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図１．噸裳戦闘のコンテクストと聖沸

アクションを定義する戦路の嬰淵砺築戦略をめぐる関係

専険

子ク

し、顎業の範囲や競争優位性が､なぜ

(Why)目標を達成することになるか

という戦略のロジックはこれまであま

り論じられて来なかった。

今日のように、「グローバルなイン

ターネット時間｣の中で､「スーパー」

戦略が必要な時代には､戦略のロジッ

クがきわめて重要である。それは、戦

略のロジックこそ戦略を｢生きた｣も

のにするからである。ロジックの基礎

となる財務､経済学､組織論などの基

礎理論を十分理解し､戦略を成功に導

く前提条件を十分認識していれば､変

化が起こっても､悩報を棚呑みにする

ことなく、変化の意味を脅え、ロジッ

クを見直すことができる。そうすると

｢戦略｣はダイナミックで生きたもの

となる。戦略の各要素を小売専門店チ

ェーンの躯例で表１に示す。
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長期的目標

事業範目

ターケット

扱う商品

パﾘｭｰチェーン

競争優位性

ロジック

小売専門店チェーン

小癖門店での高いシェア

25歳から40蝋の主婦を対象

実用衣料品のみ(ファッション商品は除く）

小売(企画，仕入れ・物流(一部)，販光・店頭サービス）

標準化された低コスト店舗

マニユアルに基づきパート店員が行うオペレーション

自前のセンターと外注の輸送業者による効率的な物流

仕入れ･配送･ディスプレイ･発注芯ど独自のM1品管理システム

郊外に展開する槻準化された店舗での低コスト・オペレ

ーションにより、限られた顧客に対して、絞り込んだ商品

を低価倍で捉供できる。最新の単品管理システムと配送

システムにj､り、在叩回娠率転高め、仙卜げ渥隈小化す

る危め、低価御どが高収茄。小売活ＩｌＷどけに特化してい

るため、需要の変動に対応しやすく、収益性を維持
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戦略論の流れ

