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PwCネットワークの一員として戦略コンサルティングサービスを提供するStrategy&は、書籍Strategy	That	Worksを2016年
にグローバルで発行しました。本書はStrategy&がかねてより、その解を追求してきたテーマ、「企業がどのようにすれば競争
優位を実現できるのか」、具体的には、戦略と実行の間に生じるギャップはどこから来るのかという問題に関する研究の最新版
です。Strategy&では、その前身である世界で最も古い戦略コンサルティングファームであるブーズ・アンド・カンパニーの時
代から、実行される戦略、利益に結びつく戦略立案および支援を、「Sleeves	rolled	up」（腕まくりして）という標語の下で実践
してきました。2014年のPwCネットワーク入りも、戦略と実行に連続性をもたせるという視点に立って行われたものです。この
たび日本語版『なぜ良い戦略が利益に結びつかないのか－高収益企業になるための5つの実践法』が発行されました。その
内容の紹介とともに、日本企業への意味合いについてご紹介します。

なぜ良い戦略が
利益に結びつかないのか
─高収益企業になるための5つの実践法
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最新刊

戦略と実行のギャップを克服する第1章

自社の独自性を貫く第2章

戦略を日常業務に落とし込む第3章

自社の組織文化を活用する第4章

成長力を捻出するために
コストを削減する第5章

将来像を自ら作り出す第6章

大胆に、恐れずに第7章
企業の戦略と実行との間に大きなギャップが生じがちであると
いう問題意識から、高収益企業をケイパビリティという点から
分析し、これらの企業において共通に有効であった5つの行動
様式を紹介する内容となっております。 
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Strategy 高収益企業になるための

5

│1│自社の独自性を貫く

│2│戦略を日常業務に落とし込む

Strategy&ではかねてから戦略と実行のギャップの克服
を研究してきました。本書籍において著者らは前著 The 
Essential Advantageにおいてその問題を解くカギは企業
が幾つかのフォーカスされた事業領域において自社の価値
提供や商品・サービスのラインアップと、整合した固有のケ
イパビリティを保有していることと論じました。ただし、その
ような固有ケイパビリティのシステムを各社がどのように設
計・構築・展開してきたかについては扱われていませんで
した。その点について行動様式という観点からあらためて研
究したものが今回出版した本書です。これらの行動様式を
備えることで、良い戦略が利益を生む確度を飛躍的に高め
ることができるのです。

成功した会社の事例研究からベストプラクティスを抽出
する帰納法的アプローチを採る研究はこれまでも多くのコ
ンサルタントやコンサルティングファームから出版されてき
ました。本書の特徴として著者らは、コンサルタントの仮説

著者らは独自性＝アイデンティティの課題を冒頭に語りま

す。著者らはアイデンティティを価値提供、独自のケイパビ

リティ体系、製品／サービスポートフォリオと定義し、社員が

一丸となって一貫性を維持して急速に変化する世界の中を

進むことを説きます。近年の多くの日本企業における課題

は、ここに多く存在するのではないでしょうか。本業事業の

周辺領域へにじみ出るように多角化を行い、あたかも増築に

増築を重ねた温泉旅館かのごとく事業ポートフォリオを増や

した結果、自分たちがもはや何者かを見失っている状態にあ

る企業は多くあります。独自性・アイデンティティまでいかな

くとも、顧客への提供価値を再考する必要は大いに存在する

でしょう。

ここでは全力を注いで日常業務を通じて築き上げる必要の

あるケイパビリティについて語られます。重要なことは組織や

予算編成の枠組みを横断したレベルで必要なケイパビリティ

を定義し、その重要度の優先順位をつけることにあります。ま

た、結果として単一のケイパビリティに依存するのではなく、

複数の重要ケイパビリティの組み合わせとして差別化された

ケイパビリティシステムが構築されるべきです。この文脈に

おいて、日本企業は「ものづくり」を頼るべきケイパビリティと

して強調することが多いですが、それ一つで戦うことは難しい

と認識する必要があります。

先行とならないようMITの教授らと共同で成功企業の事例
抽出と調査を実施しました。その企業の選択にあたって、
地域や産業に関する多様性を考慮しつつ選ばれたものが
本書で紹介する数々の企業です。残念ながら日本企業は含
まれておらず、日本人からすると一見なじみのない会社も
多く含まれているかもしれませんが、いずれも著名なグ
ローバルカンパニーであり、書籍でご紹介するエピソード
の一つ一つは興味深いものですので、ご一読いただければ
幸いです。

