ｣を策定することだ。これにより、
CEOと経営陣は相反する優先課題のバランスを勘案し、
多種多様な投資に関する意思決定が成功したか否か、長
期的視点から評価することが可能になる。

｢投資テーマ｣とは

｢投資テーマ｣は、企業が投資家に説明するための成長
戦略、つまりエクイティストーリーとは異なる。競合状
況や事業機会とリスクを詳細に分析したうえで、企業が
長期にわたりどのように価値を創出していくか、という
点に焦点をあわせて明確にまとめたものである。

戦略プランなどにありがちな、多くの目標やアクショ
ンを羅列したリストとは対照的に、投資テーマは3年か
ら5年といった一定の期間内に成果を出すべき3～6つ
の重要なアクションにスポットライトを当てる。価値
創出につながる事業機会の実現はささいな要因で阻ま
れがちだが、よい投資テーマは経営のエネルギーをどこ
に注ぐべきかをきちんと示す。
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メントしなければならないということだ。

経営陣はまた、新たな投資テーマを設定したことに
よって、大きな価値を生み出すためのカギとなる3つの
ポイントに重点的に取り組むようになった。第1に、自
社の多くの事業部門をなりゆき任せにすべて成長させ
ようとするのではなく、自社の競争優位性とそのドラ
イバーが何かをきちんと見極めたうえで、明瞭なポート
フォリオ戦略を策定した。経営陣はポートフォリオに
含まれる事業群それぞれの優先課題を識別し、各事業が
どのように価値創造に貢献すべきかを詳細に練り上げ
た。成長に向けて規律を守りつつ投資すべき事業もあ
れば、再生への取り組みが必要な事業もあった。さらに
は、自社内に保有するより他の企業にとってより高い価
値があると考えられ、売却候補となる事業もあった。

第2に、買収に関しては、より厳格で統制のとれたアプ
ローチで臨むようになった。成長のために投資される
キャッシュフローの1ドル1ドルが、株主に1ドル以上
の価値を還元できるかどうかきちんと見極めるためだ。
意義のある買収投資が重要な課題であることに変わり
はない。だが、買収候補先の探索から、取締役会の承認、
買収後の統合マネジメント、最終的なレビューに至るま
で、M&Aプロセスのすべてを効果的に進めるため、この
会社は新たにツールを開発し、経営資源を投入した。

最後に、経営陣はこの新しい投資テーマが現場に根付
き、各事業部門でもきちんと実施されるよう、管理シス
テムを修正した。業務の指標、業績評価や部署レベルの
インセンティブを単純化し、3年を単位とする中長期的
な価値創出と連動するよう設計し直したのだ。さらに、
経営陣はこのコーポレートレベルのテーマの考え方を
事業部門に浸透させるため、集中的にコミュニケーショ

のもと、開発まで長期を要する技術開発投資を削減する
事業部長が出てきた。貪欲な成長志向は、もともと利益
率の低い事業でも大型の買収を行い、利益の質を落とす
結果につながった。粗利益率が低下している状況では、
投資家は販売管理費の削減を悪いニュースととらえる。
（足元でEPSが成長していても）企業がコモディティ化
の道を歩み始めているサインと見るためだ。投資家は
資金を引き揚げ、バリュエーション・マルチプルは利益
成長のスピード以上に低下し、株主収益率は最低レベル
に落ち込んだ。このCEOは職を辞するしかなかった。

彼の後任となった2人目のCEOの示した指針は、戦
略と投資の両面が統合されたものだった。前のCEOと
同様にオペレーション効率を高めることを求めるのみ
ならず、安定株主と真摯に向き合い、彼らの考え方を理
解しようと努めた。彼は、業績を長期的な企業価値につ
なげるため、財務モデルに基づく明確なテーマを設定し
た。これは、のちに「8＋6＝14」として知られるように
なるモデルで、営業利益を年間8％で成長させ、キャッ
シュフロー・イールドを6％になるよう調整すると、14％
程度の年間株主利益率を達成できる、というものだ。