戦略分野における照要な理論の流れ

は、外的コンテクストを重視するマイ

ケル･ポーターをはじめとするポジシ

ヨニング派と､組織能力など内的コン

テクストを重視する、古くはペンロー

ズに発する資源ベース派に大きく分け

て考えることができる。

ポジシヨニング派は､事業をめぐる

環境の中で､事業がどう位置づけられ

ているか(業界分析)とその中で歌業

がどのような戦略ポジションをとるか

という２点が事業の業綱を左右すると

考える。この背後には、どんな業界で

競争するかという感恩決定､すなわち、

外的要因をどう把握･分析して、より

有利な業界や範囲を選択するか､また

自社に有利なように蛎業環境を形づく

るかが､事業戦略において重要である

という考え方がある．

一方､資源ベースで事業をとらえる

考え方は､組織がどのような資産や能

力をもつのか､それがどう組織内で活

用されているのか、が競争優位性の塾

雛であり、事業の業綱に大きく影響す

るという見解をもつ。

この２つの流れが出てきた時代背

景､拠って立つ学術分野､長期にわた

り影響力をもつ論文を見ると、ポジシ

ョニング派を先導したのは1980年代

初頭に産業組織論の膨大な文献を企業

戦略の観点からとらえ直したポーター

であり、1990年代に資源ベースを復活

させたのは、バーニーなどがあげられ

る(注4)。

本論では、ポジシヨニング派と資源

ベース派のいずれにもかたよらず､両

者をバランスよく考えていくことが、

今後の事業戦略を考える上で必要なこ

とを強調したい。インターネットの出

現など外的要因から生じる機会を最大

限に活用するには、技術情報や顧客デ

ータ、ソフト開弊能力の高い人材など

社内の資産がこの機会を活用できるよ

う効率的また効果的に組織されていな

くてはならない。また、事業のもつ設

備やブランドなどの資源は、それ自身

が価値を生むものではなく、ブランド

を重視する顧客がおり、それほどブラ

ンドカをもたない競合があり、競争優

位性に結びついてのみ､優れた業綱を

残すことができる。このような戦略の

ロジックを十分認識していれば､この

両者のつながりを見極めることが不可

欠なことは明らかであろう。

｢組織｣を考える上での

フレームワーク

競争優位性の墓舘を成す企業の組織

の重要性は、これまでも強調されてき

た。しかし、実際にどのような課題を

中心に組織を設計するかについては、

機能別、顎業別、マトリックスなどの

組続柵造､運営システム、人材や組織

能力、カルチャーや価値観など、組織

の各要素間に整合性があることと、戦

略と組織が整合しなくてはならないと

いう２つの整合性の必要が指摘される

だけであった。

競争優位の基盤がポジションであれ

組織能力であれ、その両者であれ、現

在のように厳しい競争環境や急激な変

化の中で企業が優れた業紙を持続する

ためには、組織をどうとらえるべきで

あろうか。

企業が資産を活用し､組織を設計す

る上での大きな課題は、いかにして組

織全体としてコーディネーションとイ

ンセンティブを実現するかにある。コ

ーディネーションとは、企業の目標が

達成されるように､企業がもつ工場・

設術などの有形資産、ブランド・顧客

データなどの無形資産を配皿・活用す

ることである。インセンティブ．とは、

組織の目標と自分の昇進や報酬、仕事



の安定など多様にわたる各社員の目標

を整合させるための組織の働きかけで

ある。賀産は個人がもつため､企業と

いう組織の下でもつほうがより優れた

業細に結びつかなければ､企業の存在

理由はない。

コーディネーションとインセンテイ

ブの課胆を解決するため､企業は組織

のアーキテクチャー(Architecture，

組織批造)、ルーチン(Routine､仕事

のやり方を示す組織のプロセス)、カ

ルチャー(Culture､価値観や美意識）

という３つの要素(ＡＲＣ)在操作する

ことができる(注5)。実際の組織設計

は、現在ある組織のＡＲＣをまず把握．

｢競争｣の観点からみた

戦略的再考
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|惑多い。その場合､カルチャーや人材、

各種手続きや日々の仕串のやり方が違

う２社が､いかに研究の役割分担や情

報共有を行うか､政府の認可を受ける

ためのプロセスをどうコーディネート

するか､など組織設計の課題は多い。

このような中では、そもそもコーデ

ィネーションやインセンティブは、企

業が価値を創造し独得する上でなぜ必

要かという原点に戻って考える。例え

ば、製薬業界の事例では、画期的な新

薬を早く市場に出して高収益を実現す

ることが目標である。それならば、２

ﾈﾅのメンバーで共同チームを編成し、

コーディネーションを高める。チーム

のメンバーが仕事に愛やした時間と新

薬発見プロセスに果たした成果でその

典紬をとらえ、評{illiすることができよ

つ。

競争優位性かく組織のＡＲＣに組み込

まれ、定着していると、組織(内の人）

の活励は、スムーズで自然な動きにな

るため、社外からは見えにくく解明す

ることが難しい。こうなると競争優位

性は持続し､企業は優れた業績を続け

ることができる。一方､組織の動きが

空気のように｢当たり前｣になるほど、

川,11,'1鯛境の変化や雌界の再編など外的

コンテクストの変化が起こって従来の

競争優位性が有効でなくなっても、組

織のＡＲＣの変革は難しくなる。こう

なると企業は｢成功の蔑｣に陥り、過去

の成功体験から抜けH}せない(注7)。

分析し、目指す戦略から導き出される

あるべきARCと比較して､そのギャッ

プを埋める作業となる。こうすればあ

る鰯争優位性がARCのそれぞれの要

素によってどう実現されているのか、

競争優位性とＡＲＣの各部分に矛盾は

ないのかなどが明らかになる。ＡＲＣ

という組織要素に整合性をもたせ､適

合を図ることはいうまでもない(注6)。

最近のように、競争の｢場｣が広が

り、自社のユニークな組織能力以外の

活動は専門家にアウトソースして効率

を求めるなど、企業の|晩界｣が消滅

しつつある中で、コーディネーション

とインセンティブという組織の問題は

複雑になっている．例えば、ゲノムが

重斐性を１日す製薬業界において､少数

の研究者から成るバイオ･ベンチャー

と製造や販売までバリューチエーン全

体をもつ製薬メーカーが提携すること

国境､業界､企業などの｢境界｣の意

賑が少なくなりつつある中､事業戦略

は競争をどうとらえたらよいのだろう

か。経済学では、社会福祉や反トラス

トの観点から完全競争､独占など市場

柵造が極端な業界の賎争状況に焦点を

あてることが多い。経営学では競争の

重要性は論じられてきたが､競争状況

に応じた事業戦略の考え方はそれほど

蝦論されてこなかった。ここで､肌争

状況に応じた馴業戦略のタイプや璽要

性を再考したい。

戦略的思考が特に重要なのは､競争

のスペクトラムの両極に位門する独占

市場や完全鰯争市場ではなく、間に位

置するニッチ市場と柴中市場である。

このような市場枇造においては、事業

範囲や競争優位性の選沢が､業界の潜

在的収茄性と企業の取り分を決めるの

で､企業の行助の詳細が業鎖を大きく

左右する(注8)。

ニツチ市場では、どこで戦うかとい

う事業範囲の決定が鍵となる(注9)。

一方､少数の大企業が競争するjlL中市

場では､各企業の意思決定が相互にⅢ

いて競争度合いに大きな影響を及ぼ

し、それが価値の創造と分配を左右す

る。そこで、プレーヤーの数(何社が

鮒争しているのか)、アクション(企蝋

は価格か生産叩のどちらを決めるの

か)、タイミング(いつ価格を下げるの

か)、各企業のもつ情報(競合のコスト

情報)、競争は一回限りか繰り返され

るのかなどゲーム理論の要素を用い

て､「競合との相互作用｣を検討・分析

する必要がある(注10)。特に企業の行

動に関する情報が瞬時に世界中に知れ

わたる中で、自社の意図やコミットメ

ントを適当なタイミングで相手にシグ

ナリングをするにはかなりのスキルを

も芹ねばならない、

とポジショニング派と測源ペース派のいずれに篭

かたよらず、両者港バランスよく考えていく



Ｖ ｅｒＶＭ

このように事業分野の選択などの詳

細や憩合との駆け引きが業績を左右す

る市場こそ、事業の方向性を決め､組

織の全員の意思決定をリードし、事業

の責任をもつゼネラル・マネジャーの

戦略的思考能力が最大限に発揮され

る。状況の複雑さから分析の限界を感

じて、考えることをあきらめるのでは

なく、上記したゲーム理論をいかに適

用するかを見極め、自分なりに考える

という、より高度な｢戦略的思考｣が試

される。

また、従来競争は、自社が事業を展

開する業界を中心に考えられてきた

が､業界という｢境界｣の重要性が失わ

れつつある中､川上･川下にある売り

手･買い手の業界を含めて考える必要

性も増している。売り手の業界､買い

手の業界の覗争状況と自社のある業界

の競争状況を比較分析することによっ

て、価値の狸得だけでなく価値自体を

増やすことができる。

最近注目されているネットワーク

間、レイヤー(階層)間の照争や提携、

補完製品とのWin-Winの関係の禍築

などがこれにあたる｡｢価値の穫得｣は

価値自体が限られているものであり、

ゼロサム・ゲームを想起させるが、デ

ルコンピュータが栂築している部品産

業や顧客とのバーチャルな統合など、

利益の対立しやすい隣接した業界の企

業と連携し､価値自体を増大できれば、

各社の取り分はより大きくなる。

ITによる｢場｣と

時間の役割の変化

ｌＴの進歩を原動力として、距離と時

間の意味は少なくなり、韻争の場は国

内だけにとどまらず世界に波及してい

る。世界を対象に事業を展開すると、

すでにもつ競争優位性を活用し、新た

な優位性を探索する可能性は大きく開
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かれる。例えば､ある地域で得た強力

