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長期的な収益性についてはどうだろ

うか｡ここで役に立つのが｢5Forces」

(図表7)。そもそも企業の収益性は企

業間の競争力の差だけから生じるので

はなく、市場(例えば業界)そのものの

収益性にも左右される。長期的な収益

性となれば､なおさらである。わかり

やすく言えば､「そもそもここは儲か

る市場(業界)なのか｣ということ。Ｍ・

ポーターは､市塊の収益性はその柵造

(この場合､業界柵造)によって規定さ

戦略立案プロセスのどのタイミングで

どの｢戦略フレームワーク｣を使うべ

きなのか、を自分なりに再整理するだ

けでも､｢戦略思考｣に対する理解が深

まることは間避いない。

ど戦略に大きな意味をもつにもかかわ

らず､たいした分析も行わすにイメー

ジや思い込みで語られることが多い。

｢自社｣が身を置く市場(業界)がどれ

ほど規模の効く業界かを論理的に脱明

できる経営者は､驚くほど少ない。

そもそも｢規模の効果｣の大きさは

何によって決まるのか。図表9は｢規

模の効果｣の要素分解図である。当然

のことだが､コスト枇造上大きな比率

を占める費目に規模が効くのであれ

ば、その市場は規模が効きやすいし、

逆であれば､規模は効きにくいという

ことになる。

例えば､一般に研究開発費や広告費

は極めて｢規模の効果｣の大きい批目

であるため､この費目の柵成比が大き

い自動市業界において、２番手以下の

企業は市場(例えば､瀬客セグメント）

を絞り込まないと生き残れない｡また、

製薬業界でグローバルレベルの合従連

衡が進行する理由も､これで説明がつ

く。

活かす技術ｓもう一段掘り下げる

「市場(頚業)特性｣を理解する｢戦略

フレームワーク｣といえば､｢優位性マ

トリクス」(図表8)。そしてその根幹

をなすのが､「規模の効果｣。規模が効

くか否かは､「自社｣の戦略に大きく影

響する。例えば､規模が倍になれば単

位コストが20％下がる市場において

シェアが倍に開いたら、２番手企業は

市場を絞り込んで集中するか､差別化

を図るか､撤退するしかない。ゆえに、

大企業は規模の効く市場で戦い、中小

企業は規模の効かない市場で戦うこと

が基本戦略となる。

しかし、この｢規模の効果l、これほ
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れ､その桶造は５つの力で説明できる

と説いた。しかし残念なことに、ビジ

ネスの現場では､単に業界柵造分析に

とどまっているケースや、（市場その

ものでなく)自社の収益性分析に利用

しているケースが後を絶たない。本来

の目的は、５つの力の強さがどう変化

していくかを分析することで､長期的

な収益性を予測することにある。

また､｢5Forces｣には､市場の長期

的な収益性を予測するという目的のほ

かに、もうひとつ亜要な示唆がある。

自ら秘極的に市場の魅力度を左右する

要因に働きかけることで、市場の収益

性そのものを変えうるということであ

る。Ｍ＆Ａを活用した垂直・水平統合

による業ｹiIlバリューチエーン再編のイ

ンパクトも､「5Forces｣で十分に説明

できるのである。

このように、「３Ｃ｣をベースとした
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図狭１０市嶋(耶螺)澗性悲踊まえて響える

｢戦略フレームワーク』を活かす技術

キャパシティ耶業の糖性

さらに、各災目の規模の効き方は、

その企業が身を置く市場(業界)によ

って異なる点にも注意が必要である。

例えば原材料費。ひとくちに原材料と

いっても､鉄やアルミニウムといった

パリユーチエーンの股上流に位慨する

ものから、最終組立に使用するユニッ

ト／モジュールまでさまざまである。

前者は､規棋というよりも相場で決ま

る要素が強いし､後者は相当規模が効

く。イメージや思い込みを徹底的に排

除し、冷揃にコスト禍造分析や競合と

のコスト比較を行わないと判断を見誤

る。

もうひとつ､別の蛎例を紹介しよう。

図表10は代表的な設備投資産業であ

る。ただし、この設備投資は事業規模

の拡大にしたがって直線的に増加する

のではなく、ある一定のキャパシティ

を超過した時点で大規模に発生するた

め、投資曲線は不連続な曲線を描く。

また､大規模投資を行う前後では、消

費者にそれを認知させるための大規模

な販促費も発生する｡このような場合、

財務会計上のコストや利益情報を使っ

て図表９に示したようなコスト構造分

析や競合とのコスト比較を行ったとし

ても､｢規模の効果｣はほとんど見てと

れない。販促笠がある会計年度に集中

して発生することにより、見かけの利

益が歪められるからである。

このような場合､やみくもに分析を

始める前にキャパシティ那業の特徴を

よく考えなければならない。販促費を

投資対象となった設備の回収期間にし

たがって償却計算し、会計上の利益と

は異なる修正利益でとらえると､規模

耶業の特性の中で航合との収益性に大

差が見られることが明らかになったの

である。

図褒ｇ『蝦機の効梁｣をイメージや思い込みで語さない！
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大切なのは､コスト柵遣と､各費目の規摂効果。

２.コスト挙動分析

凸費目は親授が効くか?なぜがワ
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活かす技術４限界を知る 図烈１１．『ＰＰＭ｣の隙理的溜嗣としての『PLCjと『経験曲線

