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書籍紹介

│本書の特徴│「ケイパビリティ」によるメリハリ

2017年 11月にダイヤモンド社より出版された『成長への
企業変革─ケイパビリティに基づくコスト削減と経営資源の
最適化』は、同年 1月に米国で出版された『Fit for Growth』
の日本語版です。その内容は、会社全体やコスト構造の在
り方を、いかに戦略を実現する上で最適化するかについて、
具体的な手法を解説する、経営者や管理職層に向けた実践
的なガイドブックとなっています。

本書の特徴は会社の組織や機能をケイパビリティ（組織
能力）に置き換え、どのケイパビリティがその会社の差別化

日本の読者に向けて、まず「Fit for Growth」という言葉を

紹介します。この言葉はPwCの米国における登録商標であ

り、「いかに経営資源を確保し、成長戦略に振り向けていく

か」を支援するPwCおよびStrategy&のコンサルティング・

サービスを表したものです。「Fit」という言葉は、企業が環境

や戦略に「適合した」状態であるという意味で用いられていま

すが、かけ言葉としていわゆるフィットネスという意味、つま

り「贅肉がなく」「健康な」状態という意味も込められていま

す。日本語版で「Fit for Growth」という言葉を訳出するに当

たっては、前者の意味を尊重して、「成長のための最適化」と

いう言葉を当てることにしました。

具体的に「成長のための最適化」の変革の要点を紹介する

と、ここには3つの重要な論点が含まれています。

①	自社の伸ばすべき事業領域を見定め、その成長戦略に基

づいて、事業ポートフォリオの見直し（「枝葉を落とす」）を

含む企業全体の変革を行い、コスト構造、組織の最適化

によって成長をより力強く推進する

②	伸ばすべき事業領域に十分な投資を行えるように、当該

領域以外のコストを大胆に削減し、そこで捻出した資金や

人材は成長分野に振り向ける

③	コストを削減すべき分野においては、現状の延長線上と

してのカイゼン活動だけではなく、業務の進め方そのもの

を前例にとらわれずに見直し（贅肉を落とし）、コスト構造

そのものにメスを入れる

これらは、①全社変革、②成長原資の確保、③コスト削減、

と、それぞれに主眼が異なっていますが、成長戦略とコスト

を結び付けることでより大きな成果を得るという、一連のア

プローチとして位置付けられています。

PwCネットワークの Strategy&は、その前身であるブー
ズ・アレン・ハミルトンおよびブーズ・アンド・カンパニーの
時代から、「企業は同業他社にはない固有のケイパビリティ

（組織能力）を活用することで、高業績を目指すことができ
る」という考えに基づいて、戦略策定と実行のコンサルティ
ングを行ってきました。2014年にPwCとの経営統合を行っ

て以降も、その考えをさらに推し進め、前著『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』（原題：Strategy that Works）を発表したのに続い
て刊行したのが本書です。いかに戦略を実現し、競争優位
を確立するかを主眼に置き、経営者や管理職層に向けた実
践的なガイドブックとなっています。

要因となるのか、という視点で全社の組織・機能を見直し、
どこに投資を行い、どこでコストを効率化すべきかを定義付
けることにあります。そして、コストを効率化する上では、

「何を」「どこで」「どうやって」という3つの視点でコスト構造
そのものに手を入れ、コストや人の最適配分を行うための
具体的な手法を紹介しています。

本稿を通じて、自分の会社と照らし合わせて少しでも関心
を持った読者は、PwCのノウハウを網羅している本書をぜ
ひ手に取ってみてください。

成長のための最適化
Fit for Growth
日本企業への示唆
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では、本アプローチが、従来のコスト削減手法や企業変革