なブランドという盟争優位性を世界で

活用することや、国境を越えたグロー

バル・セグメントを狙うニッチ戦略を

とることもできる。一方､戦略上では、

世界レベルで効率を実現することと地

域への対応という新たなトレードオフ

が生じ、バリューチェーンが世界各地

に点在する中で、コーディネーション

とインセンテイブという組織の課題は

より複雑になっている。

例えば､スターバックスのようなコ

ーヒー･チェーンがアジアで事業を展

開する場合、八ワード・シュルツのア

メリカン・ドリームという企業の価値

観を各国で具体的にどう維持するか。

店で働くパート社員にもストック・オ

プションを提供するという報酬体系が

許されない国では、どのような形でイ

ンセンティブの問題を解決するかなど

の課題が生じる。

日本で急速に立ち上がったデジタ

ル・カメラのようにある地域で生まれ

たイノベーションを世界に普及する可

能性も増してはいるが、知識をいかに

世界レベルでマネージするかについ

て、これまでのところ正解は見当たら

ない。地域組織､クラスターヘの立地、

トランスナショナル組織などアーキテ

クチャーだけでなく、ルーチン、カル

チャーにも働きかけていくことが今後

の課題であろう。

同時に、電気通侶、ソフトウェアな

ど、互換性が重要でネットワーク効果

があり、需要が収種逓増の法則に従う

業界が増加しつつある。ネットワーク

効果が働く業界では、詳細な分析から

生まれる｢戦略計画｣ではなく、いかに

早く顧客基盤を確立するか､よりポテ

ンシャルの大きなネットワークを見極

め、それに参加するかが、持続的なポ

ジション優位性を柵築する鍵となる。

ITにより形づくられる世界では､「ひと

つの答え｣が存在しないので、実験を

繰り返し、新しい世界を果敢に切り開

くという活助が必要とされる。このよ

うな業界ほど、技術標準でもドミナン

ト･デザインでも合理的な｢正解｣が勝

者となるとは限らず、タイミングが亜

要なものはない。

企業をめぐるコンテクスト、アクシ

ョン、業綱の３者の関係から、ある程

度自らの戦略ロジックを決めて実施に

移した後､周囲の展開状況によって臨

機応変に対応するという、未完成だが

スピード感のある｢戦略｣が不可欠で

ある｡｢運｣がある種の役割を果たすと

いう意味では、ゼネラル・マネジャー

の戦略的思考能力が発揮できないと思

われるかもしれないが､だからといっ

て何も考えず､周囲の流れに身を任せ

てはならない。ネットワーク理論や消

費者の新技術採用プロセスを分析し、

見極め、顧客基盤を確立し、価値を創

造･狸得できるような戦略を立案す

る。

戦略的経営プロセス

最後に戦略を立案し、それを実行す

るプロセスについて述べよう。今日の

ように変化が日常茶飯事である時代に

おいて､企業内での経営戦略プロセス

はどうあるべきだろうか。日本企業で

戦略について鯛論すると、いまだに

｢戦略とは、時間をかけて各柵の憎報

を分析し、見た目の良い雷類として

『完成』するものであり、一度作成した

らそれで終わり｣という意識が強いこ

とに驚く。戦略立案はトップだけの役

割と考えているミドル・マネジメント

も多い。

戦略とは、覇業の目標を達成するた

めの事業範囲に関する意思決定であ

り、目指す覗争優位性とそれが目槻を

達成する理由を説明する文劉である。

また戦略は、事業の方向を示し、ミド

ルや前線のマネジメントが日々意思決



定する上での指針と芯る･

最近のように刻々と状況が変わり、

変化の振れ幅が大きな時代に、変化や

修正の必要とされない事業戦略はほと

んどないし、戦略の寿命は短い。トッ

プが立案した戦略を後生大事に守り、

それだけを完壁に実施しようとするこ

とは弊害の方が多い。しかしだからと

いって､組織の各人が勝手に戦略を解

釈し、自分の担当範囲だけを状況に合

わせて変えていくのでは、事業の方向

性が定まらず､優れた業績は期待でき

ない。戦略は、日々市場や顧客、競合

と直接の接点をもつミドルや前線のマ

ネジメントが戦略のロジックや成功へ

の前提条件を十分に認識した上で､変

化する状況に応じて、自主的に適応さ

せていく必要がある(注11)。

今日必要なのは、新しい意味での

｢戦略的思考｣である。組織の全員が

微妙な変化を感じ、その意味合いを考

える。優れた業績に結びついた顎業戦

略も顎業酬境や自社のアクションから

生じる変化の中で､新たなロジックを

実現すべく、常に見直し、変革されね

巳Tでママ■

ＲｃｔｈｉｎｋｉｎｇＳｔｒａｔｃｇｙ醤戦略を問い直す

ばならない。デルコンピュータなど長

期にわたって優れた業績を残してきた

企業の戦略もくわしく分析すると、直

販に加えてインターネットによる販売

を大々的に展開するなど大きな見而し

や方向転換､小売チャネルへの進出と

撤退など絶え間ない軌道修正とロジッ

クの点検がなされている。このような

時代に必要なのは当初目指した目概を

当初の戦略計画通り達成できたのか、

あるいは達成できなかったのか､それ

とも達成はできたが戦略計画は変化に

適応して転換されたのか､など実綱を

しっかり見すえながら、常に学ぶ姿勢

である。

戦略は変化するものであることを認

識し、その前提条件やロジックを見直

し､点検を怠らない。変化の兆しを自

ら｢感じ｣その意味合いを組織全体に

知らせることができる個人とそのよう

な個人からなる組織こそ､２１世紀には

成功を続ける。⑭

JuXjm-LM‐

(注1）

本陰の詳細についてはサローナー、シニパード、ポ

ドルニー｢駐篭経営険j石倉洋子訳、粟洋経済請報
社､2002年参照っ

(注2）

ここでいう戦略とは、全社レベルではなく、事業レ

ベルの戦請を指す。

<注3）

組織内の資倣や組織(ik長川的には企業が操作・猫
柳できるが､ある一附点のアクションは今もつ資施
と組織を前提とするため、内的コンテクストは短期

的には企業の自由にならない。
(注4）

例えば、マイケル・ポーター『新訂義争の稜諾」

1980年、土岐坤ほか訳。加えて、ＪａｙＢ,BarnOy‘
"Stra1egicFaclorMarkoIs:ExpectaIion‘Luck,and

BusinessSl｢nlOOy･鱒Ｍ8噸90monfScjen“･Vo142‘
1986ipp､１２３１－１２４１
(注5）

組織の要素は、例えば、マッキンゼー社による７つ
のＳ、バートレットとゴシャールによる３つのＰなどの

フレームワークでもとらえられている。
(注6）

所たに泰莱を起こす喝合は、全くゼロからあるぺき
ARCを栂擬することがで世る
(注7）

これは「コンピテンスの風｣とも呼ばれる。Ｊａｍｏｓ
ＧＭａｒｃｈ，１，EXploralionandExpIoitaIionln

OrganizalionLearning･'OUaniza"ｏｎＳｃｊｅｎｃ６
Ｖｏｌ２Ｉ１９９１ｐｐ､71.87．
(注8）

滞在的収益性と企薬の取り分は、信価自体の刺通

とその獲得と蝦えてもよい
(注9）

堰界がなくなりつつある中、事業範囲を決める自由
度は従采の業界や地域以上に広がっている『

(造10〉

既存企業が新規参入に対して既得権益を守るため

に行う投資やシグナリングも、相手の怠思決定を予
想しながら行うもので、向撤と考えられる。
(陰11）

この2つを区別して『計画した職略｣｢息図した戦闘
プロセス｣と｢英瞭の職鴎｣｢自立的な戦請プロセス」
と呼ぶこともある

一一旬下

画
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TheEssenceoiThePowe｢ｉｎＳｔ｢ateOyExecution 戦略という言葉は妙に耳触りがいい。戦略

好きの日本人はむやみやたらに｢職略｣という

言葉を使いたがる。しかしその一方で､ロジカ

ルにモノゴトを考え､組み立てたはずの｢職略」

が機能せず､机上の空論､絵に描いた餅で終

わってしまっているケースは山ほどある。

そして､そのとき峨諾立案者からよく出てくる

Iロジング'は｢峨略そのものは正しかったのだ

が､実行に問題があった｣というものである。

本人はこの発想自体に大きな誤ちがあること

に気づいていない。

本来､｢岐路｣と｢実行｣は｡ｉ[の両輪みたい

なものであり、切り離して考えること自体がナ

ンセンスである(図表1)。私たちのような戦略

コンサルタントにもその責任の一端があるの

だがk｢まずすぐれた戦略を生み出し、実行に

ついてはその後考えればよい｣という風潮があ

るしかし、たとえロジックが完壁であっても、

実行されない､できない戦略はそもそも戦略な

どと呼ぶべき代物ではない。極論すれば､た

とえロジックが不完全であっても、現嶋感があ

Ｏ２１ｓｔｍＩｏ，ｉｃＩｎ耐Ｉｍｈ，

２６１Think！

早
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１実行されない、できない戦略は

戦略ではない戦略実行力の本質

フ

:雁

I言うは易<行うは離し｣という言葉がある通り、

戦略を実行するときはいつも困難がつきまとう。

戦略をつくったままで終わるケースや仮に実行しても、

従来までの組織の強みを失わせ､弱体化させるケースも多い

職略を実行し、企業が新しい価値を生み出すということは

どういうことであろうか？

アンド・パートナー・ジャパン代爽取締役社長
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図蜜１：｢戦陥｣と|･奥行｣の側係性

よく見られる状況
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戦遜は正しくても実行に結びつかない

（戦略と実行の断絶）
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I殿路と実行はワンパッケージ

（蝿ﾗ性転担偏した戦路）

り、現鳴がその気になって実行する峨略のほ

うがはるかに成果は出やすい｡｢まず職略あり

き｣という頭でっかちの発想から抜け出さなけ

れば､実行性は担保できない。

２実行性とは｢適社性｣×｢納得性一

実行されない、できない戦略には何が欠け

ているのだろうかｇ

そもそも、職略の｢実行性｣とは｢適社性｣、

｢納得性｣という2つの要素で柵成されている

(図表2)。迩社性とは｢自社のコア･コンピタ

ンスや組織能力(ケイパビリティ)に裏打ちさ

れた鯉争戦略となっているにとであるいくら

時代の潮流を既んだ砺新な職略であっても、

それが自社の"持ち味,'と合っていなければ実

行可能な職略とはなりえない。

納得性とは｢経営のトンプから現場に至るま

での全員が理解し、共感する"腹におちる，’