TｈＩｎｋｌｌ６９

卦理想的なキャッシュフロー

夕

最後に､「3Ｃ｣分析の最終段階､「自

社｣の戦略を桶築する段階に目を向け

てみよう。一般に、この段階は大きく

3つのステップに分割できる。順に、

｢事業機会抽出｣｢事業性評価と絞込み」

｢実行計画策定｣である。この段階はま

而
唱
の
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もちろん、数ある｢戦略フレームワ

ーク｣の中には､今の経営環境にはそ

のままでは適用困難なものがあること

も顎実である。その代表格が｢ＰＰＭ

(成長性.シェアマトリクス)｣だろう。

しかし、ＰＰＭの限界はどこにあるの

かについて、その論理的背景となった

ほかの｢戦略フレームワーク｣との関

係性から説明できるだろうか。

図表,1にあるように､「PPM｣の縦

軸の論理的背景は｢ＰＬＣ｣、仙軸の論

理的背景は｢経験曲線｣である。つま

り、「ＰＰＭ｣の限界とは宮い換えれば

｢PLC｣と｢経験曲線｣の限界にほかな

らない。では両者はどこに限界がある

のか。

「PLC｣の限界は、ライフサイクルの

形や腫さの予測が雌しい、という点｡

｢活かす技術2｣で述べたように､何を

代替商品ととらえ､限界普及率をどう

見極めるかは決して容易な作業ではな

い。また､成熟(または衰退)するかに

見えた市場が､技術革新や価格の低下、

消費者の噌好変化などの要因で再活性

化する場合もある。プラズマ.ディス

プレイなどはその好例であろう。｢経

験曲線｣の限界は､技術i'1%新や価格水

準の乱高下による、過去の累稲経験鼠

の相対的な無意味化にある。

つまり、２つの論理的背景に共通す

る第１の限界は、「時間(とき)の試練

に耐えられない｣ということ。自社の

事業ポートフォリオを中長期的にどう

組み替えていくかといった､長い時間

軸での議論には耐えられない｢峨略フ

レームワーク｣なのである。もちろん

その後､「ＧＥのビジネススクリーン」

などさまざまな改良版ＰＰＭが開発さ

れた。しかしいずれも、６０年代の

Ｍ＆Ａブームにより台頭したコングロ

マリットの本社が、個別単体馴業をキ

ャッシュフローの観点から財務コント

ロールするために開発されたものであ
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活かす技術５

論理と創造をバランスさせる

さに｢拡散｣と｢収束｣、「抽象化｣と｢具

体化」の連続であり、「論理思考

(LogicaIThinking)」と｢創造思考

(C｢eativeThinking)｣のバランスが

強く求められる（図表12)。

ここでも｢戦略フレームワーク」は

力を発揮する。もちろん、論理的

(LogicaI)に思考を積み上げていきさ

えすれば､その先に創造的(Creative）

アイディアが現れるなどという話では

ない。が､｢戦略フレームワーク｣を活

用することで、この不安定なプロセス

をスピーディかつ効果的にくぐり抜け

ることが可能になる。なぜなら｢戦略

フレームワーク｣は思考の｢軸｣を捉供

し､｢創造思考｣が単なる思いつきの羅

列に陥ってしまうことを防ぐ役割を担

うからである。

例えば、アンゾフの｢製品･市場マ

トリクス｣。｢事業機会抽出｣ステップ

における抽出の｢軸｣を提供すると同

時に､「事業性評価と絞込み｣ステップ

においては､既存の資産と能力を活か

した相互補完性在その評価の｢軸｣と

すべきことを説いている。あるいは

｢7S｣。｢実行計画策定｣ステップにお

いて､「抜け｣｢漏れ｣のない企業変革を

担保するための｢軸｣を提供する（図

表13)。

もちろん、これは一般論としての

｢軸｣の提供であり、サブ軸への展開

負け犬
(ＤＣＲ）

Ⅲ
位
コ
ス
ト

り、結局、戦略コントロールという観

点から見た事業間の相互補完性(シナ

ジー)を全く表現できないという第２

の限界は克服できなかった。

このように、論理的背累を含めてそ

の限界を理解すれば､おのずとその活

用法も見えてくる。つまり、使うタイ

ミングや目的を誤らないことが大切で

ある。先に見たように、戦略立案プロ

セスの眼終段階､恥略オプションを評

{ihする段階において｢PPM｣は今やほ

とんど役に立たない。しかし、戦略立

案プロセスの初期段階で､現在もって

いる頭業とそのポジションを概観し、

同時に鯛合の卵紫ポートフォリオとの

違いを際立たせるには十分有用といえ

る。実際､プロジェクト初期に経営者

に危機感をもたせるという目的で､コ

ンサルティングの現場では今なお活用

され続けているのである。

会の芯る木
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｢戦略フレームワーク｣を活かす技術
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(例えば市場軸荏､地域軸､顧客軸、バ

リユーチエーン軸への展開)や､「軸」

上に乗る項目出し(例えば地域軸の上

に乗る、日本、米州、欧州、アジアな

ど)については、各企業の置かれた環

塊に応じてカスタマイズが必要となる

ことはいうまでもない。しかし、論点

(Ｉｓｓｕｅｓ）の全体像を「抜け」「漏

れ」なく把握し、初期仮説（|nitial

Hypotheses)の澗膜を上げ､結果と

していち早く、より深い解決策

(Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）にたどり着くために、

｢戦略フレームワーク｣は強力な武器

となるのである。

図表１２鎗理思謹と創廼思考のバランス
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｢戦略｣と立案するということ

「戦路フレームワーク｣は今なお有

用である。ただし、そこにはいくつか

の落とし穴が存在するのも率実であ

る。しかし、本稿で述べた｢３つの震」

から脱け出し､「5つの活かす技術｣を

身につけたとき、「戦略フレームワー

ク｣は必ずや戦略枇築に役立つもので

あると確信する。なぜなら､「戦略｣は

｢峨略思考｣の澗み11iねの結果に過ぎ

ず､｢戦略思考｣は､｢戦略フレームワー

ク｣を触媒とした｢論理思考｣と｢創造

思考|の最適バランスの上に成り立つ

ものだからである。

「戦略｣＝｢戦略思考｣.＝./(｢戦略フ

レームワーク｣，「論理思考｣，「創造思

考｣)。

経営瑠境の変化の激しい今だからこ

そ､もう一度戦略の原点に立ち返り、

｢戦略フレームワーク｣の活かし方につ

いて考えてみることをお勧めする。、

図褒１３．『軸l出しのヒント

アンゾフのマトリクス

慨存型品Ｗｉ慰陥
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アカデミックにして実務的､最新にして古典一斬新なｱﾌﾟﾛｰﾁを用いた希代の書､ついに完訳。

企梁の経憐で中心的な役割を担うマネジャー

に必要なのは､創造的なアイデアや分析･検

証力､そして｢戦略的思巷｣による総営力で

あるＵ

水神は､学術的JIM論と尖務での応用､占ﾘI↓

的JIM論と11t折の研究成果､そして数々 の|Ｍ１

連学術分野を融合し､斬新なアプローチで

戦略的経営を論じたテキストである。

木ill:を読めば､戦略の堆木的な考え方やヅテ

隅となる理論を〕''1解し､戦略的思拶への蛸

・歩を蹄み出すことができる．戦略的維州・

に取り組む学生やビジネスパー､ﾉンが､iin略

の理論を理解し､自らの課題を解決する糸

口として､また､それを応用する手がかりとして、

水神は適している。

戦略的恐考に行きづまったとき､ﾘ磯のﾉﾉ向

性が見えなくなったときなどに､本杏のページ

を繰りながらもう一度基本に立ちもどり､参鮒

するための｢一唯もの|の書物といえよう

アンゾスポーター以来の新潮流

戦略的思考による経営論

ＭＥＮＴ

新たな経営課題に取り組んでいる

げーｽ゙ﾘﾛーﾅ､=fｱｼドﾚｱ･ﾙｴ,f-If,ジ0ｪ越陣雪

戦略経営論
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特長３】

鴎争と糎縦進化に関する最新の理解に深い分析を

加えた遊語テキストの決定版といえる。画1ほど明

快かつ知滋あふれるテキストに出合えだことはお

おいなる喜びである。

MITスローン･スクール教授

レベッカ･ヘンダーソン

■

煽折の学術理陰と実録のビジネスを鵬合させた聡

括的かつ創造的な書｡ユニークなアプローチど用い、

ダイナミックな窪営環境における職箔ロジックの堕

要性や狙織と戦路の整合性といったテーマに挑ん

でいる｡事業戦略を学ぶ学生やビジネスパーソンに、

ぜひ一碗をお薦めする。

マンキンゼー･アンド，カンパニーディレククー

ウイリアム｡Ｆ･ミーハンllIIIt

■

本吉はきわめて重要な課題を新鮮な切り口でとら

えている。とかく戦略的経営の基礎が忘れられが

ちなｲﾝﾀｰﾈｯﾄ時代にあって.本書は複雑な組

織の巽体を示しつつ､啓簾的なフレームワークを

敗多く用いて職踏の原則を鋪じている。

シスコシステムズ最高駁路責任者藁副社長

ミケランジェロ･ヴも1-ﾉレビー

SＴＲＡｒＥＧＩＣＭＡＮＡＧＥ

スタンフォード･ビジネス･スクール教授陣の
10年におよぶ｢講義ノート｣を集大成

③－Ｇ．サローナー＋Ａ･シェパード+J･ボドルニー
⑳－石倉洋子(-鱈大字壱羨国窪…扇究渇裁摸）

戦略の実施に重きを侭いている

叩卵ｊＲＷＨ

本書に寄せられた絶賛のﾉ』『

輔長２

特長１）

Ⅱポジショニング｣と「資源lの双方をバランスよくカバーしている
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動的で､柔軟で､進化する戦略策定プロセスをつくりだすために

