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新しい技術・商品・サービスが

生まれ、それらを担う新しい

業界が出現する一方、消えていく業

界があり、企業の盛衰も激しい変化

の時代を迎えている。Web2.0とも

表現されるこうした大きな変化の中

で、企業やビジネスパーソンは事業

戦略をどう考えたら良いのか。既存

の戦略論のフレームワークやモデル

は有効といえるのか。変化の時代に

おける事業戦略のスコープの広がり

をとらえ、その中での企業の役割と

企業人＝ビジネスパーソンの担う新

しい責任、ポテンシャルについて考

える。

Web2.0ともいわれる潮流の中、携

帯電話のワンセグ、ポッドキャストなど、

日々新しい技術・商品・サービスが生

まれている。従来は若者が主な顧客で

あった携帯電話も、最近では小学生か

ら高齢者まで幅広い世代が使う生活必

需品の様相を呈してきた。

旅行代理店、通信社、ファクシミリ

製造など従来不可欠と思われていた業

界の中には、業界自体の存続が危ぶま

れるものがある一方、ウェブ配信、デ

ータ検索サービス、道路情報提供サー

ビスなど10年前までは存在しなかった

業界が出現している。

企業の盛衰も激しく、自動車業界で

は、フォードやGMの低迷、最悪の状況

から奇跡的なリカバリーを遂げた後に

再び業績にかげりが見える日産自動

車、好業績を続けるトヨタ自動車やホ

ンダなどが世界で競争を続けている。

こうした大きな変化の中で、事業戦

略をどう考えたら良いのだろうか。ポー

ターの5つの基本的な力を用いて行う

業界分析、SWOT分析、バリューチェー

ンの比較、コア・コンピタンスの分析な

ど戦略論のフレームワークやモデルは

まだ有効なのか。激変の時代、こうした

疑問が生じるのは、当然といえよう。

21世紀の最初の10年が後半に入っ

た今、企業人は何を指針として事業を

運営したら良いのだろうか。本稿では、

新しい時代や事業環境が以前とどう違

うのか、その中で戦略をどう考えるか

について、事業戦略のスコープの拡大

と企業人の新しい責任・ポテンシャル

について提案する。

新しい組織や業界が出現

まずは、ここ数年とこれから予想さ

れる変化を10年前と比べてみよう。10

年ほど前も、ソフトの重要性が認識さ

れていたとはいえ、ハード指向がまだ

強く、会計制度の限界から考えても、

企業の資産は工場、設備、機器などハ

ード資産が中心だった。今後、知識経

済は一層進展し、サービス業の経済構

造に占める比率はさらに増加する。日

本が得意としてきた「ものづくり」にお

いても、情報・知識やソフトの占める

割合が大きくなりつつある。日本企業

が強力な自動車業界では電子化やソフ

ト化が進んでいるし、日本企業があま

り強くない製薬業界などにおいても、

付加価値に占める知識・情報・ソフト・

ノウハウの比率が高くなっている。

10年ほど前、ICT（情報通信技術）の

萌芽が現れる中、米国では、シリコン

バレーのベンチャーが目覚ましく報道

されていた。それに対して、日本では、

まだ大企業の地位が高く、ブランド力

が大きかった。ここ数年、世界では新

しい組織や業界が出現している。世界

レベルの知識体系化を目指すグーグル

やマイスペース（My Space）、ユーチュ

ーブ（YouTube）など従来とはまったく

性格の違う「珍しい組織」が出現し、成

功を収めている。広帯域のデジタル配

信が可能になったことから、ポッドキャ

ビジネスの変化と
事業戦略の対応

スト、遠隔医療など従来とは違った業

界も登場しつつある。

また、ICTの圧倒的な進歩によって、

個人やグループなどいろいろな単位が、

世界レベルで（距離的な広がり）、瞬時

に（時間的広がり）、低コスト（従来の

投資制限なし）で、多くの情報や知識

を発信・共有でき、各単位が縦横無尽

に結びつく可能性が開かれつつある。

こうした状況は10年前にはほとんど想

像がつかなかった。国、業界、企業な

どの「境界」も重要性が減りつつある

中、企業間や国家間だけに限らず、地

域間、都市間、大学や研究機関、それ

に個人レベルでも、世界を場とした競

争・協働の可能性が開かれている。

事業戦略のあり方も大きく変化

最近の激しい変化に企業はどう対応

してきたのだろうか。10年ほど前の事

業戦略の立案・実施を現在と比較して

みよう（図1）。

10年ほど前、多くの企業は、市場、

競合、技術、政府の政策など外的環境

と自らが持つ内的資産を分析し、将来

を予想しながら、企業にとって客観的

に「正しい」ベストの戦略を求めていた。

事業戦略は、長期的目標（どこに到達

したいか）、事業の範囲（地域市場や顧

客ターゲットの何を狙って、バリューチ

ェーン活動の何をするか、何をしない

か）、競争優位性（どうやって勝負する

か）、ロジックから構成され、最初の3

項目について意思決定をし、その背景

やメカニズム（ロジック）を考えること
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が戦略立案であった。＊1 このプロセス