手法と何が違うのかというと、企業のケイパビリティ（組織能

力）に着目し、企業の姿を再構築するところにあります。企業

を動かしていく能力として、どのケイパビリティが成長戦略

を実現してくための差別化要因となるかを特定する上で、差

別化するケイパビリティには積極的に投資を行い、その他の

領域については、コストを削減、ないしは最適化する、とい

うメリハリを付けるのです。

そのなかで、企業の全てのケイパビリティ（多くのケース

で3ケタに達する）には「自社を差別化するケイパビリティ」

以外に3つのカテゴリーがあり、合計4つのカテゴリーに峻別

されます。1つ目は、「テーブルステークス」（ポーカーなどに

参加する際に最低いくらかのチップを置かないといけない）

と名付けたものですが、これはそのセクターで競争するため

の必要条要件を示します。具体例としては、自動車業界にお

けるリーン生産方式、化学業界における原材料の調達能力

など、同業他社でも必ず備えているケイパビリティです。2つ

目は、「つけっぱなしの明かり」と名付けた、生きていく上で

の基本的インフラのことであり、事業運営を維持するための

基本的なケイパビリティを示します。具体例としては、法務、

税務、管理、施設などが該当します。こうした活動をなくすこ

とはできませんが、最低限の支出に抑えるべきです。最後に

「不要」なものであり、文字どおり、事業環境、戦略の変化に

より、もはや必要のない業務を示します。

これら、3つのカテゴリーについては、以下の形で見直し

を行い、成長の原資を捻出します。

テーブルステークス：コスト効率と費用対効果の双方を実現す

るための適切な水準を設定し、それを実現するための施策を

実施

つけっぱなしの明かり：とことんコスト効率を追求し、費用、人

的リソース面双方で最小化を目指す

不要：撤廃ないしは、サービスレベルの抜本的な見直しを行う

このように、ケイパビリティに着目してコスト構造の見直し

を行うことには、いくつかの優位点があります。1つ目は、よ

り直接的に戦略との適合を行える点です。費目や組織を基に

検討を行う場合、あくまで現状のコストに対していかに効率

化を図るかという視点となりがちですが、ケイパビリティに

ついては、戦略が導く将来のあるべき姿から逆算してメリハ

リをつけるアプローチであり、言い換えれば未来志向である

といえます。2つ目としては、組織とは切り離して議論するこ

とで、社内政治のしがらみを排除し、よりゼロベース、抜本

的な打ち手につながる議論を行うことができる点です。通常

のコスト削減においては、現状ありきで、何パーセントのコ

ストを効率化できるかを検討し、小手先の議論になりがちで

すが、ケイパビリティの形に抽象化することで、より直接的、

直感的に「あるべき姿」を追求することが可能となります。

書籍紹介

図表1：「ケイパビリティ」に基づくコスト構造の変革

現在 コストの比率 目標

20%-30%

20%-30%

15%-30%

20%-40%

40%-60%

15%-25%

10%-20%

0%-25%

差別化するケイパビリティ
その企業に持続的な競争優位を与える、3～6つの特徴あるケイパビリティ
例：際立った商品のイノベーションや設計、最高級のブランドの構築、
 ターゲット市場の消費者に関する並外れた洞察力

テーブルステークス
そのセクターで競争するための必要条件
例：ロジスティクス、戦略的調達、バックオフィス処理、統合ITアーキテクチャー

不 要
過去から継承されてきたが、もはや戦略をサポートしていない投資
例：過剰なレビュー、時代遅れの規制コンプライアンス、長年続く多くの業務

つけっぱなしの明かり
事業運営を維持するために必要な基本的なケイパビリティ
例：税務報告、不動産や施設の保守、エネルギー管理

増
加

削
減

総コスト
削減

出所：Strategy&分析
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│本書の内容│「何を」「どこで」「いかに」＋「ひと」