多くの企業は従来､「一定の｣前提を置

いた上で､柔軟性のない戦略策定プロ

セスをとってきた。しかし､今日では

戦略の前提となるべくものは瞬時にあ

りえないものになってしまう危険性が

潜んでいる。ここでは、流動性の高い

時代における戦略策定のアプローチ

｢ポートフォリオ･オブ･イニシアティ

ブ｣を紹介する。動的、柔軟､進化す

るプロセスである。

はじめに

戦略策定プロセスというと、どのよ

うなものを思い浮かべるであろうか。

現在の頚業環境を分析するとともに、

将来の甑業機会を予測。自社の強み弱

みを分析した上で､将来のあるべき姿

(ビジョン)を設定。そして、そこに至

るために、必要なアクションを策定し

ていく。こういった戦略策定に関わっ

た人は、近年大きな空しさを覚えてい

るのではないだろうか。当初戦略の前

提とした将来の予測が､数カ月もする

と、その後の環境の変化から、ありえ

ないものになってしまっていることが

頻発しているはずである。

このような戦略策定プロセスは、詳

細な分析を行えば将来の予測が可能だ

という前提に基づいているところに大

きな問題がある。我々は非常にリスク

の大きい｢過渡期の経済｣にあり、従来

の戦略策定プロセス（ＢＯＸ１「戦略請

の｢傭鰍｣｣)では限界がある。今求め

られるのは、流動的な外部環境に対応

でき、動的で、柔軟で、進化する戦略

策定プロセスである。そして、戦略の

フォーカスは､特定の結果を得ること

ではなく、好ましい結果を生み出すよ

うな｢状態の創出｣に瞳くべきである。

本稿では､不碓実性の高い過渡期の

経済における新しい戦略策定のアプロ

ーチとして、マッキンゼーのポートフ

ォリオ・オブ・イニシアティブ

(Portfoliooilnltlalives;ＰＯ|)を紹

介したい。

,NII．Ｊａｍ

１過渡期の経済一リスクと

不確実性の大きい環境

我々は、おそらく産業革命以来の、

大きな経済の転換期を迎えていると思

われる。ＩＴバブルの崩蜘とと巳に、ニ

ューエコノミー論は終濡准迎えたと考

えられているが、その論拠となった、

規制緩和､資本市場のボーダーレス化、

『Ｏｔｏｂｅ

ｄ ｏ
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技術の進歩、そしてそれに伴うインタ

ラクションコスト（注1)の低下は、相

変わらず本質的な経済構造の変革を己

たらしつつある。それまで､地域ごと

に細分化されて存在していた市場･産

業の垣根を引き下げ､いずれグローバ

ルに統合された市場･産業を実現する

大きなインパクトをもっている。

ただし、さまざまな変化が世の中に

行き渡り、安定的な経済状態を迎える

までには､まだ時間がかかりそうであ

り、今は｢過渡期の経済｣にあるといえ

る。インタラクションコストの低下は、

さまざま芯可能性を一気に生み出した

が、この経済の変化のプロセスは、い

わゆる複雑系であり、先の予想がつか

ない。過渡期の経済は、さまざまな意

味でのリスクと不確実性（BOX2｢4つ

の｢不確実性｣レベルに応じた戦略策

定方法|)が大きい経済である。

(注1)佃人や企業の問で商品、サービス、

‘ＩＷ報などをやり取りするためにかか

るコスト。企梨のコストの約半分に

のぼると推定されている,，

２新た豚戦略策定プロセス

「POl｣とは

結果を生み出す｢状態｣を創出する

このように不確実性の高い過渡期に

は､将来が予測できることを前提とし

ない､新たな戦略策定のプロセスが必

要だと、鋤々は考える。過去において

は､「一定の｣前提を置いた上で､柔軟

性のない戦略決定プロセスをとってい

た。そして、戦略はビジヨナリーとい

う名の下で、どの頭炎分野でどう戦う

かをあらかじめ定めておくものであっ

た。（→P70）

耐ITilink1

ＢＯＸ１戦略論のＲ府敵」

過去数十年にわたり、さまざまな戦略

論が考案されてきた｡｢コア･コンペタン

シー｣､｢顧客純持峨略｣､｢経営のエコシ

ステム｣､｢戦略懲図｣､「タイム･ベース

ド･コンペティション｣､｢価値マイグレー

ション｣……。

こうした手法は、ある状況においては

非常に有効でありながら、鵬たある状況

においては全く無効ということが起こり

うる。

それぞれの戦略論はどのような規合

に有効で､どのような堀合に無効なのか。

有効な戦略輪を遡択するための鍵は何

なのだろうか、

古典的戦略鰭が成り立つための3つの

前提条件

新たな戦略縮が絶え間なく開発され、

また注目を浴びる背最には、古典的戦

略論の限界についての潔職の高まりが

ある。

ポーター･モデルに代表される古典的

峨略論には3つの璽要な前提条件が存

在する。

①業界描造:業界のプレーヤーは、それ

ぞれ－定距離を置いて市場取引してい

るという前提

野肌合優位の源泉：鯉争における勝敗

を決するのは柵造的な参入障壁の有無

だという前提

３不確実性:将来予測が可能という前

提

これらすべての前提が成り立つ場合

には、古典的戦略脇はいまだに有効で

ある。しかし、そのようなケースは、マッ

キンゼーの調査によれば全体の5割に

満たない。残りの半分以上のケースで

は異なる戦略論が必要となっている。

将来予測が可能という(3>の前提が成

り立たない場合の峨略の考え方につい

ては、本文｢ポートフォリオ･オブ･イニ

シアティブ｣、およびBOX２｢4つの『不

確実性ルベルに応じた服略策定方法」

で鮮述しているので､(1)､峰の前提が成

り立たない坦合についてここでは主に

誼じたぃ。

業界構造:企業間連携の商まり

古典的な戦略輪では、業界のプレー

ヤーがそれぞれ一定距離を置いて､｢市

場取引」しているという前提を置いてい

る。この視点に立てば、競合も願客も

サプライヤーも経済価伽の独得という棚

点からは自社と賎争関係にある。よって

他社とは一定距離を置いて取引を行

い、市場環境が許す限り自社に価値を

取り込む鞭略が展開される。

しかし、現実のビジネス界では、さま

ざまな企業が鯉合、顧客､そしてサプラ

イヤーとより踏み込んだ関係を柵築して

いる。典型例は｢相互依存型システム」

と｢特定企業の優良関係｣である。

「相互依存型システム｣は、アライア

ンス、ネットワーク、ウェブなどと称され

る狐その本質は、自社の運命が一定の

相互依存的な企業集団の運命に依存し

ているということである。例えば、コン

ピューター業界におけるWinlel連合、挑

帯電話におけるＣＤＭＡ方式などが挙げ

られる。こうした相互依存型システムで

は、システム全体の成功が晶重要職略

課題であり、システム内における自社の

位置づけを主張するあまり、システム全

体を不安定にすることは何としても回避

すべきこととなる。

また､｢特定企業の優良関係｣は、蕪

僑ネットワーク､メキシコにおける系列企

業間の取引などが相当する。ここでも企

業群全体の繁栄が重視され、個別企業

の戦略を超えた、企業群全体の戦略の