胆争職略となっていること｣である。職略を実

行し、具体的な顧客価値を創出するのは現場

である。現場がその気にならなければ､戦略

など無価仙であるｃ

適社性、納得性というこの２つの要素は、

Pho10Tomoniroohsum

回弱国爽行性の桶成唖淵

経営トップから理堤に至るまで全?目の揮霞・共屋

Ⅲ繊胤糊ｗ照WWW･鰯蹴りｗ
蝿行性::唾:＝ｉ蛾醗Ｉ×鋤恩潤

---郡幽l戦lllI#”醐幽幽似

コア・コンピタンス．組鋤”]との合致

M蛎融 納偶

賊路そのものから切り離して考えることなどで

きず､戦略立案プロセスの中で担保しなけれ

ばならない。すぐれた職略とはこの2つの要素

が｢職諮｣と｢実行｣をつなげる"接着剤"とし

て機能し､適切な資源配分のもとで必要なア

クションに落とし込脹れている。しかし実際に

は､｢戦略｣と｢実行｣が"遊離"してしまってい

る蛎例が数多く見られる。

典型的なケースが､バブル時のカゴメであ

る現在ではユニークな新商品を投入し、安

定的な収益をあげている同社であるがく８０年

代後半から90年代初めにかけて､多角化を指

向し「総合食品メーカー」を目指すという

)等があレート･クオリティj(東洋軽済

prOfiIel956年烈京生崩れ”早稲田大学商学郎卒鯛。米図ボストンカレッジ経営大学院修士
(MBA)ｇ三蓋鐙椴忍軽てLボスI,ンコンサルティンググルーメアンダーセンコンサルテイン

鋲ブーズ･アレン．アンド心ﾊﾐﾙﾄﾝIこて内外一減企業のコンサルティングに従事。

駁略簸定のみなら承実行支援を斧った･‘結果の出る‘,コンサルティングとして高い涛侭を得て
いる。著書にIコーポレート･クオリティj(東洋経済新報社)等がある。にIF国

Tｈｉｎｋ１Ｉ２７
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"ＳＫＹ計画”を打ち出した。トマトケチャンプ、

トマトジュースという従来の定番商品だけに

頼っていては成長に限界があり、消費者ニー

ズの多様化に合った加工食品や輸入食材を

城化し、多面的な食品メーカーへ脱皮すると

いう職略である。

しかし、この戦錨は売上げの増加はもたらし

たものの、収益力は大きく低下し、ブランドイ

メージが拡散し､「カゴメらしさ｣が消失すると

いう般悪の結果を招き、頓挫した。たしかに、

市蝋の成長性や魅力度という観点から見れ

ば､事業ドメインを拡げる戦略は一見妥当性

がある。しかし、その職略がトマトやニンジン

といった野菜を自ら育種し、栽培して商品化

するという"泥臭い'，食品メーカーとして価仙

を生み出してきたカゴメに"適している”かどう

かは別の角度からの検証が必要である。また、

誇りをもって泥臭い仕蛎をやってきた現鳴に

おいても、自らの"持ち味，，を軽視し、資源分

散につながる新たな職略に対する納得性I‘ｋ

生まれない。

たとえ理屈の上では、戦略としての妥当性

があっても、適社性、納得性というものさしで

測れば､決して実行可能な峨略とはいえない。

3:さに｢職略の暴疋｣である。

その後、同社は大きく軌道修正、原点回附

ＩｓａｏＥｎｄｏ

戦略実行力の:本質

78｜‐ｍｉｎｋ！

した本来の"持ち味"を活かした1.農業食品

メーカー｣へ回帰し､商品ラインを半数近くに

削減､従来の慣行であった卸への押し込み販

売を禁止した。その一方で､｢カゴメらしさの追

求｣という判断雅準を明硫に打ち出し、絞り込

まれた商品を一品一品大切にしながら、手づ

くりで育てていくことに全社の力を結集した。

その結果､キャロットジュース、野菜ジュース、

六条麦茶といった‘‘カゴメらしい，，ヒット商品が

生まれ、トマトケチャップなどの定番商品もさ

らにシェアを上げた。コア･コンビタンスに裏

打ちされた｢農業食品メーカーへの回帰｣とい

う戦略には、当然のことながら、実行性、納得

性が担保されていた⑥

３現場発想の戦略こそが、

実行性を担保する

それでは、戦略の実行性を担保するために

はどうすればよいのだろう。そのmt-絶対の

方法は｢現塊から峨略を組み立てる｣ことであ

る。

ロジック偏重の頭でっかちな雄略に陥らな

いためには、現場の息遣いを肌で感じ､現場

にうごめいている新たな市靭の潮流や顧客の

不満、充たされないニーズをえぐり出し、自ら

の"実感"を起点に戦略を考えることである。

モノづくりの現場である製造部門に限らずk開

発、調巡、物流、営業といった顧客価値の創

出に直接関わっている"現場"には、新たな発

見、新たな"職略の芽,,がころがっている。

自らの足で現喝に赴き、自らの目で観察し、

自らの耳でさまざまな声を聴くという｢現場主

義｣に徹すること域嬢路の実行性を担保する

焔大の方策である｡"賊路の芽"に気づく慰受

性、その芽から職略を組み立てる構想力は必

要である力〔その材料はすべて現場にあること

を再認論すべきである。

Ｖ字回復を遂げつつある日産のゴーン社長

は、就任当初全工場、全販売会社を短期間

で紬力的にまわり、その後も現場訪問を足繁

く統けている。しかし、そのこと自体は何ら驚

きに値しない。実際､以前の日産の経営者た

ちも定期的に現場を訪問していた。

問題はその中身である。例えば､ある地方

の販売会社を訪問したゴーン社長は、販社幹

部は同席させずに、セールスバーソンやサー

ビスパーソンだけを葉め、現場の従業員の

"生の声'，を直接聞き出している。市場や競争

の状況､日産に対する不満など現場の本音の

肥を引き出し、その場で日産木社に具体的な

改善を指示する掘話を何本もしたという｡“お

客さま”扱いであったそれまでの役員の現場

訪問とは違い、経営者自らが現堤の声に耳を

傾け、真筆に対処しようとするゴーン社長の

現場主義が感じられる。実際、新生日産のカ

スタマー･リレーション職略やブランド戦略は

こうした現場の声が色濃く反映されたものとな

っており､現場における浸透度もきわめて高い。

「現場から雄略を組み立てる｣ことは、自分

たちが何が得意で､何が不得斌なのかを再澗

漁することにもつながる。箸し<組織能力を欠
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き、適社性、納得性に合致しない遊離した戦

略が生まれてくるリスクは小さい。

その一方で､それぞれの企業がもつ現場の

コア･コンピタンスや組織能力に縛られてしま

い、大胆な発想が制限されてし惑う、竣小な

考え方に陥ってしまうという指摘もあるだろう。

しかし、そもそも戦略の本質は｢自分たちの

"得意技''を徹底的に磨き上げる｣ことにある。

自社の得意技を究め､優位性を捌築するため

には、現珊に立脚した職略の組み立てがすべ

ての出発点となるのである。

４戦略は｢仮説lにすぎない

職略に現醐感をもたせ､実行性を担保する

ためには、トヨタの｢三現主瀧｣の視点が有効

である(図表3)｡｢三現｣とは｢現地｣､｢現物｣、

｢現実｣である｡(｢現実｣は｢現状分析｣とも呼ば

図謹３.「＝現主猫jと瞳鮪
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れている)頭でああでもない､こうでもないと考