は、多数のスタッフが参画し、時間や

労力をかけて定期的に行ういわば「年

中行事」であり、企業の最高議決機関

である経営会議などで承認を得た計画

は、徹底して実行すべきものであった。

特に日本企業の場合、企業内組合、

雇用の方法、労働市場の貧弱さ、個人

ではなく企業単位で設計されている年

金制度、税制などのインフラのため、

企業がかなりの資源を自社内に持ち、

それを最大限活用することが、制度面

から考えて、企業にとっても個人にとっ

ても最善の方法であった。企業の最大

の資産―知識を持つ人―は組織

内に囲い込まれ、それをうまく活用す

ること自体が日本企業の成功パターン、

成功の鍵だといわれてきた。戦略は社

内の資産を活用して行うことが大前提

であり、資産を自由に取捨選択すると

いうオプションはほとんどなかった。

バリューチェーンもほとんどの活動

が自社中心であり、物理的にも日本を

原点としていた。労働集約的な事業に

ついては、人件費の安いアジアに生産

工場を置くなど、海外での活動、アウト

ソースする活動は、その活動の機能と

コストを中心に決定されていた。

しかし、ここ数年、業界分析など事

業戦略に以前から用いられてきた枠組

みは大きなチャレンジを受けている。

たとえば、業界自体がなくなったり、ま

ったく新しい業界が誕生したりする中

では、業界分析をしようにも、業界の

定義で挫折してしまう。そして、この変

化は通信と放送、家電と情報機器、出

版と携帯電話など、単に技術の進歩に

よる業界の融合や業界間の新しい競争

からくるものだけではない。業界の定

義の難しさは、顧客が従来とはまった

く違うアプローチで、多くの製品やサ

ービスの中から、ある商品を選択し、

消費することからも生じている。

一例として、携帯電話業界を考えてみ

よう。携帯電話の普及・高度化の進ん

だアジアの若者から見ると、携帯電話

は、アパレル（ファッション衣料）、クレ

ジットカード、テレビ、ビデオゲーム、プ

リンターともある意味では競合してい

る。携帯電話は自己表現の最も効果的

で効率的な手段としてアパレルと、お金

のように使えるという意味ではクレジッ

トカードとも競合する。1日24時間と限

られた資源の使い道としては、テレビや

ビデオゲームと、小売店のクーポンや

航空会社のeチケットの代替手段として

はプリンターとも競合する可能性を持

つ。いずれも可処分所得の使い道とし

て、競い合っていることは自明であろう。

この消費行動は、マズローの欲求5

段階説に沿ったというよりも、その理

論を超えて、顧客さえも気づかない代

替品の消費という性格を持っている。

つまり顧客自身が意識して競合・代替

品とはとらえていなくても、購買・消費

行動ではそうした結果になるわけであ

る。こうなると、事前にいくら消費者行

動を推測、分析しても、ポーターの5つ

の力のひとつ、代替品としてとらえるこ

とは難しく、業界分析は支障をきたし、

事前に消費者分析を詳細に行い、競合

や代替品と比較してどう差別化するか

を考えても戦略の立案にはあまり役に

立たない。顧客自身が競合と意識して

いないカテゴリーを探し、自社が顧客

に提供する価値を明らかにするために

は、購買や消費の現場にいて、消費者

の行動を自ら見て推測する以外には有

効な手段は考えられない。

また、サービスの対象としての顧客

の位置づけ自体にも変化が求められて

いる。ブログやSNSの急成長によって、

消費者個人が自由に発信し、その意見

が世界レベルでつながって集合知とな

る可能性が増してきた。従来、顧客は、

事業環境 

戦略立案への 
意味合い 

戦略 

従来 これから 

製造業 
ハード 
大組織 
有形資産 

外的コンテクスト 
● 明確な市場 
● 競合 
● 技術 
● 政府の政策 

「正しいベストな戦略」 
● 長期的目標 
● 事業の範囲 
● 競争優位性 
● ロジック 

サービス業 
ソフト 
新しい組織（ヤフー、YouTube） 
新しい業界（音楽配信など） 
無形資産（知識・人材） 

明らかな境界、分断 

外的コンテクスト 
● あいまいな業界 
・技術の融合 
・消費者にもわからない競合・代替 

● 新しい地域、競合の台頭 
● 周囲の各種の組織の存在と役割の
変化（官、学、その他サービスなど） 

● ダイナミックな戦略の進化 
● オープンシステムによるイノベー
ション 

● 新しい企業の役割 
・ロジック 
・グローバルとローカルな知識 

内的コンテクスト　 
● 人的資源・知識の重要性増大 
● 流動的な資産・組織 

内的コンテクスト 
● 資産（有形―ある程度流動的） 
　　 （無形―固定的）　　　 
● 組織 

図1：「事業環境」「戦略立案への意味合い」「戦略」が大きく変化
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企業が資産を活用して、価値を提供す