見極めと遂行が最優先課題となる｡

このように、業界内に企業間のより踏

み込んだ関係が存在する場合には、狭

い意味で自社の価値を最大化する古典

的な雄略論は有効でない可能性がある

だけではなく、有害ですらありうる。

競合優位の源泉ｇ実行力や洞察力の亜

要性の高まり

また、古典的職略駒では、新規参入

者や競合に対して参入障壁となるような

構造的優位性を確立することが鯉争侵



不確実性:将来予測の困難性の高まり

警難鶏噛むＲｃＲｈｉｎｋＩｎｑＳｔｒ詞tｅｑｙ

傭磁的なアプローチ 峨略論が濫立する今日、職略家には、

般新の職略諭に踊らされず全休唾見渡

し、耶梁環境の特性を見極め、般適な

戦略で深く切り込むということが求めら

れている。

皿要なことは、単にどの職略鯖のほう

が優れているかという問題ではなく、ど

ういった場合にどの賊路輪が適切か､と

いう問いかけである。広がりと深さを兼

ね備えた、より成熟した戦略策定能力

が不可欠な時代である。

位の源泉と考える。例えば、規模と範

囲の経済の独得といった方法がこれに

あたる。たしかに化学、通信､輸送とい

った分野では今日でもこうした構造的優

位性の璽要性は高い。

しかし、多くの産業では、こうした描造

的優位性の確立は困雌である。また、

他の鯉合優位の源泉のほうが効力が商

い堀合がある。その代表例に｢現場の実

行力｣と｢洞察力･先見性｣の2つがある。

「現場の実行力｣の典型例としてトヨ

タのリーン生産方式を挙げることができ

る。トヨタは、現埋の実行力を駆使する

ことによって､規模と範囲の経済では勝

る賎合企業に打ち勝ってきた。現場の

実行力を鯉合優位の源泉にした戦略は

損保業界などでも幅広く見られる。

一方､｢洞察力･先見性｣の例としては、

技術的な知賊(例、ハイテク業界におけ

るＲ＆Ｄ)、専門家によるパターン認醗

(例、金融のトレーダー)、創造性(例、

アニメ映画の作成)などがある。

業界によってはこうした能力の違いこ

そが競合優位の源泉であり、それに応

じた戦略策定が不可欠となる。

このように、業界柵造、照合優位の

源泉、不確実性といった三軸で、戦略

領域を傭激してみると、図表Ａに示した

通り、古典的職略請があてはまるのはご

く一部分にすぎないことが明硫になる。

また、図表Ｂのように、事業の距合優位

の源泉と不確実性のレベルに応じて、

冒頭に挙げたさまざまな職略論がどの

領域で適応可能かも明らかになる｡

図褒Ａ:避路甑埋の広がり

脱合優位の源巣

古典的戦略諾の;壷歴範囲

鷺界桶造 露台唖位の源泉

Ｉ

|暢造的優位性Ｉ現珊の実行力i洞察力･先見性

ひとつの将来伽
として予測が可能

不
醒
実
性

いくつかのシナリオ

策定が可能

一定の幅で将来仰
の予測が可能

面
予測不可伽な
真の不確実性繭

厩 汽
』〃ぜ‐ソＰ

&､唇一一闇イ

本文で詳述したように、古典的鞭賄

論では将来予測が可能という前提に立

っている。しかし、現実には、将来像を

予測することが困難な｢不確実｣な場合

が大半である。また、ひとことで不確実

といっても、そこにはいくつかのレベル

がある。いくつかの将来像のシナリオ、

つまり｢選択肢｣は導けるレベル。選択

肢は出せないまでも｢幅｣は規定できる

レベル。幅も規定できず､真の不確実

性と呼ばざるをえないレベル。こうした

不碗実性のレベルの逸いに応じて､と

るべき戦略手法は異なる(BOX２｢4つ

の『不確実性｣レベルに応じた戦略策定

方法』参照)。重要なのは、不確実性が

存在する状況では、古典的戦略論は無

効であり、新たな手法の避択が必須で

あるという認誠である。

図表Ｂ:戦略論ごとの適応範囲(例示）

『、
収悠婚期

壁 型

不
確
実
性

Think1I69

高

ロ

ひとつの将来似
として予測が可能

いくつかのシナリオ
流定が可能

予測不可nuな
真の不剛災性

一定の福で将来像

の予測が可能
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(→P68）しかし、前述のように、これ

からの戦略策定プロセスは、流動的な

外部環境に適応できることが必要であ

る。厳密に管理の仕組みが埋め込まれ

ている一方で、助的で、柔軟で、進化

するプロセスでなければならない。そ

して､特定の結果証得ることにフォー

カスするのではなく、たとえリスクが

大きい環境下でも好ましい結果を生み

出すような｢状態｣を創り出すことこ

そ､戦略の目指すところとなる。

我々がポートフォリオ・オブ.イニ

シアティブ(ＰＯＩ)と呼ぶ考え方は､そ

のような戦略策定プロセスのひとつで

ある。この蓄え方では、戦略を、イー

シアティブ、すなわちさまざまな経営

課題解決のプロジェクトのポートフォ

リオとしてとらえる。イニシアティブ

の例としては、ある耶業の海外展開、

脳買コストの低減､ある躯業の事業再

構築などが挙げられる。そして、この

ポートフオリオの管理自体を戦略策定

プロセスととらえるのである。

ポートフオリオ効果で安定的に企業価

値を生み出す

１１コア‘Ｉｊ菜の転換．鞘塊変化に合わせ

て、コア事業の提供価値を転換する

もの

り新駆業の創造:環境変化から新たに

生じた自由度を生かし、長期的に高

い.ノターンを生む新しい馴梨を創造

するもの

り郵業ポートフォリオの組替え:環境

変化に対応して、事業売却、企業貿

収などによって事業ポートフオリオ

を組み替えるもの

図表1をご覧頂きたい。ＰＯＩでは、

個々のイニシアティブを、収益にイン

パクトをもたらすタイミングと、内包

するリスクの大きさという２つの軸で

管理する。時間軸では、イニシアティ

ブを､短期的な収益期待に応えるもの、

中期的な視点でとらえた中核頚業を育

成するもの､将来の成長の芽となるサ

ービス・技術を開発するものに分け

る。同時に、個々のイニシアティブの

自社にとってのリスクの大きさから、

｢ファミリアリティ」（Ｐ７１で詳述)を

踏まえて３段階に分ける。そして、現

在から将来にわたって収益を支えるに

足る十分な数のイニシアティブが､図

表｜のようにマトリックスの｢左上か

ら右下に｣並ぶようにポートフォリオ

を組み､維持していく。

また、イニシアティブは、事業価値

の創造の方法という観点から次のよう

な３つに大別できる。

これらのタイプすべてについて、複

数のイニシアティブの可能性を探り、

ポートフォリオに入れることが匝要で

ある

ＰＯＩの考え方によって複数のイニシ

アティブを組み合わせると、lli業のボ

ートフォリオと同様、ポートフコ･リオ

効果によって､環境変化の中でいくつ

かのイニシアティブが失敗したとして

も、当初の目的を達成できる可能性が

高い。

このようなアプローチは、例えば、

図表１．ＰＯＩのフレームワーク
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医薬品会社における新薬開発のプロジ