えるよりも､まず現地に飛び､現物をたしかめ、

現実を認誌することが何よりも並要であり､す

べての思考は｢三現｣からスタートすべきである。

職略を立案する上で、さまざまな情報やデ

ータは必要であるが､それは｢三現｣のうちの

｢現実｣＝｢現状分析｣をカバーするにすぎな

い現場感のない浮ついたロジックにならな

いためには､泥臭く｢現地｣､｢現物｣を追究し

なければならない。まさに｢百閲は一見に如か

ず｣である。

「三現｣によって得られた｢唯略の芽jに深

い洞察、思考を加えることによって｢職略｣が

生まれてくる。しかし、この時点でも戦略は所

鮭｢仮説｣にすぎない｡｢仮脱｣としての戦略を

実行しながら、その結果を検旺･修正しながら

進化させていくｃこれこそが本来の戦略経営

である(図表4)。

そのためには､雄略実行の当珊者である現

場こそが職略を進化させる主役であると認識

すべきである。本社の職略スタッフが｢峨略を

つくる人｣､現場は｢雄略を実行する人｣という

遊離した関係では成果が出るはずもない｡｢職

略の芽｣を現珊と－紺に探し出し、現場とぶ

つかり合いながらその声を｢仮鋭｣に反映させ

ることによって､“理屈',にすぎなかった戦略に

魂が吹きこまれる。

前述のカゴメにおいて大ヒット商品となった

キャロットジュースも、当初は－部の健康マニ

アだけが飲む“きわもの"商品だった。その埋

もれていた商品にスポットライトを当て､流通

や営業の声､潜在顧客の声に粘り強く耳を傾

け､商品コンセプトや味、販促手法を進化さ

せていった。

峨略の｢仮説｣とはその段階では｢作り手の

思い込み｣にすぎない。その思い込みを思い

込みで終わらせないためには、地道に泥臭く

現場の声を拾い､｢仮脱｣である戦略を進化さ

せていく力がなにより、要である｡｢職略｣と

｢実行｣はまさに不可分のものである｡⑭

Ｔｈｉｎｋ１１脚
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企業の中にいると、ついつい｢自社

い直す

．.皿川Lｴ､匙
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戦略思考の技術一｢5つのレンズ」G流召Ｃ
解決策を導くためのフレームワーク

ＫａｔｏK１ｏｓｕｋｅ

セプトやフレームワークでは、コンサ

ルティング･フィーはいただけない。コ

ンセプトではなく､クライアントがどう

助いたらいいのか(解決策)を提示する

のがコンサルティング業だ。

災際の例で説明したい。最も一般的

な戦略フレームワークはＳＣだろう。顧

客(Customer)､照合(Competitor)、

自社(Company)の３つのＣの視点で

検討するというコンセプトだ(図表1)。

３Ｃは重要なフレームワークだが、

劃解決策.が見つかる玉手箱ツールでは

ない。実際､私達コンサルタントにとっ

て､３Ｃは｢叛け漏れチェックリスト｣で

しかない。

戦略フレームワーク不要論を唱える人

がいる。特に、ビジネス実践派にとっ

ては､抽象的フレームワークより具体

的解決策が塑要だ。実践的な戦略を禍

築する私たちＢＣＧにとっても､フレー

ムワークは｢不要｣ではないが､「不十

分｣である。実践戦略拙築の鍵は､フレ

ームワークそのものでなく、フレーム

ワークの｢使い方･知恵｣にある。いか

にフレームワークを使い､実践戦略に

つながるインサイトを引き出すか。こ

のワザが｢戦略思考の技術｣である．本

澗では､私たちがよく利用するフレー

ムワーク｢5つのレンズ｣を紹介し､そ

のレンズの使い方･知忠を解説する。

クライアント:我社の強みは○○の技

術。この技術を強みに成長戦略を描き

たい。

コンサルタント:顧客は○○技術をど

う評価しているのでしょうか？また、

競合は真似できない技術なのでしょう

か？

クライアント:う～ん。顧客と砿合の視

点はたしかに抜けているな。君の意見

を教えてくれ。

戦略思考の｢技術｣とは？

旬Ｉ

。

「ＢＣＧさんは色々な経営のコンセプ

トを世間に発表してますね。私だった

ら秘密にしておいてお金を儲けます

が､商売が下手なんじゃないですか?｣。

クライアントからよくお聞きする言

葉だが､お誉め(？)の言葉としてあり

がたく頂戴することにL/ている。ただ、

この言葉には大きな誤解がある。コン
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の視点に偏りがちであり､｢顧客･競合」

の視点を忘れることが多い。この忘れ

がちなポイントをチエックするのに

3Ｃは役立つ。しかし、ｇＣを知ってい

るだけでは解決策は提示できない。解

決策立案には、フレームワークから一

歩踏み込んだ副インサイト(本質の洞察)”

が欠かせない。

このインサイトを見つけ出し、解決

策立案に結びつけるためのワザを、本

稿では戦略思考の｢技術｣と呼びたい。

３２IThinkl

・６０’６５‘7，’７５’８０ｉ85,90,95'００'０５．１０．１５

〈年）

R全JIR蝿屈ざ篇

戦略思考を支える５つのレンズ璽|表１：３Ｃフレームワーク

|鍾嬢蕊Ｉ

産索国暮塞

戦略をつくるとき、私達が利用する

｢5つのレンズ｣を紹介したい(図表2)。

誤解のないようにあらかじめ申し上

げるが､｢5つのレンズ｣もフレームワー

クのひとつだ。３Cとの違いは､①時間

軸(未来のレンズ)を導入したこと､②

ビジネス理解で終わらず戦略立案･意

思決定につなげた点にある。より実用

的かつ進化してはいるが､その役割は

レンズであり､玉手箱ツールではない。

レンズが解決策を自動的に生み出す

ことはできない。ただ､使い方に習熟

すれば､解決策柵築に不可欠なインサ

イトを生み出す刺激を得ることはでき

る。噸えていえば､宇宙の原理(イン

サイト)を発見するときの望遠錨がレ

ンズである。望遠鏡をのぞいただけで

は､宇宙の原理は発見できない｡ただ、

望漬鏡を上手く使えば過去の淵識と異

なる事実に気づき､新たな原理を打ち

立てることが可能となるのだ。

rJ

図表２戦錨拙栗のための｢5つのレンズＩ

（

(百万人）

ＭＯ

１２０

１００

８０

６０

４０

２Ｃ

Ｃ

リー，欺蝋聴準'鋤i鋤》．》I雲癖“､解戒る》|＃

'６０‘65,70’７５’80,85,90,95,00'０５１０．１５

（年】

へ ＝

位性のレンズ

２つの躯実を見ていただきたい。日

本人人口は頭打ち、日本人の持家比率

も横這い（図表3)である。では､今後

の住宅建設市場はどうなるだろうか。

人口も持家比率もすでに成長が止まっ

ており、今後の成長は望めないのだろ

弓か．

図表日:人口と持家比率

|呉侃性のレンズ ノ
、‘／

：；

日准人人口吻I鵬
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ンは売上げが中押度なのに､利益率が

低い。なぜなのか。このクライアント

の場合､販促費の使い方に鍵があった。

複雑な流通描造･非合理な取引慣行の

蓑につつまれ､一部のチェーンに過大

な販促費が支払われていたのだ。

この例のように｢特異点に着目する」

レンズの使い方は､平均値･トレンドに

満足せず､個々の特異点を探求するこ

とにある。

串実整理のレンズとL/て､もうひとつ

だけ紹介したい｡｢枠を広げて事実を盤

理する｣レンズだ。あるトイレタリーメ

1,000

売上
(揃数】

画

Ｈ１ｊｊｌＢＣＧデータベース

い直す

』腫雌jLlL

RG1MnkmgStratC91d

一カーは木製家具用つや出し剤でシエ

ア８割を誇っていた。シエアが高いの

はよいことだが､反面､｢木製家具｣の

市場にとどまる限り成反余地はほとん

どない。

さて､｢木製家具用つや出し剤｣の枠

を忘れて、家の中を見渡してみよう。

家の中の木面は他にもある。フローリ

ング床､パネル･…･･･家具以外の木面

は表面面拙が約４倍もあるのだ。さら

に、木面以外にも目を向けてみよう。

ドア､ガラス…．．‘・表面面;&'』は６～３０

倍も見つかった(図表6)。

結果､このメーカーはフローリング

床用の表面保護剤や､ガラス面用クリ

ーナーなどの新商品を開発し､数年で

売上げを３倍に成長させた｡｢枠を広げ

て事実を雑岬する｣レンズがなければ、

気づかなかったビジネスチャンスだろ

う。

「事実を盤理するレンズ｣の例を３つ

紹介した。レンズ(フレームワーク)自

体に価値があるのではなく、レンズを

通してインサイトを引き出すことに意

朕があることを実感いただけただろう

か。レンズそのものではなく、レンズ

をどう使うかの知恵が､戦略思考の技

術である。では､第２のレンズ(優位性

のレンズ)に移りたい。

図蕊５:スーパーチエーン別の:WU識躍×売上

チェーン別
利益率

図褒４日本人の年騨別桶成

（2002年４月１日現在）
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もうひとつの事実を見ていただきた