べき「対象」であり、企業と顧客のあい

だには厳然とした境界があった。しか

し最近では消費者を組織の外にある存

在とはせず、積極的に活用して、その

声を商品開発にいかそうとする企業も

ある。こうなると、必ずしも明確ではな

いが、消費者グループがいわんとする

ことを推測・解釈する必要が生じてく

る。ネットで得られた情報と実際に消

費者の行動を現場で見て得られる「主

観的な知識」（暗黙知）を組み合わせ、

判断することが必要となるわけである。

競合の範囲も広がっており、最近注

目されているのは、米国、日本、ヨーロ

ッパのように経済が高度に発展してい

る地域や国だけでなく、従来は周辺経

済といわれていた地域の台頭である。

たとえば、台湾の新竹、イスラエルの

テルアビブ、インドのバンガロール、中

国の上海などが、ハイテクの集積クラ

スターとして存在感を増している。こう

した新興の地域クラスター出身のエイ

サー（Acer）、インフォシス（Infosys）や

ウィプロ（Wipro）、レノボ（Lenovo）な

ど新しい競合が流星のように現れる中

で、前もって競合の分析をするのにも

限界がある。そうなると、新たな競合

が現れた時にどう臨機応変に対応する

かが勝負を決めることが多い。

ダイナミックに進化する戦略

このような新しい環境の中、今まで

の業界を基盤に競合や顧客を想定する

のでは、成果に結びつく事業戦略を立

案・実施することは難しい。事業戦略は

ある時点で完成されたものという考え

をやめ、常に実行しながら考える、進化

するものとしてとらえる必要がある。大

新しい戦略へのアプローチ

体の方向を決め、実行しながら、周囲

の状況を見て、ダイナミックに軌道修正

や微調整を繰り返していくわけである。

また、ソフトやインターネット関連な

どの業界においては、必ずしも最も優

れた技術が市場で勝利するのではな

く、いち早く顧客基盤を押さえたもの

がデファクト・スタンダードとなる。一

時的に業界の動きを見誤っても、機敏

に方向を転換すれば、キャッチアップ

は十分可能だ。マイクロソフトが当初

インターネットのポテンシャルを過小

評価していたにもかかわらず、その失

敗に気づいて途中から猛然とネット時

代への対応策を講じたことはよく知ら

れている。検索エンジンとしてはヤフ

ーやライコスより後発のグーグルが、

世界の情報を体系化するという壮大な

目標を掲げ、最近は業界をリードして

いるのも、今日の混沌とする競争状況

や変化のスピードを示す好例であろう。

一方、ある一時点で成功した事業戦

略でも、それにとらわれてしまうと、激

変する事業環境に合わなくなり、短期

間で業績が悪化してしまう。大きな成

功が、かえって足かせになり、変化の

波に乗り遅れた企業は数多い。ウォー