ェクト管理など､特定分野の戦略的意

思決定には用いられている。医薬品会

社では、新薬として市場に出すまでの

時間の通いに基づき、新薬開発プロジ

ェクトをいくつかのフェーズに分けて

複数走らせ､ポートフォリオとして管

理する。そして開発のフェーズ別に明

確な基準を設けて、随時ブロジエクト

の中止や導入を決定し､将来にわたり、

収益の源泉となる新薬が安定的に生み

出されるよう管理する。

しかし、このような厳密に管理され

たアプローチを、企業が戦略策定に用

いることはまだ希である。極めて重要

な多くの戦略的決断が､時間的制約の

中で十分な検討がなされないままに行

われているのである。

ＰＯｌを上手く機能させるためには、

｢イニシアティブの慎塑な選択｣、「動

的かつ継続したポートフォリオの管

理｣、「自然淘汰の視点をもって臆せず

中止する｣、の3点がポイントになる。

それぞれのポイントを以下に説明して

いこう。

３イニシアティブの慎重な選択

過渡期の経済においては、リスクが

高い一方､それに応じたリターンも高

い。すなわち、リスクをあえてとった

ものに対する報酬が大きいのである。

リスクにはさまざまなバリエーション

があり、また誰がリスクをとるかによ

っても意味が変わってくる（BOX2｢４

つの｢不破火性｣レベルに応じた戦略簸

定〃法｣)。競合に勝つためには､リス

クの性質を分析し､自社が有利となる

リスクを選択してとっていくべきであ

る。その際に､並要な概念がファミリ

アリティである。

ここでいう、ファミリアリテイとは、

他社がもっていない知澱やスキルをも

っていることによる競合優位性(不公

平な優位性)を意味する。２人のマラ

ソンランナーを例に考えてみよう。２

人の実力には大きな差があり、通端の

平坦なコースでは常に一方が勝つ。で

は、レースを夜間、山道でやったらど

うなるだろうか。しかも、遅いほうの

ランナーに､事前にこの山道で練習さ

せていたとしたら。たとえ実力は劣っ

ていても、山道コースに梢通し、練習

によってスキルを得ているランナーが

勝つ可能性が高い。これがファミリア

リティの効果である。

さまざまなリスクが存在する過渡期

の経済は､夜間の山道のようなもので

ある。ファミリアリティは、そのリス

クを、自社にとっては、他社に比べて

小さいものにしてくれるのである。グ

ローバル化が進み、それまで地域ごと

にバラバラであった市場や産業が統合

されていく過程では、さまざまな企業

が、それぞれ異なるファミリアリティ

をもって競争することになる。同じ酬

業でも、ファミリアリティの違いによ

ってリスクは異なる。したがって、自

社のファミリアリテイの優位性がある

分野でリスクをとり、ファミリアリテ

イが劣る分野ではリスクを避けること

が､成功の条件となってくる。

ファミリアリテイの面で有利なイニ

シアティブとしては、例えば、新たな

経済の変化に対応すべく、コア頚巣の

転換を図るプロジェクトが骸当する。

コア事業であるがゆえに、他社よりも

早く、より効果的に新たな経済の変化

に対応できるはずだ。ところが、市場

環境の変化にもかかわらず､コア耶業

の転換を怠っている企業が多い。短期

的な業績を追求するあまり、コア事業

からの収穫ばかりに専念し、競合の先

を行くために必要な投資を後回しにし

ているケースが､実際のところ非常に

多い。そして､競合他社が職極的に投

資を始めた後で慌てて投資することに

なる。これでは、照合に追いつくだけ

の十分なファミリアリテイを獲得する

ために、調査やテスト事業などに－分

な時間をとることは難しい。かくして

本来であれば､十分に避けることがで

きるリスクまでとることになってしま

うのである。

ただし、ファミリアリティがある分

野だけに投資していても、長期的な成

功は見込めない。ファミリアリテイが

なく、リスクが大きい分野への挑戦も

必要である。その場合､小規模な実験

やテスト謂業などによって、十分な時

間とリソースを投入してファミリアリ

テイの独得を図ることが必須である。

ファミリアリテイは経験からしか獲得

できない。全くの新規分野進出といっ

た大規模な投資をする際には､実験を

通して新たに得た知識に基づきアイデ

ィアをより現実的なプランに育て、フ

ァミリアリテイの優位性を作り上げて

いくことが極めて重要である。

(→P74）
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ＢＯＸ２４つの｢不確実性｣レベルに応じた戦略策定方法

世の中の不確実性は全体としては高

まっているものの、すべての状況が予

測不可能なわけではない。

将来の醜業柵造の予測可能性が高い

業界もいまだに存在はする。また、ひ

とつの将来似に絞り込むことはできな

くても、いくつかの将来シナリオの選

択肢に収数する業界もある。また、明

確なシナリオの避択肢は出せないが、

将来像を「幅」で描ける、という業界

もあるだろう。そして、真の不確実性

と呼ぶにふさわしい状況の業界もあ

る。

このように、将来の不確実性の度合

いを4つのレベルに分類し（図表Ｃ参

照)、それにふさわしい戦略策定方法

を紹介したい。職略家にとって重要な

のは、不棚実性を世の中の「平均値」

としてとらえるのではなく、自社の個

別取業における不確実性を見極め、そ

れに適した峨略策定方法を選択するこ

とである。

レベル1の不破実性；

ひとつの将来像として予測が可能

事業櫛造が安定的な業界では、一定

の輔度で将来を予測することが可能で

ある｡耶業柵造が安定的ということは、

事典1M造に影雷を与える要因（マクロ

経済、規制、技術的イノベーション、

服客の晒好、新規参入者．代替的な商

品、水平，垂直統合）に大きな変化が

ない、ということである。この場合に

は、各要素が将来どう変化するのかを

解析し、それに応じた峨略を立案する

ことが可能となる。

このような「予測可能な将来」を導

くのに適した分析手法の代表例には以

下のものがある、

７２１Ｔｈｉｎｋｌ

･産業経済学（例ポーターの事業構

造分析）

･市珊鯛査(例頒客セグメント分析、

照合シェア分析）

･寅用分析(例業界の供給曲線分析）

･ＳＷＯＴ分析（例市場の魅力度・自

社の鯉合優位性分析）

･コア・コンペタンシー（例有形・

無形獄産分析）

･現在価値計猟〈例キャッシュフ匡

一予測、リスク算定）

これらは職略の分野では「古典的」

手法とも呼べる、最も基礎的なツール

である。ここ２０～30年をかけて、理

詰的にも、実践的にも練り上げられて

きており、現在でも多くの戦略家が活

用している。古典的手法はそれ自体優

れてはいるが、BOXｌ「職略醗の『鮪

敷｣」で述べたように、手法の有効性

の前提を魂識することが重要である。

古典的手法の有効性は、将来予測が可

能な場合には極めて高いが、将来に対

する不硫爽性が商まるにつれて低くな

る。不硫実性が高い状況は、以下のよ

うに3つに分けることができる。

レベル2の不破爽性：

いくつかのシナリオ簸定が可能

レベル1の不確実性のもとでは、上

述のように予測によってひとつの将来

像を描くことが可能である。しかし、

多くの事業では、将来像をひとつに絞

ることはできず、いくつかのシナリオ

<選択肢）が存在する。

率業描造に影響を与える要因、つま

り前掲のマクロ経済、規制、技術的イ

ノベーション、顧客の噛好、新規参入

者、代将的な商品、水平・垂直統合の

すべてが不破実なわけではなく、この

中のいくつかが不確実で、これらに限

られたシナリオが存在する、という場

合がある。これがレベル2の不確実性

である。シナリオとは例えば、「市塙

が自由化される・されない｣、「餓合の

Ａ社が参入する．参入しない」といっ

たものである。

このような「いくつかのシナリオ」

を解析するのに適した分析手法の代表

例として、以下のものがある。

･遼思決宗ツリー（例規制・理合の

動きに応じた打ち手〉

シナリオ分析（例事業柵造変化の

シナリオに応じた峨略）

ゲーム理論（例雌合と自社の打ち

手に応じた利益率分析）

リアル・オプション（例’Wi報入手

庇に応じた砺業価値）

これらの分析手法を活用することに

より、シナリオが存在する将来侭に適

した職略立案が可能となる。ここで重

要なのは、変化する要因が特定できて

いるだけでなく、それがどう変化する

かが「シナリオ」として明確に定義で

きる、ということである。

レベル3の不確実性：

一定の幅で将来像の予測が可能

変化する要因は特定できるものの、

その変化の度合いを「シナリオ（選択

肢)」としてとらえることはできず、一

定の「幅」でしかとらえられないとい

う場合が、レベル3の不確実性である。

マクロ経済が不安定な国における投

資のリターン、新たな商品やサービス

に対する頭客の反応、新技術が既存技

術を代替するスピード。これらの将来

の変化は、一定の「幅」で服臆するこ

とはできても、具体的にどのような水

準になるかを予測することは極めて困

難である。

このような「将来像の幅」を解析す

る上で適した分析手法の代衷例として

は以下のものを誰げることができる。

,将来の需要予測(例デルファイ法）

，システム・ダイナミックス〈例変

数間の因果関係定燕）

'オプション理論（例オプション・

プライシング・モデル）

レベル3の状況下では、古典的手法

にシナリオ分析、ゲーム理麓などを加

え、それを上記手法でよりダイナミッ

クに解析し、その幅に応じた職略を漆

定することが求められる。
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実性が高ければ商いほど、新たな怖報