い。日本人の年齢別柵成である（図表

4）。これから住宅取得を本格化する

２０代後半.30代前半は団塊の第二世

代であり、人口が多いことがわかる。

Ｒ本人全体の人口が頭打ちだからとい

って､住宅建設の対象人口がすぐに減

少するわけではない。

ここで利用したのは､｢馴実を割分解”

して整理する｣というレンズだ。Ｅ本人

全体ではなく､住宅建設の対象世代に

まで分解する。過去のトレンドが頭打

ちだからといって､今後もその傾向が

続くと信じない。なぜ過去のトレンド

が生まれたのかが理解できるまで分解

して､探求するのが｢索実を陰分解雨して

整理する｣レンズの使い方である。

もうひとつの事実整理のレンズ､｢特

異点に着目する｣を紹介したい(図表5)。

トレンド線(平均値)を見れば､売上げ

が大きいチエーンほど利航率が低いこ

とがわかる。消費財メーカーにとって

売上げが大きいチェーンは上客であ

り､価格の主導権も握られやすい。利

益率が低いとわかったところで､対策

は立て難い。

図表５で演目すべきはトレンド線(平

均値)ではなく、ひとつひとつの特異

点である。点線で囲んだ個々のチェー
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図梗フブロイラーの単位価描×探困生産星

第２のレンズー優位I性のレンズボﾝド当たり価描
図烈８Ａ誼とＢ社の工クスペリエンス･カーブ比吸
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Q則h,画画ろ５

▼

￥104Ｋ
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’１河刻

睡

低声
、

（同時に、市場全体の収益率も低

下)させ､他社の市場参入を阻む

(4)自らの経験量を砧械し、他社が追

いつけない水抑までコストが低下

するのを待って利益を得る

優位性のレンズの主なものをあげる

と、Ｑコスト優位性のレンズ、２)順室

価値の優位性のレンズ､③時間優位性

のレンズの3つがある。競合より低コ

ストで製品･サービスを提供できる能

力がコスト優位性。顧客が照合より高

い価値を認めるものを提供できる能力

が顧客価値の優位性。競合より短期で

製品･サービスを提供できる能力が時

間優位性である。

団

5０
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1［
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３つの優位性のうち､最も定量的に