クマンで大成功したが、その後、ネット

による音楽配信を組み合わせて大ヒッ

トしたアップルのiPodに後れをとった

ソニーの事例を考えてみれば、「成功」

が諸刃の剣であることが理解できよう。

ソニーはウォークマンによって、個人が

好きな音楽を好きな時に好きな場所で

楽しめるというニーズに応えた。しか

し、社内にある伝統的資産の活用とい

う内向きの論理にとらわれて、音楽の

デジタル配信の波をとらえられなかっ

た。時代を先取りし、自らの製品や戦

略を自らの手で陳腐化させるような戦

略をとることは、実際なかなか難しい。

オープン・システムによるイノベーション

このように、ダイナミックな戦略の進

化、次から次へ自社の戦略をも陳腐化

するような斬新な戦略、それも創造的

破壊にもとづいたイノベーションのみが

事業戦略の唯一の成功ルールとなりつ

つある。情報が瞬時に世界に伝わるた

め、新製品や新サービスを考え、市場

に出しても、よほど盤石で真似のできな

い競争優位性が構築されていない限り、

それはすぐ世界の知る所となり、良いも

のはそれだけに真似される。この革新

の波は、国の経済段階や地域の相違を

超えて、リーダー企業にもフォロワー企

業にも押し寄せる。特に中国やベトナ

ムのように低コストで勝負できる国に比

べて、欧米や日本のように経済が高度

に進展した経済規模の大きな国、コス

トの高い国では、新しい製品、サービ

ス、新しい市場を次々に創出するイノベ

ーション戦略こそ、世界で競争力を維

持する唯一の手段ということになる。

それではいかにイノベーションを続

けていくか。新しいアイディアの芽が

世界中にあり、企業、大学、都市、国

などがイノベーションを求めてしのぎを

削っている中、鍵は、いかに早く市場

に出すか（Time to Market）である。必

ずしも最も優れた技術が市場で勝利を

収めるのではなく、顧客基盤を早く確

立し、デファクトの地位を得た技術や

フォーマットがその後の市場を牛耳っ

てしまうため、いち早く市場の動きを

察して勝ち馬に乗る必要がある。

そうなると自前でアイディアからすべ

て作り上げるというアプローチでは時

間がかかりすぎる。常にアンテナをは

っておき、社外のアイディアや技術で

あっても良いものが現れたら、すぐに

提携したり、その企業を買収したり、あ

るいはそのグループの一員となるとい

うオープン・システムを作り上げること

が戦略上さらに重要になる。前述した

インドのバンガロール、台湾の新竹、

中国の上海などはこうしたオープン・シ

ステムをシリコンバレーに続いて構築

した地域であり、そこにある企業は周
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囲の組織との自由な競争・協働によっ