こうした並はずれて優れたケイパビリティを有する企業の
調査から、持続的な成功をもたらしやすくする戦略のための
アプローチとして、従来の枠にとらわれない 5つの行動様式
が明らかになりました（図表 1）。ここで著者らが提唱するこ
の 5つの行動様式を日本企業へのコメントとともに簡単に紹
介します。

5つの行動様式

That Works
つの
実践法
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│3│自社の組織文化を活用する

│4│成長力を捻出するためコストを削減する

│5│将来像を自ら作り出す

一般には容易には変えがたい組織文化について、成功企業

は最大の資産と見なして、うまく活用しています。社員が自社

に対し強い誇りをもち、他社がまねすることが難しい集団的

な達成感を醸成しています。従来の日本企業では、昭和の高

度成長期での事業モデルに最適化された新卒採用・終身雇

用の均一な人材からなる色濃い組織文化が強みでもありまし

たが、今日の事業環境変化の中ではこの組織文化が変化に抗

う方向に働いてしまっています。本書の文脈で言うと、組織文

化は容易には変えられないものであるため、現状をどう生か

すかという視点での工夫が重要となります。

ここで著者らは、コスト削減の際に「ぜい肉は落としながら

筋肉は残す」だけでなく、同時に減らしたコストで筋肉を強く

するための方法論について語っています。これらの企業はコス

ト管理を戦略と切り離して扱うことはせず、コスト管理自体を

アイデンティティや方向性について重大な選択を行う手段とし

て活用しています。また、一律のコスト削減を行うことはなく、

戦略的優先分野への投資を増大させるような方法を見いだし

ています。日本企業で誤解されがちなのは、選択と集中の概

念です。本来、選択と集中とは、非注力領域のコストや投資を

徹底的に削減しながら伸びる事業領域に資源を集中投資する

ことが目的ですが、現実の日本企業においてはコスト削減の

ための単なる掛け声となっている場合が多いのです。

調査企業の多くは、自社のケイパビリティをより広範にわた

る課題の克服やより高い目標の達成のために適用し、顧客の

ニーズ・ウォンツに応え、結果として業界をリードしたいとい

う高い志・願望をもっているのが特徴であるということが語ら

れています。ここで重要なのは、自社のケイパビリティシステ

ムの進化の方向について、単に追従するのではなく創造する

ことにあり、行動様式1の独自性とセットで考えられることで

す。この分野は米国をはじめとする海外企業の独壇場のよう

にも思いますが、当然ながら日本企業でも革新的な将来像を

作り出しリードしている企業は存在します。

従来型の通念 従来型の通念がもたらす残念な結果 従来型とは異なる代替的な行動様式

成長へのフォーカス
成長を目指すも空回り
勝ち目がないのに複数の市場機会を追いかける

自社の独自性を貫く
得意な分野を明確化し、差別化により成長を達成する

機能面でのエクセレンスの追求
全分野で世界レベルを目指すが、
何も極められない
外部ベンチマークに近づけば成功できると考える

戦略を日常業務に落とし込む
複数の機能にまたがってケイパビリティを連携させ、
戦略的意図を実現させる

組織再編による変革の推進
組織再編を何度も繰り返す
行動を変革するにはいたらず、リストラだけに頼る

自社の組織文化を活用する
組織文化の強みを強調し、活用する

リーン化
一律にコスト削減を実施する
重要なケイパビリティ向けの資金が絞られ、
重要性の低い事業や機能へは必要以上に投資される

成長力を捻出するためにコストを削減する
重要性の低い分野は「間引き」して、
重要分野への投資資金を増やす

機敏さと対応力の強化
市場変化に受動的に対応しつづける

「よく耳を澄まして、迅速に行動すれば生き残れる」
という間違った方針へと転換する

将来像を自ら作り出す
自社のケイパビリティを再定義し、需要を創出し、
自社に有利な形で業界構造を再編する

図表1 : 従来型の枠にとらわれない5つの行動様式

出所：Strategy That Works
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このような海外事例についてしばしば耳にするのは、海外
と日本では内外の経営環境も会社の動かし方も異なり参考
にならないという次のようなコメントです。
「加速・減速を繰り返しながらも人口増加とともに成長を

続ける海外市場に対して、日本は縮小する一方です。本書
で扱われているようなグローバル市場でのチャンピオン企
業は、果たしてグローバル化の周回遅れにいる日本企業
や、国内市場をベースとせざるをえないサービス企業に対
しどの程度の示唆をもちうるのでしょうか？」
「会社運営においても欧米企業が事業戦略をトップダウ