科学しやすいのがコスト優位性だ。実

際､コスト優位性のレンズを通してみ

た亜婆な発見が､３６年前(1966年)に

ＢＣＧから発表された。工クスペリエン

ス効果(＝経験星の蓄菰がコスト優位

性の源泉である)である。ＢＣＧが支援

した米則半導体メーカーのプロジェク

トから､｢累抽生産田が２倍になると、

単位コストが20～30％低減する｣とい

う経験則を発見したのだ。工クスペリ

エンス効果は､半導体以外でも普遍性

をもつ。図表7はブロイラーの例であ

る。一次産品のブロイラーでも、工業

化された後の経験蓄積によるコスト削

減が可能になった点は注目に値する。

工クスペリエンス効果というインサ

イトが発兄されたことで､企業は価格

戦略を組み立てるヒントを得た。例え

ば､自社耶業の工クスベリエンス効果

が大きいことが検証できれば､以下の

ような価梢戦略も選択肢となりうる。

(1)コスト優位性を得るために、累積

経験量を早く蓄積したい

(2)累秋経験量を早く藷楓するために

は、他村．より高いシェアを先んじ

て取る必要がある

(3)他社より高いシエアを先んじて取

るため、価格を先行投資的に低下

ペリエンス効果の効きが悪い。なぜな

のだろうか。

Ａ社はコスト項目別に工クスペリエ

ンス効果を検証し､何がドライバーと

なってコストを低減しているのかを解

明した（図表9)。つまり、累澗経験塵

と一括りにするのではなく、それをコ

スト項目別に分解し､ある原材料の代

普がコスト低減に服も効いているのを

発見したのだ。さらに､競合に比して

原材料代替の意思決定プロセスが劣っ

ていることにも気がついた。Ａ社にと

って解決策はおのずと明らかだ。

この例を見て､工クスペリエンス効

さて､３６年前からビジネスは進化し

ている。一般的な工クスペリエンス効

果から｢もう一歩踏み込んだインサイト」

の発見が､今を生きる企業には求めら

れている。一例をご紹介したい。Ａ社

(我社)はＢ社と同様の商品を生産しな

がら、工クスペリエンス･カーブの傾

きが小さい（図表8)。つまり、エクス

図衷９;コスト項目別の工クスペリエンス効果とドライバー

〈11位コスト
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卜は下手で､リピーターを逃している

のだ。Ａ社にとっては､広告･プロモー

ション的なブランド戦略よりも､ブラン

ド体験のマネジメント戦略がより重要

であることがおわかりいただけるだろ

うか。

再び､優位性レンズの使い方･知恵

に戻りたい。このＡ社の例でも､｢①ど

んな優位性なのか｣､「②その優位性の

である｢ブランドを分解｣したものだ。

Ａ社は､ブランドを｢認知している人｣か

ら｢賎入意向のある人｣に転換する点で

はＢ社に勝る。一方､｢購入した人｣を

｢リピーター｣にする点では劣っている。

端的にいえば､広告･プロモーションな

どは上手で､未剛入者の興味･隅入意

向を掻きたてるのは上手い。一方､車

陥入後の｢ブランド体験｣のマネジメン

采の｢存在を知る｣から､どうすれば自

社の工クスペリエンス効果を｢より大き

くできるか｣へ優位性探求が深まって

いることに､お気づきいただけるだろ

うか｡この優位性の探求･掘下げなくし

て､実際のビジネスでインパクトは期

待できない。私達コンサルタントにと

っての｢優位性のレンズの使い方･知恵」

とは､①どんな優位性なのか､②その

優位性の源泉は何か､③何が優位性の

ドライバーになっているかへ探求を深

めていくことにある(図表10)。

２つ目の顧客価値の優位性のレンズ

に移りたい。高級輸入外車ＡとＢ･国

産車と値段が数百万円違うのに､日本

でも人気の高い２つの外車である。値

段は違うが､国産車と比べて機能面で

の｢品則はさほど変わらない。

高級輸入外車にとって、何が差別

化･優位性の主要な源泉かといえば、

ブランドである。数百万円のプレミア

ムをいただけるのだから､Ａ社もＢ社

も上手いブランド･マネジメントができ

ているといえる。しかし､ビジネスは食

欲である。他社並に上手くできていて

も､｢他社並｣である以上､真の優位性

とはならない。もう－歩踏み込んだ優

位性の探求が必要である。

図表11は両社にとって優位性の源泉

図表１０:優位性のレンズの使い方･知恵

一
優
位
性
の
麺
類
唖

劉表１１:ブランドの分鰯

Ａ社の外叩

プﾗﾝドを溌川じている人
７２

Tｈｉｎｋｌｌ３Ｆ

ブランド奄麗刑している人
８９

|訓繊議

侭
墨
哩
睡
切
源
泉

l蝿、

Ｂ社の外加

高級外、隅入対散人仁

【招酸.１００】
出、ＢＣＧデータベース

Ａ社とＢ社の評

《

Ｍ澱"’
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▲３７詔

(Ａ社の負け」
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源泉は何か｣､｢③何が優位性のドライ

バーになっているか｣へ探求が深まっ

ている。つまり､Ａ社にとって､｢①優位

性の秘類は価格プレミアム｣､｢②優位

性の源泉はブランド｣､｢③優位性(ブラ

ンド)を牽引する重要ドライバーはリピ

ート率ブランド体験のマネジメント」

であると掘り下げてきたのだ。優位性

の探求が進むにつれ､得られるインサ

イトも研ぎ澄まされ､具体化する（図

表12)。

次に､３つ目の時間優位性のレンズ

へ話を進めたい。図表13は､医薬品会

社の売上利益率(ReturnonSales)と

薬剤開発スピードの関係を示している。

医科向け薬剤市場は､時間が重要なフ

ァクターとなる代表例だ。医薬品の開

発から上市まで５年以上かかる上に、

上市が1害手になるか､２番手以降にな

るかで売上げ･価格が大きく異なる。

さて､薬剤開発スピードが優位性柵

築の源泉だとして、その優位性のドラ

イパーは何だろうか。薬剤開発のプロ

セスを突き詰めていくと、Ｇｏ/Ｎｏｇｃ

の意思決定というボトルネックに辿り

つくことが多い。見込み(期待収益)が

小さい蕊剤の開発を継続すると､資源

不足で全てが遅くなる。しかし、多額

の投資をしてきた薬剤の開発中止には

踏み切り難い。'情報不足､不透明な環

境での意思決定だから､決断し難さは

ひとしおである。

この場合､優位性の探求によって、

意思決定品質･体制という企業ケイパビ

リテイに辿りついた。再三申し上げた、

優位性のレンズの使い方･知恵(①どん

な優位性なのか､②その優位性の源泉

は何か､③何が優位性のドライバーに

なっているか)が､ここでも応用されて

いることがおわかりいただけただろう

か。レンズそのものではなく、レンズ

をどう使うかの知恵こそが重要であり、

インサイト発見の刺激となる。これが

戦略思考の｢技術｣である。

園醗１２伽位性レンズの使い方･知哩(Ａ社の例】
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５つのレンズの3番目､未来のレンズ