単純にも見えるが、企業の財務上の目標をはっきりと
示すこのやり方は、非常に重要なトレードオフを浮き彫
りにする。オペレーション上の課題は引き続き重視す
る。オペレーションを絶えず改善しなければこのモデ
ルはうまくいかないためだ。しかし、新しいモデルは投
資ディシプリンの重要な役割を明らかにした。企業価
値創出のためには、経営陣は売上増や利益だけでなく、
資本戦略にも重点を置く必要がある。利益を伴う成長
のための｢キャッシュの再投資｣と、キャッシュフロー・
イールドを上げるための、配当、発行済株式数の削減、債
務削減などの｢キャッシュ配分｣の間の綱引きをマネジ
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ポテンシャルのある多くの隣接市場に進出する方法が
見えていない企業も多い。経営幹部は、どうすれば自社
のスタート位置と成長機会に合った投資テーマを作り
上げることができるのだろうか。

企業や業界によってスタート位置は大きく異なるが、
BCGの最新の研究で、いくつかの型があり、それぞれ
に適した特有の企業価値創出の道すじがあることがわ
かってきている。BCGではこれらの型を｢バリュー・パ
ターン｣と名付けた。｢健全な高成長型｣｢ハイバリュー
ブランド型｣｢ユーティリティ型｣｢再生企業｣などがその
一例だ。バリュー・パターンを知ることで、投資テーマ
の境界線を明確にしたり、価値創出のために自社がもっ
とも力を入れるべき取り組みが何かを特定したりする
ことが可能になる。

BCGではバリュー・パターンについて広範な実証的研
究を行い、このバリュー・パターンをいかに投資テーマ
の策定に活かせるか、探究を重ねている。

	 Gerry	Hansell
	 Dieter	Heuskel

原題：	The CEO as Investor（初出：	2012年3月）

Gerry	Hansell
BCGシカゴ事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレクター

Dieter	Heuskel
BCGデュッセルドルフ事務所	シニア・パートナー&マネージング・ディレ
クター

ンを行った。そして、それぞれの事業の状況に応じて成
長とキャッシュフロー・イールドのトレードオフをさら
に明確化した、メリハリのある大胆な投資アイデアを提
案するよう事業部門に促した。

こうした取り組みにより、この会社の経営は大きな変
革を果たした。事業部門のリーダーは、資本は無償であ
り、成長だけが価値を創出する唯一の方法だという考え
方はしなくなった。キャッシュフローの1ドル1ドルを、
持続可能なリターンを得るためにもっとも適した投資
の選択肢に配分するようになった。戦略に見合い、かつ
高いリターンが期待できる買収が発表され、戦略的に焦
点を絞って開発投資が増額された結果、粗利益率が上昇
すると、投資家も信頼を取り戻した。バリュエーション・
マルチプルは上昇し、3年間、および5年間の価値創造実
績は、業界内でもっとも高いものとなった。

正しいバリュー・パターンを特定する

投資テーマを策定しようとする経営陣にとってもっ
とも難しいのは、自社が今いるスタート位置にふさわし
い、注力分野のリストを作ることだ。企業はみな利益と
企業価値を長期的に成長させたいと願う。しかし、たと
えばグーグル、ロシアのガス会社であるガスプロム、バ
イオ製薬企業のギリアド・サイエンス、コングロマリッ
トであるジェネラル・ダイナミクスではそれぞれ、成長
の道すじや優先させるべき課題はおのずと大きく異な
る。また、長い目で見た最善策を選べば、不振事業の縮
小や、資産の流動性を高めるためのリスク資産の除却な
ど、短期的な痛みを避けられないこともある。競争環境
が変化して、ビジネスモデルや、どこで、どう戦うかとい
うことを、一から考え直さなければならないこともある
だろう。主力事業の成長余地は限られているのに、より
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金融危機のさなかのしばらくの間、世界は底知れぬ絶
望を味わった。その後、世界的景気後退が続いたものの、
結局のところ、世界大恐慌の再来には至らずにすんだ。
1930年代のような大恐慌を回避するうえで、各国政府と
中央銀行の協調した取り組みが大きな役割を果たした。
しかし、回復の次の段階を形作るのは、個人と企業の行
動である。