ン・ポートフォリオとして捉えることが多いのに対し、日本企
業はコンセンサス重視・既存事業周辺の自力成長に頼りが
ちなケースが多く、行動様式も異なってしかるべきではない
だろうか？」

これらは正当な指摘である一方、日本企業を取り巻く経
営環境は海外 vs国内、トップダウン vsボトムアップという単
純な対比だけでは整理されなくなってきていることも事実で
す。グローバル化による外需獲得の重要性はもとより、国内
においてもIoTをはじめとするテクノロジーの進化による業
界間の垣根の消失・イノベーションへの対応、多様性ある
人材活用など、これまでの事業展開の行動様式を進化させ
る必要に迫られている状況にあります。「本業」の市場が急
速に減少し、そもそも自らの存在価値に危機感を有する大
企業も多く出始めています。ここで問われているのは自分た
ちの独自性は何か？ どのような将来像を目指し、そのため
にどのようなケイパビリティ、組織文化に投資すべきか？ と
いうことであり、それはまさに本書の行動様式で挙げられた
5項目を再考すべきということではないでしょうか？

例として日本企業のグローバル化を考えてみます。よくあ
りがちなパターンとしては、参入国の市場・競争環境の分
析に基づいて提携する相手を特定しM&Aや JV組成を行う
ものの、その後の事業運営において本社・海外支社の求心
力・遠心力のバランス、有望現地人材の採用・育成、海外
事業の管理方法（KPI管理）、カルチャーについての課題が
噴出し身動きが取れなくなるというパターンです。これもま
た単に海外での M&Aや JVが不慣れという問題ではなく、
問われているのは日本国内の本社による全社経営の考え方
であり、ここでもやはり本書で紹介する5つの項目をどうす
るかに立ち返るべきでしょう。

著者らはこれら5つの行動様式を選択的にではなく、包括
的に高めることの重要性を説いていますが、とはいえ、まず
日本企業として着手すべきものは何でしょうか。「いったい
自社は何者で、どこを目指しているのか？」をすでに見失っ

ているがゆえに、おそらく行動様式 1の独自性や行動様式 5
の将来像を描く、という項目が重要となってきます。もちろ
んこれは言うは易しであり、独自性をどのように見つける
か？ 将来像をどう作り出すか？ については一様に容易に結
論づけることはできないものの、社史を紐解きつつもはや
見失ってしまった自分探しを行うよりは、行動様式 5の新た
な将来を描くことで行動様式 1の独自性を再定義するという
方向が求められるのではないでしょうか。

提示されている 5つの行動様式の中には、アイデンティ
ティや文化への着目があることから、自社の伝統や歴史や
文化といった、ともすればかつての「古き良き日本企業」的
な側面も垣間見られ、ある種の意外性をもって受け取られ
る読者諸兄もおられることと思います。しかしながら、成功
企業についての地道な調査によって明らかとなってきたの
は、自社の顧客に対する敬意や思いやりであり、顧客ニー
ズに対する徹底的な探究・追求を行う姿勢であり、顧客やビ
ジネスパートナーの声に耳を傾ける組織としての謙虚さだっ
たのです。また、これが自らが進むべき道と見極めたなら、
その実現に向け自社に課す変革の重要性を社員に説明し、
実現しようとするリーダーとしての熱意であり勇気でもありま
した。ここには「一律何％カット」などという説明する手間も
ないような粗雑なコミュニケーションは存在しないのです。

人間が生活習慣を変えてもすぐに大成しないのと同様に、
本書の 5つの行動様式の実行が成功を保証するわけでは当
然ない上、各社によりとるべき細かな打ち手は高度にカスタ
マイズされる必要があり、本書で紹介されている事例をその
まま実施すれば良いわけではありません。

しかしながら、これら海外事例の当事者たちが日々悩み苦
しみながら何とか道半ばの形を作ってきたこれら事例が、皆
さまのアイデアの触発として何らかご活用いただけるのであ
れば幸いです。

日本企業が取り組むべきこと

瓜生田 義貴 （うりうだ よしたか）

PwCコンサルティング合同会社
ストラテジーコンサルティング（Strategy&）
ディレクター
国内外のクライアントへの成長戦略、海外戦略、中期経営計画などの立案
を海外オフィスメンバーと共に数多く支援している。近年は特に石油・ガ
ス・電力のアップストリーム～ダウンストリーム事業および関連機器・サー
ビスの領域に積極的に従事。
メールアドレス：yoshitaka.uriuda@pwc.com
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