や洞察から得られる肌合侭位性が匝要

になり、つまりは分析の重要性が商ま

る。アナロジーやシミュレーションで

将来の家業桶造について洞察を深める

ことにより、そうした将来が出現した

際に速やかな判断・行励が可能にな

る。

逆のアプローチをとる。まずある職略

を想定し、次にその職略が有効となる

前提条件を伽腿するのである。

将来他を「解析」することが不可能

でも、将来像についての前提条件の妥

当性について洞察を深めることは、以

下のような方法によって可能である。

レベル4の不確実性：

予測不可能な鹿の不破実性

将来の変化の「幅」すらも想定でき

ないのが、レベル4の不確実性である。

ソ辿崩壊直後のロシアの製品価格動

向、アパルトヘイト直後の南アフリカ

共和国の制度変更見通し、石油メジャ

ーによる新エネルギー技術の長期ロー

ドマッブ。これらがレベル4の不確実

性に骸当するが、ここで裟略家がとる

べきアプローチは、レベル1～３まで

のアプローチとは根本的に異なる。

レベル1～3では、将来の姿を、それ

がひとつであれ、複数のシナリオであ

れ、幅であれ、何らかの形で予測し、

それに応じて職略を策定する。しかし、

将来予測が不可能なレベル4では全く

･アナロジー（例歴史からの考察）

･類似ケース（例新商品による既存

商品代替スピード）

･コンピューター・シミュレーション

（例職略が成り立つ前提条件の組

み合わせの導出）

事業に潜在する将来の不碓実性を見

極め、それに応じた戦略策定方法を選

択する。世の中の不確実性が高まる中

で、戦略家の技の商度化が求められて

いる。

真の不確実性に直面した場合、多く

の職略家が分析を放棄し、勘や運任せ

の判断を下してしまう。しかし、不確

図設Ｃ:不硫実性に応じに鞭語鯖定方法
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短期指向

畏期的な成長オプションが欠如｡過

度に保守的な経営のあり方や､長期

的な投資に対する消極性が要因で

ある可能性あり｡より多くの長期的

脱長オプションをつくるイニシアティ

ブを立ち上げるべき

PortfoIIo

７４１Ｔｈｉｎｋ

ポートフオリオ･オブ･イニシアティブ
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る。多くのイニシアティブをバランス