危機の時代の楽観主義

これからの十年に対して暗い展望を描くのはいとも
簡単だ。やはり、いくつかの理由から、世界経済はしば
らくの間、低成長が続くと考えられる。中国、インドの
ような急成長市場でさえ成長が鈍化している。

企業や家計は何年もの間、政府は恐らく何十年もの
間、デレバレッジング（債務の返済、圧縮などにより借入
比率を低下させること）に取り組まなければならない。
失業率の抑制や自国企業の擁護のために保護貿易的施
策を講じる国もある。こうした動きはグローバリゼー
ションのペースを鈍化させる。また、金融機関への規制
強化により、融資や投資が抑制される。

私たちは、このような課題やその影響をはっきり理解
する必要がある。しかし同時に、今日の世界は大きな変
化が起こる寸前であり、チャンスに満ちていることも認
識すべきだ。

戦略的楽観主義
─危機の時代にどう将来を形作るか
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今日の危機は次の成長の大きな波を促進する可能性
が高い。この世界的景気低迷の結果、私たちはみな、自
己改革し、再出発し、より良い状況をつくり出す、またと
ない機会を与えられているのだ。

現在の機会をとらえよ─楽観主義を行動に変えよう

では、これは実際にはどんな意味があるのだろうか。

官僚主義や高齢化、医療・年金コストの増大といった
問題を抱えている国々にとっては、政府計画の根本的再
構築、退職年齢の引き上げ、労働市場の開放、そしてもち
ろん、教育への重点的投資が求められる。たとえばギリ
シャでは、現在のような危機による圧力がなければ、財
政緊縮案が実行されることはなかっただろう。もちろ
ん、現在行われている施策は痛みをともなうプロセスを
たどるだろう。しかし、最良のシナリオをたどるならば、
こうした動きは、ギリシャの人々が発展や繁栄の道筋へ
と戻る助けとなる。

企業は、多くの業界を悩ませている深い構造的問題に
対応するために大きな変化を起こす必要がある。たとえ
ば製薬企業は深刻な二重苦に直面している。つまり、ブ
ロックバスター（大型新薬）の特許切れが相次いでいるに
もかかわらず、それに代わる画期的薬品を開発できずに
いる。自動車メーカーはいまだに生産台数が多すぎ、米
国では、燃費の悪い大型ガソリン車のような不適当な車
種をあまりに多く生産している。また、メディア企業は、
インターネット時代にニュースや音楽、ビデオにお金を
払うよう、消費者を説得するのに苦労している。

世界的景気後退より前の時代は、世界経済の上昇気流
が企業の成功をめざす取り組みを後押ししてくれると

今、成長の原動力は人類史上かつてないほど強くなっ
ている。たとえば、全世界で教育水準の高い優秀な人材
が増加している。テクノロジーは驚異的なスピードで
進化を続けている。グローバリゼーションが進展し、「ネ
クスト・ビリオン」層（「次なる十億人」、中間層と最貧困
層の間に位置する消費者層）の世界経済への参画も進ん
でいる。政治的安定度も以前より改善している。

こうした状況でリーダーには、戦略的楽観主義をもっ
て自らの国や企業の成長、価値、機会を探し、創り出して
いく義務と責任がある。

これが厳しい責務だと思えるとしたら、それは実際に
厳しい責務だからだ。しかし、そこには助けもある。歴
史的にも、危機や大混乱を機に、鬱積した創造的エネル
ギーやイノベーション、根本的変化が爆発的に花開いて
きた。厳しい時代には、ずっと前にしていなければな
らなかった難しい意思決定ができるようになるものだ。
むだを排除し、希少なリソースをより効果的に使うよう
になる。新たな解決策を考え出し、それらを受け入れる。
安全地帯の外に踏み出し、今までの境界を越えて進もう
とする。

1970年代から1980年代前半の主要国における2回の
オイルショックと産業の空洞化の後も、将来の見通しは
暗かった。しかし、技術の発展、鉄のカーテンの解体、経
済的自由化などにより、世界経済に約30年にわたる未
曾有の成長がもたらされた。そこに至るまでには、景気
後退や行きすぎた収益至上主義、不正、バブルといった
事象も起こったが、そうした回り道を経て世界は前進し
た。国連のミレニアム開発目標─極度の貧困と飢餓
の撲滅、乳幼児死亡率の引き下げ、普遍的な初等教育の
達成など─の多くは以前より実現に近づいている。
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成長軌道に戻れるようにするために、以下のようなス
テップを踏み出そう。