も重要だ｡｢①車実整理のレンズ｣｢②優

位性のレンズ｣は､ファクト(事実)に基

づいた探求が中心となる｡そのために、

過去や呪在を見つめることが多い。し

かし､時として､未来は過去や現在の延

長線上にあるのではなく､ジャンプす

ることがある。このジャンプに私達の

目を向けさせるのが､未来のレンズで

ある。

図表14の左側グラフは'情報サービス

各社の1992年度における利益率と売

上規模を示している。Ｖ字カーブと私

達は呼ぶが､規模の大きい会社(グラ

フの右)と小規模だがニッチセグメント

に特化した会社(グラフの左上)のみが

収益率が高い。中途半端な規模(グラ

図表１３鯉画品会社の利益瀬×Ⅲ晃スピード

派上川益醒（妬）

第３のレンズー未来のレンズ



しいがゆえに"使うクセをつける~こと

が､落とし穴にはまらない要件である。

最後に､未来のレンズを使うべき業

界のチェックリストを掲げた。以下の

項目にひとつでもあなたの業界が当て

はまるなら、未来のレンズの利用をお

勧めする。

画

Tｈｉｎｋｌｌ３７

我社の状況は？

い直す

一雌u萱ＬｌＬ

問Ｇｔｈｍｌ【in9sm‘aｌｌｅｍｌ

図迩１４悩報サービス遇社の利益翠×規根
フの中程)だと儲からないことがわか

る。

さて､今でこそＶ字カーブの業界柵

造が自明となり､規模追求またはニツ

チ特化の選択を各社は迫られることに

なったが､1989年度の時点で経営者は

それを見通せただろうか。1992年度と

同じ会社を1989年度時点でプロットし

たものが図１４の右側グラフである。Ｖ

字カーブ描造のかけらも見えなかっ

た。

「1989年度時点でも､Ｖ字カーブ橘造

が見通せたはず｣と言い切るのは倣慢

だろうが､｢未来のレンズを通して見て

いれば､桶造変化の予兆は見つけられ

たはず｣と考えられる。スケールメリッ

トが効きやすい｢他業界｣ではV字カー

ブは見えていたし､悩報サービス業界

はスケールメリットが亜要な業界にな

りつつあったからだ。業界常識から－

歩引いて見た｢素人の目｣なら予兆を見

つけられたのではないだろうか。

「未来のレンズ｣の使い方として重要

なのは､｢比嚇(他業界･ビジネス以外

からの学び)｣や､｢素人の目(業界常洲

から一歩引いて見る)｣である。たしか

に､過去･現在からのジャンプを見つけ

る｢未来のレンズ｣は、５つのレンズの

中で服も使い方が雌しい。ただ､難し

いがゆえに‘‘使わない'･のではなく、難

間間我々は勝ち組か､ 画 け 組 か ？

第４のレンズー

オプション･レンズ
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これまで述べてきた第１～第３のレ

ンズは､ビジネスをより深く｢理解する」

ためのレンズだった。露４.第５のレン

ズは､それまでに得た事業の理解から

戦略を立案し､選択することに目的が

移る。まず､オプション･レンズの使い

方狂図表15にまとめたので､参照いた

だきたい。

オプション･レンズは３つのステップ

に分けて利用する。まずは､ステップ

１，２で自分が戦っているゲームの仙

類在見極める。未来のレンズから得た

(1)市場成長が著しい業界

(2)顧客に妥協を強いている業界

(3)デコンストラクション(バリューチ

ェーンの解体と門桶築)によって、

プレーヤーの提供価値が変化して

いる業界

(4)技術革新のスピードが速い業界

(5)規制緩和が予想される(あるいは

進行中の)業界

間】この事葉のゲームのルールは何か？

③７妨芯ケーム

過去からのジャンプb嚇嬰芯市喝

⑨既知の高成Ivゲーム

ルールは変わらないが成長は速い

③厩気の艮武長ゲーム

ルールは変わらず.成反も遅い

:::：

ゲームのパターン
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インサイトを使えば､問１（この馴業の

ケームのルールは何か？）に答えられ

るはずだ。また､優位性のレンズから

得たインサイトで､問２(我々は勝ち組

か､負け岨か？)にも答えられる。そし

て､股も師斐なのがステップ3,オプシ

ョンの創造である。

オプション創造にあたり、間違いが

起こりやすいのは､｢落とし所から考え

る｣習悩だ。ビジネス経験豊囲な方か

らは､｢ビジネスなのだから､実行でき

ない戦略は意味がない｣とのお叱りを

受けそうだが、あえて申し上げたい。

オプションを創造するときには､制約

条件を一旦忘れた自由発想から始めて

いただきたい。

「実行できない戦略でもよい｣と言う

つもりは全くない。そんな非現実的な

戦略拙案をしていたら､コンサルティン

グ業は成り立たない。ただ､｢オプショ

ン･レンズ｣を使うときには自由なクリ

エーター､｢戦略選択レンズ｣を使うと

きには冷徹なビジネスマンとなり､別

人格者のごとく頭を切り菅えることを

お勧めしたい。

さて､頭の切替えといっても､慣れな

いとできないものだ｡私達が時折やる

I帽子のトレーニング｣を紹介したい。

例えば、司会が｢宵の帽子｣とL､1う。こ

のとき､参加者はどんなに非現実的で

もいいからアイデア出しを行う。この

時点で他の参加者の批判は許されな

い。次に､司会が｢黄色の附子｣と言う。

このときは、各アイデアのよいところ

だけを指摘する。まだ批判は許されな

い。簸後に司会が｢赤の帽子｣と言う。

ここで各アイデアの批判を始める。こ

れを繰り返或

帽子のトレーニングは一例だが､意

識的に頭の切替えを行うことは、第４

のレンズの使い方･知恵として最も重

要なポイントである｡割ヒラメキ"に自信

があり、いつでも素哨らしいアイデア

が生み出せる方には無用だろうが､私

のような凡人が努力して・ヒラメキ．を

創造するための知恵は｢頭の切替え｣で

ある。お風呂に入って頭の中に電球が

バツとつく瞬間を待ち緋けるのではな

く､背･黄色･赤の帽子の切督えを何度

も綴り返す方が成功確率は向上する。

図表１６にまとめた。

このレンズの使い方のポイントは｢リ

スク･シナリオ｣をつくることである。

もし､あなたが経営者(意思決定者)で、

耶業戦略の立案担当者から次のような

説明を受けたら､注蔵した方がいい‘，

耶業戦略担当者:オプションA～Cの

うち､我社の儲けが最も大きいのはＡ

で説Ａを選択すべきです。

このような担当者に対し､あなた(意

思決定者)がすべき質問は、

照合リスクの視点;我社がオプション

Aを選択したら、競合他社はどんな反

応をじてくるだろうか。例えば､我社の

価下げによりシェアが伸びると君は仮

定しているが､他社が追随値下げする

可能性は見込んだのだろうか。

外的リスクの視点:今後も市場成長

が続くと仮定しているようだが､ケーム

のルール自体が変わってしまう危険性

は検討したのだろうか。規制緩和や技

術革新が起こった場合を想定して､市

場シナリオは1本のみでなく､複数用

意すべきではないのか。

内的リスクの視点:オプションＡは、

我社にとって実行可能なのだろうか。

３８１Think！
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第５のレンズー戦略選択レンズ

さて、岐後のレンズ､戦略選択レン

ズにⅢみたい。このレンズの使い方は

図寒１６瞳鮪巡択レンズの使い方
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新商品開発がこれまで通りの半年間で

完成するとの前提のようだが､馴染み

のないこの商品では１年半かかるので

はないか。１年半かかっても､儲けるこ

とができるのだろうか。

戦略評価をする際､担当者は｢現状

の延長線シナリオ」１本のみで評価す

ることが多い。現代は｢不確実性の時

代｣だと頭でわかっていても､リスク・

シナリオの作成は手間がかかるし､落

とし所からはずれた議論を呼び起こす

危険性があるので避けてしまいがち

だ。優秀な担当者であればあるほど、

落とし所からはずれるポイントを隠す

のが上手い。

しかし議論がはずれる危険性があっ

ても､経営陣がリスク･シナリオを議論

しておく価値は大きい。実は､リスク･

シナリオを議論L/ても､当面のアクショ

ンは変わら芯いことが多い。私の経験

では､当初の落とし所に当面のアクシ

ョンが落ち着くケースが8割以上だ。

では､‘ためがため厨の,１１生識諭なの

か。そうではない。当面のアクションは

変わらなくても､｢シナリオ変化の予兆」

が出てきた場合にとるアクションが､ま

っ脆く異なってくる。例えば､我社の価

格引下げに対する他社の反応を識命し

ていた企業は､思惑通りに他社が反応

しなかった場合への対抗策がとりやす

い。思惑が外れそうな予兆があれば、

すぐに縛営陣とlLj討祇して､戦略変り』

が可能となる。一方､他社の反応とい

うリスク･シナリオを隠してしまった企

業は,経営陣に｢思惑が外れた｣ことを

隠しつづける行動をとりやすい。

８０年代初頭に石油メジャーのシェル

がとった行動はこの好例で､シナリオ・

プランニングの先駆的取組みといえ

る。冷戦時代にありながら､同社は｢ソ

辿のグリーン化｣というリスク･シナリ

オを検討したが､これによって同社の

行動がすぐに変化したわけではない。

メインシナリオはあくまで、冷戦柵造

ＲｅⅧinkIbl9gll･aleg)’ 問い直す

」則り慣LLll-

の継続であった。しかし､数年後(1985

年)にゴルバチョフが登場した愚昧を誰

よりも早く理解し､戦略を軌道修正し

たことでシェルは莫大な利益を手にす

ることができた(詳細は｢シナリオ･プ

ランニングの技法』東洋経済新報社を

参照)。

不確実性の現代においては､｢今どう

すべきか(当面のアクション)｣を決める

だけでなく､｢将来どんなことが起こっ

たら戦略転兇''１１すのか(将来のマイル

ストーン)｣の合意が必要である。その

ような画柔らかい~意思決定を呼び起こ

すために、リスク･シナリオをつくる。

これが､戦略選択レンズの11婆な使い

方･知恵である。

まとめ

これまで５つのレンズの使い方‘知

融を中心に､戦略思考の｢技術｣につい

て解説した。

簸初に申し上げたが､フレームワー

クは｢抜け漏れチェックリスト｣としては

有用だが､具体的な解決策が出てくる

玉手箱ツールではない”解決策立案に

は､フレームワークから一歩踏み込ん

だ鱈インサイト(本質の洞察).が欠かせ

ない。このインサイトを引き出すワザ

こそが戦略思考の｢技術.lである。

望遠絹を見ていただけでは､宇宙の

原理は発見できない。本稿が､望遠鏡

の使い方･知恵への興味を刺激するこ

とができたなら'1mいである。⑭

画
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戦略立案・実行に際しては、「読む」力がものをいう。

珊境を読む、肌合の動向を醜む、社内の騨囲気を蹄む、

さまざまなものを読んだ上で決断する。将棋は読みのゲームそのもの。

プロの棋士ともなれば、日々研究を行い、読む力を磨く。

ここでは将棋プロ棋士の島朗八段に「醜む力」に熊点を当て、

その本質と力のつけ方について聞いてみた。
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結果よりプロセスにこそ

意味がある
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－島先生といえば必ず｢島研｣(注1)が陥

題にのぼります。将棋界の変化を先取りす

る戦略性を感じるのですが､はっきりした狙

いがあったのですか
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Ⅲ

P｢Ocessismorelmpo｢tantthanResuli
自分が鳥研をやっていたのは六段ぐらい

でしたが､羽生(善治)さん、佐藤(康光)さん、

森内(俊之)さんの登場で、将棋の質ががら

りと変わってしまった。現代将棋というのは、

高速滋路網を走るという鵬じがあるんです

ね。中原先生(中原誠・永世十段)や米長先

生(米長邦雄・永世棋聖)がリードしていた

時代は、裏道に入って、そこでねじり合いの

勝負をするところに、その強さがあった。本

当にすさまじい腕力なんですよね。ところが

簸近は、どんなに地力があっても、ある形に

なったら、高速道路へ乗つかってしまって、

否応なく不利な局面まで連れて行かれてし

まう。

羽生さんたちの強さというの、.ちょっと捉

質で、正しい情報のみを選択していく抜群の

用意周到さ、賢さを感じましたね。つまり、

きちっと準備して、要点を記憶し、場面、坦

面に自在に対応できる人が勝つということ
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将換プロ棋士八段
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