よくポートフォリオの中にもつこと

で、中には失敗するイニシアティブが

あっても、全体としては好ましい結果

を得ることができるはずである。

ポートフォリオ管理していく上では、

まず、図表１のようにＰＯｌのマトリッ

クス上に、個々のイニシアティブをプ

ロットする。そして、前段でも触れた

が、自社にとって適切なレベルでのリ

スクをとりつつ､短期的な収益を確保

するとともに､中期的な中核率業を育

て､また､長期的な成長の芽を確保す

るために、マトリックス上でイニシア

ティブが｢左上から右下に｣広く広がっ

ていくように管理するのである。

読者の所属される企業のイニシアテ

ィブをプロットすると、どのようにな

るだろうか。図表2は、ありがちな、

問題のあるイニシアティブの分布パタ

ーンである。短期的な収益にフォーカ

スしすぎている、リスクを回避しすぎ

ているなど、現状の戦略の問題点を見

ることができる。例えば､タイプCは、

左上にイニシアティブが集中して短期

的な収益確保にイニシアティブが偏っ

ている。この場合､中期的な中核耶業

となるものを育てるイニシアティブ

４動的かつ継続した

ボートフォリオの管理

企業として、株主の期待に継続的に

応えていくためには、質、量ともに十

分なイニシアティブを常に動かしてい

なければならない。先述のように、直

近の収益に大きく貢献するものを滞に

もつ必要がある一方で､現時点では小

さなイニシアティブだが､将来ファミ

リアリテイが獲得できれば大きく育つ

I]l能性があるようなものも竃翌であ

卿醗２問題のあるイニシアティブの配置の鼠

タイプ，

閉間髄に選づきイニシァテ都ブをプロット

⑥ボー ﾄﾌｵﾘｵの組普え
●市当の葵化､ﾌｧﾐﾘｱﾘﾃｨﾓ含めた

自社の龍力の進歩などに基づいて

事糞雲会を定鰐鈎に再爵匡

（例､年に2～3回）

●新たなイニシアティブの追加

●イニシアティブの偶弗順位の、般定

タイプＡ タイプＣＩ

将来福向

廻期的に実現可能で､自社がファミ

リアリティGもつイニシアティブが限ら

れている｡直近の収益鶏待に応える

ような､イニシアテfブを実行すべき

●唱先而位の高いイニシアティブを笑行

●マイルストーンの誰宏

リスクの過度の回避

自社のファミリアリティのない､あるい

は不敵実性を伴うイニシアティブの

鵡行に及び塵｡リスクの過度の回避

が､滞在的な長期的な極値を禍なっ

ている｡異期的なｲﾆｼｱﾃｨブには、
より大藍なリスクをとるべき

図襲ｓＰＯｌの管理プロセヌ

qdつｃｏ
ＯＣＯ

ｐＣＣ

④ｲﾆｼｱﾃｨブの探繁
●すべての既存のｲﾆｼｱﾃｨプの峨盗

●収益性の高いイニシアティブの粘定･創逸

●ファミリアリティの偲位性があるものの蹴択

タイプ日

リスキー･ビジネス

短期的にさえ､自社のﾌｧﾐﾘｱﾘﾃ

ｨのない危険なイニシアティブに頼っ

ている短期的にも､長期的にも大

きなリスクが存在ファミリアリティの

優位性ｆもつイニシアティブを誼冥

に実行すべき

｡｡
⑥
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や、リスクが高くても将来大きくなる

可能性のあるイニシアティブを小規模

なリソース投入で始めるなどの試みを

行い､｢左上から右下に｣分布するパタ

ーンに戻す必要がある。

ＰＯＩの具体的なプロセスは、図表３

のように①イニシアティブの探索､②

イニシアティブの実行､③モニタリン

グ､①ポートフォリオの組替えといっ

たサイクルを年に２～３回、まわして

いく。個々のイニシアティブの実行状

況は毎月の頻度でモニタリングを行

い、うまく行かないもの､魅力が失わ

れたものなどは随時ポートフォリオか

らはずしていく。この決定や、ポート

フォリオ組替えにおいては､全社の利

益最大化を軸にした判断を速やかに下

せるよう、トップマネジメントの参画

が不可欠である。

また、ＰＯｌの管理においては、時間

の経過を味方につけることが重要であ

る。多くのリスクは、時間の経過とと

もに減少する。例えば､ある規制の緩

和がどのように行われるか不明といっ

たリスクは､規制緩和が行われた時点

で即座に解消するs過渡期の経済には、

単なるフアーストムーバーには優位性

は存在しない。リスクがありながら、

それを無視して､あるいはある仮定を

遭いて無理やり実行を決定するのでは

なく、時間の経過の中で変化を注意深

く観察し､肋くべきタイミングで確実

にすぐに助けるような準伽をすること

が砿争に勝つためには不可欠である。

５自然淘汰の視点をもって臆せ

ず中止する

ＰＯＩの成功のためには、企業の経営

者も担当者も自社の進むべき道につい

ての固定概念を捨て、開始時には事業

環境から有望と判断して始めたイニシ

RｈｉｎｋＩｎｑＳｔｒａｔｇ

アテイブでも、予想外の環境変化によ

って見通しが悪くなった場合は、中断

を決断することが肝心である。自然界

においても職境の変化の中で自然淘汰

を余儀なくされるもの､逆に新たな変

化が味方するものがあるように、環境

変化を直視し、中止が必要なイニシア

ティブは臆せず中止する。

イニシアティブの担当者は予定通り

に進めないことは失敗と考え､蝋境が

変わっても何とか目的を達すべく努力

を続けがちだ。経営者も当初描いた通

りのビジョン達成に執論しがちであ

る。環境の変化を厳溺に受け止め、ポ

ートフォリオ全体を見直し、イニシア

ティブを適宜入れ替えるべきである。

ＰＯｌのアプローチは､将来の結果は

当初の仮説とは全く異なる、という前

提に立つものだ。多くの甑要な戦略的

な決断は､時間の経過の中で得られた

経験･知識に』Aづいて行われるべきで

あり、それを当初予想できないことは

むしろ当然なのである。

以上のように、ＰＯＩは、良い結果を

生むための環境を整えることにフォー

カスした戦略策定の方法論である。

ＰＯｌには、多くの欧米企業における

これまでの戦略策定のあり方への反省

が込められている。予測不可能な将来

についてビジョンを掲げ､それに準じ

た財務目標を設定し､その｢結果｣をも

って社員を評価する手法が､ここ10年

ほどで欧米を中心に広まり、日本でも

採り入れられている。しかし、「結果」

の目標より、結果に至る｢プロセス｣が

どうあるべきかこそ､本質的な経営課

題である。この､今後の目標を達成す

るための事業辿営のプロセスにフォー

カスした取組みがＰＯ１なのである。

そういった意味で、このＰＯｌの発

想は、優れた日本企業の或業運営方法

に通じるところがあるといえるのでは

ないか。具体的なビジョンを示す代わ

りに、企業理念といった文化・哲学を

従業員と共有し、それに基づく個々の

従業員の行動によって、企業の進むべ

き方向が形づくられていく。企業は、

従業員が最大限力を発揮できるような

環境を整えることに注力してきたとい

えよう。このような「プロセス志向」

が優れた日本企業の競争力を支えてき

た。

不破突性が高まるなかで、明確なビ

ジョンを示せないことは必ずしも恥す

べきことではない。いま問われている

のは、こうした事業運営プロセス、そ

してそれを支える戦略策定プロセス

を、いかに励的に、かつ柔軟に進化さ

せることができるか、ということであ

る。ここに過渡期の経済におけるグロ

ーバルな勝者になれるか否かの分かれ

目がある。⑨

亀皇苫

ｂ 里
言至

Tｈｉｎｋ 鵬
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失敗の研究一べﾝﾁｬｰ企業の事例に学ぶ

災

優れたビジネスアイデア､革新的芯技

術というアドバンテージを背禦に起業

するベンチャーは数知れない｡しかし、

成功する企業はこくわずかだ。なぜ、

そのアドバンテージが活かされないの

だろうか。ここでは｢失敗は成功の母」

という言葉にならって、１１社のベンチ

ャー企業の失敗鄭例を分析し､失敗の

本質を明らかにし､顎業を成功に湖く

ための条件を解説する。もちろん､一

般企業の事業計画の立案･実行に際し

ても､有効な示唆が得られるはずだ。

事業を成功に導くための５つの条件

４

Ｙｕｊｉ

といえる。

ところが、どうやったらベンチャー

を成功させることができるのか､それ

以前に、そもそもどういう理由でどん

なときにベンチャーが失敗するのか、

体系的な資料が全くないことに気がつ

いた。そこで筆者は、業界経験が豊富

で信頼できる優秀なベンチャーキヤピ

タリスト数名に頼み、過去の失敗躯例

をくわしく聞くことにした。

１ベンチャー企業11社の

失敗事例

ａ ｂ ａ

大企業社会がいよいよ限界に来て、

日本経済の立て直し役として、ベンチ

ャー企業への期待が高まっている

1998年以来進められてきたベンチャ

ー関連の法制度上の整備がほぼ終わ

り､ベンチャーの創業･投資･支援が格

段とやりやすくなった。さらに､2001年

７月、松下電器の早期退峨制度の発表

以降､大企業の人員が十数万人流出し、

チャンスをうかがっている。Ｒ本の歴

史上初めて､ベンチャーが本格的に立

ち上がる前提条件が整った。過去のベ

ンチャーブームとは根本的に異なる、

本格的なベンチャーの時代が到来した

、
Ｊ

ｒ
」

「
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失敗の研究・-ベンチャー企業の寵例に学ぶ