•	自社の現在の業績、競争上の脅威、そして、この危機で
ひどく打撃を受けた理由について率直に述べる。変
化を起こし、現状を打破し、重荷となっている旧来の
構造を排除し、聖域にメスを入れる勇気を、自社組織
に吹き込む。

•	自社のさまざまなステークホルダーにとっての価値
創造について、長期的視点で考える。短期的勝利はあ
ればそれに越したことはないが、持続的成功の重要性
には議論の余地はない。

•	入念な準備をして、求められる変革を実現しよう。
ペースが実に重要だ。変化を認識して迅速に適応す
る能力が勝者の証となる。

•	自社組織が市場の変化のなかにチャンスを見つけら
れるよう支援する。こうした変化から最初に恩恵を
得るプレーヤーの1社となるために、顧客の行動や心
理の変化を活用してマーケティング能力を集中的に
投入する。

•	 R&Dに投資し、新商品・サービスの投入を加速し、プロ
セスを再設計して、イノベーションに注力する。

•	新しいビジネスモデルを開発する。低コスト・アプ
ローチのパイロット（実験的）調査、高付加価値商品
の実験、製品からサービスへのシフト、自社の活動の
ポートフォリオの根本的再構築など。

•	グローバリゼーションを推進し、急成長中の新興市場

わかっていたので、あれこれ改革に手を出すことができ
た。しかし現在では、もはや単にビジネスモデルを微調
整したり、コストベースを少し変えたりするだけでは対
応できない。自社の業界やビジネスモデルにおける構
造的問題が無視できないくらい大きくなってしまって
いるからだ。

なかには、もう後戻りできないことを受け入れた企業
もある。ゼネラルモーターズ（GM）は、経営破綻に直面
し、政府補助金を受けて、遅きに失したとはいえ、痛みを
伴う決断をした。不採算部門を売却し、稼働率の低い工
場を閉鎖し、燃費の良い車に集中する意思決定をしたの
だ。

しかし、大胆な行動だけでは十分ではない。時間の経
過で状況が改善することを望めない今、企業は迅速に
動くことも求められる。経済の回復が進むにつれ、好況
時に先送りされた厳しい意思決定を行うことがますま
す難しくなる。また、年を追うごとに、中国、インド、ブ
ラジルなど新興国発の企業がさまざまな業界のトップ
クラスに躍り出て、グローバル競争がますます激しくな
る。これら新興国発の急成長企業は古い資産や文化の
重荷がなく、迅速かつ積極的に動くことができる。

今こそ、果敢に方向性を示し、自らの手で将来をつく
り出すときだ。1930年代以来最悪の経済危機により出
現したチャンスを、その手でつかもう。今までとは違う
新しいやり方をしよう。

新しい経営への10のステップ

もちろん、言うは易し、行うは難し、だ。しかし、環境
にとらわれるのではなく、環境を活用して、自社が強い
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を、調達・生産拠点や新たな消費市場としてだけでは
なく、自立した強固な経営基盤として活用する。

•	事業売却やM&Aを通じて業界再編に積極的に参画す
る。

•	敏捷で柔軟なアプローチをとる。実験をして、自分自
身やチーム・組織を継続的に変えていく。

•	可能な限り最強のチームをつくる。リーダーが最前
線で模範を示して指揮しなければならないが、リー
ダーがすべて独力でやろうとしてはいけない。

将来の成長は、ものごとのやり方を変えようという私
たちの意欲にかかっている。これはたやすいことでは
ない。ビジョン、勇気、決断力と、私たち一人ひとりが自
らの運命を形作ることができるのだという強い信念が
求められる。「楽観主義は悲観主義をしのぐ」という考
え方を指針として進もう。前向きな見通しをもって行
動することにより、私たちは個人としてもチームや組織
としても成功をおさめることができるだろう。

結局のところ、将来は単なる偶然の産物ではない。私
たち自身がつくり出すのだ。
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