このような、ケイパビリティによる企業の戦略への適合をい

かに行うか、については、戦略を実行するために「何を」行う

か、リーダー層の役割がより重要であり、かつ、実施される施

策はより劇的で大きなものとなります。

一方、コスト構造の見直しを行うとともに、いかに効率的・

効果的に業務を行うかについても「最適化」のためには必須

の視点であり、「どこで」「いかに」行うか、という2つの視点で

整理をしています。

前者については、ケイパビリティを十全に発揮する、という

視点を持ちつつ、コスト効率が最も良い機能配置の在り方を

検討するものです。具体的には、オペレーティングモデルの

見直し、アウトソース等内外製の見直し、拠点配置の最適化

といったアプローチが代表的である。これらの手法により、現

在の組織ありきではなく、抜本的に機能配置の在り方を見直

すことで、構造改革を目指します。

後者については、同じことを「いかに」安く、効率的に行う

か、という視点であり、具体的には、業務プロセスの最適化、

スパンとレイヤーの見直し、調達改革による経費削減、デジ

タル・ITの活用などが主なアプローチとなります。日々、行わ

れている効率化の取り組みの多くはこの領域に含まれ、「現状

比○％コスト削減」というかけ声がかかるとほとんどはこの領

域の手法が志向されます。

以上の「何を」「どこで」「いかに」の3つの視点については、

前者になればなるほど、より戦略への「適合」の志向が高まり、

より抜本的な変革を伴い、後者については、より「コスト効率

化」の要素が高くなり、これらを全て組み合わせることで、成

長のためのコスト構造の「最適化」が実現されます。列挙した

一つ一つの手法を見ていくと、それぞれはさほど目新しいも

のではありませんが、ケイパビリティの視点を通じて最適化さ

れた姿を定義し、その実現のためにあらゆる手法を組み合わ

せるというところに本書の特徴があり、仮に個別の手法による

コスト削減のみを行うケースにおいても、ケイパビリティの視

点を持つことで、同じ削減でもよりメリハリをつけつつ、より

踏み込んだ削減を目指すことができます。

「成長のための最適化」のプログラムを企業で実践するため

には、「いかに変革を実現するか」「いかに変革の結果を定着

させるか」という、いわゆるチェンジマネジメントの視点も大

きな論点となります。打ち手が抜本的、かつ構造に大きくメス

を入れるものであればあるほど、変革のハードルは大きく、

時間もかかります。また、一般的なコスト削減においては、気

が付くとコスト水準が元に戻っている、ということになりがち

です。このような変革の道のりや変革後において、何が起こ

り、どのように対処すべきか、についても、本書では詳しく解

説しています。

図表2：「成長のための最適化」コスト削減フレームワーク

事業
ポートフォリオと
ケイパビリティの
選択

何の仕事をしているか

価値

ポートフォリオの
合理化

ケイパビリティの
ゼロベース評価

What

組織と立地

どこで仕事をしているか

事業の
オペレーティング・モデル

アウトソーシング 立地の最適化Where

オペレーションの
卓越性

いかに（いかに適切に）仕事をしているか

プロセス・
エクセレンス

スパンと
レイヤー

戦略的な
供給管理 デジタル化How

Fit for Growth

49PwC’s View — Vol. 13. March 2018



日本企業にとっての意義

ここまで「成長のための最適化」の考え方と、具体的なアプ

ローチについて、本書の内容と結び付ける形で紹介しました

が、ここからは、このような考え方が日本企業にとって、どの

ようなインパクトを持ち得るかを論じていきます。

日本企業のもっとも典型的なリアクションは、「もうやってい

る」というものです。しかし、多くの場合、組織はそのままでケ

イパビリティを十全に発揮できる体制ではなく、コスト削減も

現状に対して一律パーセントでのコスト削減にとどまるなど、

「成長のための最適化」という視点からは、取り組みがバラバ

ラないしは不十分なケースが多く、現状ありきで明確な成長

の道筋を描けていないケースが多いです。

2つ目のリアクションとしては、「で、どれだけコストが減る

の？」というものです。先述したとおり、本アプローチは、個別

の手法が何か目新しいわけではありません。より構造そのも

のに手を入れることで目先の効率化よりも大きなコスト削減

を行える面はありますが、むしろそれよりも戦略に基づき、同

じ削減額でもメリハリをつけ、かつ投資すべきところには投

資するという点こそ、中長期的な成長を実現すべく、自社を差

別化していく上で重要です。

3つ目は、「日本では人員の整理ができないから、大きな変

革はやってもしょうがない」というものです。米国などに比べ

て人員の調整が難しいことは確かですが、「成長のための最

適化」のために、コストのみならず人的資源の配分を最適化

することは大きな意味を持ちます。例えば、チャネル間での人

員の再配分や、成長に必要なデジタル領域に人員を集中投下

するなど、人件費の額は変わらなくとも、どれだけ成長への投

資に振り分けられているかという視点では、既存の組織にと

らわれ取り組みが不十分なケースは多いのです。

4つ目は、「話はわかるが、うちの会社では誰が取り組むべ

きか（整理し、実行するのが）が難しい」というものです。「成

長のための最適化」を実現するためには、成長戦略に基づく

投資、組織変革、コスト削減を組み合わせて実施する必要が

ありますが、それらを包括的に考えられるのは社長のみで、

社長はCOOとしてのオペレーションにかかわる業務に忙しく、

時間をかけて検討する余裕はない、というものです。

最後に、5つ目は、「商品・チャネル全てが差別化要因であ

る」、「うちはあらゆる顧客に価値を提供する」といった、戦略

に適合していく上でフォーカスを絞ることに対する拒否感情

です。これは、何が「差別化するケイパビリティ」で何が「テー

ブルステークス」かという議論に直結する論点であり、この議

論が不十分なことによって、結局「あらゆることをなるべく安く

やる」ことで売上を積み上げる形となり、どこにも競争優位が

ないまま、ただ競争は続くという状態に陥っている企業が散

見されます。

これらの反応をあらためて整理することで見えてくるのは、

コスト削減にかかわる取り組みや組織の在り方が「正しくな

い」ことにより、せっかくかけている労力がムダや余計なもの

になっているのではないかという点です。この「正しくない」と

いうのは、当該企業の戦略上、「正しくない」ということであ

り、だからこそ「成長のためへの最適化」という視点を加えるこ

とで、「正しい」取り組みへと注力することが可能になるので

はないでしょうか。

ここまで見てきたように、本書が示す「成長のための最適

化」は、業績数値を整えるためにコストを単純に削減するとい

うようなものではなく、あくまで戦略を実現するためにコスト

や人的リソースを最も有効に活用するためのアプローチで

す。特に、「コストは下げてきたが、今後の成長の道筋が見え

ない」という思いを持つ企業に最も適しており、本書を通じて

そのような問題意識を解決するための示唆が少しでも得られ

れば幸いです。

井上 貴之（いのうえ たかゆき）

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&） 
パートナー
15年以上にわたり、多様な業種に対して、PMI、業
務変革、ITトランスフォーメーション、全社組織変
革、新規事業戦略などの支援を行う。特に大型の
変革プログラムの立案と実行を多数手掛けてきた。日本における「Fit for 

Growth」リーダー。
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