Ａ社の頭例

1993年に創業し、規模は小さいな

がらも安定して、ソフトの受託開発を

行ってきた。ところが､いつまでも受

託開発では今後の展望が見えないと、

技術者社長が一念発起してパッケージ

ソフト事業への転換を図った°苦労の

末､醗争力のある商品は開発できたが、

社長は商品力に自信があり、営業を暇

祝し体制描築を怠った。大企業では開

発業務のみ､独立後も受託開発を中心

として来たため、営業の本当の意味、

雌しさを理解していなかった。主要株

主の度璽なる説得に対し、「新聞広告

さえ出せば売れる。だから、あと１偲

円出資してほしい｣といった安易な姿

勢が続いた。「製品はいいのになぜ売

れないんだろう｣と本人が納得できな

いまま資金繰りに困る状況に陥り、活

伽停止に追い込まれた。

Ｂ社の躯例

インターネットでのファックスサー

ビスの事業化を目指し､1997年に創業

した。インターネットブームに乗って、

数個円の出蔵と十億円ほどの融資が確

保できた。ところが､技術開発に予想

外に手間取り、スケジュールの遅れが

目立つようになった。それに加えて、

社長のコスト意識が低く、豪華なオフ

ィスや30名もの従業員を維持するな

ど、売上げの実環前から相当額の出費

を続けた。結局､製品の事業化が間に

合わず､賞金ショートで1999年に倒産

した。

Ｃ社の事例

1990年に創業､パソコン量販店を展

開していた。社員のパソコン知識が豊

冨で、売上げも短期間に年100瞳円以

7８Ｔｈｉｎｋｌ

上に拡大した。ところがパソコンの売

上げが頭打ちになり、ライフサイクル

も短縮するにつれ､売れ残りが急拡大

し不良在庫が積み上がった。急蹴長期

には目立たなかった問題も鰯呈した。

何よりも、社長が各店舗の実態涯把侭

していないうえ、しっかりとした経営

琶理の仕組みを構築していなかったこ

とが大きい。状況の変化に対応する術

がなかったといえる。それに加えて、

社長がナンバー2社員の10倍以上の給

料を取っていたうえ､会社から多額の

借金をするなど､会社を私物化してい

た点も多かった。売上げ急減､在脈急

増の結果､貢金繰りが続かず、1997年

に倒産。

、社の事例

1990年に教育ビジネスを開始し、

規模は小さくとも堅実な経営を続けて

いた。ところが、Ｅラーニング馴柴に

参入と同時に２個円の出資渥受け､堅

実だった社長が舞い上がったためか、

あっという間に放漫経営に陥った。社

長室の導入､社員を5名から１５名に増

員､秘密を新たに採用、使えるコンピ

ュータの新調など、出費が急地した。

それに加え、社長は大企業相手の営業

に慣れていなかったため、大企業の担

当苔からの良い感触があっただけで売

れたと思いこみフォローを憩った結

果､売上げ目標には大きな未連が生じ

た。バブル崩壌後､会社は教育ビジネ

スに戻り、借入金などのため、じり貧

状況ではあるが、顎業を何とか継続し

ている。

Ｅ社の事例

1991年に創業後、出資・融資十数偲

円を受け､高性能のコンクリート補強

塗料を開発した。業界で注目を浴びる



性能であったが､塗料の性格上､ゼネ

コンの指定が必要にもかかわらず､手

近な地元企業への営業活動に終始し

た。自社の技術､製品を過信した強気

の価格股定と販売戦略の稚拙さによ

り､結局十分な販売実績をあげられず、

1998年に倒産。技術者社長は、自信

満々で最後まで他人の忠告に耳を傾け

ることがなかった。

F社の事例

1998年に創業､超薄型･低消費踊力

で使いやすいと評判のヒーターを開発

し、順調に成長していた。ところが、

営業統括責任者が突然退社し､競合企

業を設立。その後は､毎月の販売計画

の９割が未達となった。社長は、希望

的観測と事実を混同した発言が多く、

嫌なことには目を向けないタイプであ

った。経営管理が苦手でリーダーシッ

プが弱く、順調なときはともかく、こ

ういった危機的な状況で体制立て直し

をする能力には欠け、倒産に至った。

Ｇ社の耶例

自然言語系の高度なソフトウェア牒

発を目的として1997年に創業された

が､社長が夢を語ることに忙しく、実

際の開発作業に注力しなかった。酬画

との禿離が拡大しても十分なアクショ

ンを取らなかった結果､出資者の不信

感は強まる一方だった。結局、追加出

資の獲得ができず､じり貧状態に陥っ

ている。

Ｈ社の事例

1990年創業の飲食系サービス業で、

業績が上向かず､かなりの下積み期間

を経た。大変な経営努力の結果、数億

Ｒ笹tｈＷｎｋｍｇＳｔｒａｔｅｇｙ警蝿噛む
円をかけて六本木に旗艦店を開店した

ところ大当たりした。銀行も色よく、

一気に十数億円の融資を受けてもう－

店､歌舞伎町に出店。社長は苦労して

きただけに、旗艦店の成功で有頂天か

つ自信過剰になった様子。借金と収入

を勘違いした、としか思えないような

振る舞いも多く見られた。営業的には

大好評であったが､貸し渋りが始まっ

て銀行の返却要求に対応しきれず､あ

えなく倒産。

|社の頭例

市場を席巻する会計ASPを目指し、

2000年に創業、タイミングもよく、２

億円の出資を得た。インターネットバ

ブルが崩壊し、ＡＳＰ市場も思ったほ

ど立ち上がらなかったが、社長は瓢業

転換への決断ができなかった。客観的

には､明らかに見切るべき時期であり、

主要株主からもたびたび助言を行っ

た。社長は技術的には大変優れていた

が､思い入れが極めて強い性格でかつ

優柔不断であったことが、アクション

を遅らせた。営業の数字は全然上がっ

ていないのに対応策も打てず､結局、

資金ショートで2001年に倒産。コン，け

ルティングの依頼などもあり日銭稼ぎ

は十分できたが､製品開発へフォーカ

スするためだということで、断ってい

た。

Ｊ社の事例

1992年創業のグルーブウエア開発

会社で、新馴業としてコミユニテイサ

イトの運営に参入。ところが見込み違

いが大きく、新串業の会員碓保が進ま

なかった。既存のグループウエア恥業

は月次決算すらなく､徐々に低迷した。

社長は管理担当の共同創業者に任せつ

きりにしたが､彼にもそういった能力

がなく、立て直しに失敗。それに対し、

社長は悪口をいうもののアクションを

取らず、支えることができなかった。

結局営業譲渡に至った。

Ｋ社の事例

1998年に創業したアパレル流通業

で１号店が大成功し、全国に一気に６

店舗出店した。頚前調査も明確な戦略

もない出店で､売上げは大幅未達､コ

ストは大幅高に陥った。ほとんど勘で

出店した１号店が成功したため、社長

は自分の力准大きく過信した様子。そ

れに加え、有名になりたい､金儲けし

たいという私利私欲が社長には露骨に

あって､嫌気をさした優秀な人材が相

次いで退社した結果として、資金シ

ョートで2000年に倒産。

塊

‘曇
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２ 失敗の７つ（ターンー

「なぜ？」｢どんなとき？‐

上記は、数多くのベンチャー失敗'１１

例の一部に過ぎない。インタビューの

結果を分析し､識者数名とのディスカ

ッションを経た結果、７つのパターン

が浮かび上がってきた（図表１）。そ

れぞれ大きな特徴をもつ。失敗した企

業はそのうちいくつかのパターンが当

てはまっており、チエックリストとし

ても参考になる点が多いので､以下に

まとめた。

営業、収益確保への執蒲心の弱さ

特徴的には、営業､すなわち、もの

を売る、商売するということへの態度

が安易で､販売目槻の未達を平気で放

価する｡平気ではないかもしれないが、

社員の反発を抑えてまで取り組もうと

しないｃ顧客から｢良い感触｣があれ

ば､それで売れたと思いこみ､本当に

売り切るまでフォローしない。「日銭

稼ぎ｣を軽視し、現金の入金に執着し

ない、などがある。

コスト管理の弱さ、甘さ

目標との禿離猛放置するなど経営管

理全般の不備が多い。売上げが期待で

きない状況で大きな出費を続けるこ

と、出資･融資を収入と勘違いしたか

のような振る卿いに出ることが多く見

られる。これは常識では考えにくいこ

とだが､その割に頻繁に見られること

から、日本のベンチャー環境にはそう

いったわな･落とし穴が多いのかもし

れない。

８０Thinkl

１失敗のＩ癌

現象・問題点の整理

●営業力の軽視､営巣への安易な閣度

●営梨目概の末運を放固

●「良い感触｣を売れたと思いこむ

｡売り切るまでフォローしない

●売上債権回収の軽視

●「日銭涼劃の軽視

●売上げがないのに､相当顔の出費を糎媛

●資金調達後､出費が急咽｡収入と勘違い

●不要不急の出費(豪醜な社長室､ＰＣの新関､他）

ｐ自社製品への自侶過刺

●商品･販売戦略の見映り

●強気すぎる価植戦略

●他人の忠告に耳を傾けない社長

●鐙合､希に大企誰の動きを軽視

画診
宮業､収益砿保への

執着心の弱さ

ﾛ妙ｺｽﾄ……

ご珍猿術への“

、加艦店の成功で多額の融資を受け､一気に30偲円

,w弱i態iIW雛駕撫::"今穂繍・
売上げ未達､高ｺｽﾄでまもなく倒産

:嬬雛繍謹…今鰯…
●希望的観測と頚爽を轍に混同

:鰐繍縦麓潟藤“今尭繍”●部下に厳しくできない

●優柔不断､意思決定を週ける

;薫難篭臆い…繍勢蝋：w‘●社長の給料が棚淵に高い