て、ダイナミックな戦略を実現している。

「イノベーション・エコシステム」と

企業の新しい役割

世界に目を向けると、イノベーション

を継続するために、イノベーション・エ

コ・システム＊2 を構築すべきという考え

方が、最近、企業、国家、地域などい

ろいろな分野で提案されている。＊3 こ

の考え方は、イノベーションが経済的、

社会的価値に結びつくように、官と民、

大学・研究所、専門サービス業など各

種の組織が競争・協働する社会システ

ムを作り上げようというものである。

企業あるいは国単位で、研究開発投資

をするだけではなく、周囲の環境条件

（人材教育、地域イノベーションの促進、

起業に適切な資本市場の設計、税制、

知的財産権制度など）を整え、個々の

組織や業界・産官学の境界を超えて、

システムとしてイノベーションを推進し

ようとする考え方である。

国をあげてイノベーション・エコシス

テムを構築する中、世界では米国にお

ける初等教育への取り組みなど、民間

企業が果たす積極的な役割が脚光を浴

びている。従来は民間企業の役割とは

考えられなかった分野にも企業が率先

して働きかけ、企業のやり方を応用し

ようという動きがそれにあたる。

前述した台湾、インド、中国のハイテ

ク地域の急激な台頭の背後にも民間企

業、起業家の地道で時間のかかる活動

がある。その担い手となったのが、台

湾、インド、中国出身で、カリフォルニ

アで教育を受け、起業の経験を持つ起

業家グループである。このような人の

塊が、自分たちの実体験と、世界で最

もオープン・システムの確立したシリコ

ンバレーの地域インフラに関する制度

や大学・企業の活動をモデルにして、

自国でも積極的に制度改革に発言し、

改革に自ら携わってきたからこそ地域

が目覚ましく急成長したわけである。＊4

企業人だからといって、自社の利益の

追求にとどまることなく、地域・国の競

争力や生活水準の向上にも取り組む姿

勢を持ち、実際に発言、改革の先導を

することも、民間企業そして企業人の

新しい役割である、という認識が広ま

りつつある。

日本企業の課題

こうした事業環境の変化からくる戦

略への新しい課題―変化へのすばや

い対応、オープン・システムによる外

部の活用と周辺への働きかけ、そして

システムとしてのイノベーションの奨励

と民間企業の積極的な役割の認識―

は、これまで日本企業が誇ってきた強

さと真っ向から対立する。従来、日本

企業の強さは、自社内に優秀な人材を

囲い込み、自前でイノベーションを実

施することにあると考えられてきたし、

実際それで成功を収めてきた。またじ

っくり練り上げてから一糸乱れず戦略

を実行することこそ、日本企業の組織

力の強さをいかす方法と考えられてき

た。同時に、日本では企業の最優先課

題は、自社の戦略を立案・実施するこ

とであり、大学・研究所など周囲にあ

る組織や、税制・競争政策などの制度

に積極的に働きかけることは少なかっ

た。こうしたインフラ整備は官の仕事

と認識されていた。

しかし、ICTの加速度的進展の中で、

この「自前主義」と「着実なプロセスの

地道な実行」の優位性には限界が見ら

れる。新製品の情報が世界の隅々まで

瞬時に伝わる中、自前で作り上げるこ

とにこだわっていては、現在必要とさ

れているTime to Marketを実現するこ

とは困難である。またイノベーションの

継続には、アイディアが次々出てくる必

要がある。そのためには、多様な考え

を広く組織外にも求めなくてはならな

い。イノベーションの源泉となる科学

的知識を求めるには、そもそも科学技

術の振興を主導する教育機関・研究所

の充実が必要だし、新製品を市場に出

すために必要な資金、会計処理、法律

上の手続きなどを提供する専門サービ

ス機関、また、こうした機関や組織が機

動的に活動できる制度や社会的慣習が

不可欠である。従来、こうした周囲へ

の働きかけは企業の役割とは考えられ

てこなかったが、そこまで踏み込んだ

戦略が求められている。

企業は、世界を結ぶ競争の中、次の

課題に直面している。①「正しい答え」

としての戦略を求めるのではなく、大

体の方向を決め、実行しながらダイナ

ミックに軌道修正をするイノベーション

戦略の追求、②それを実現するための

オープン・システムの構築、さらには、

③外部に対する積極的な働きかけであ

る。戦略を固定的で自社だけのものと

考えず、時間、空間いずれにおいても

広げて考えるアプローチである。ここ

で強調したいのが、戦略の中核の考え

方と、グローバルおよびローカル両方

のレベルにおける知識の活用である。

事業戦略の中核となるロジック

周囲の状況に応じて臨機応変に事業

戦略を軌道修正し、すべて自前でやる

のではなく、オープン・システムの中で、

外の組織を活用していくためには、ど

うしたらよいのだろうか。21世紀に世

界で起こっている変化をすべてモニタ

ーして、それぞれに対応をすることは、

いくらICTが進歩したといっても不可能

だ。同時に、自社の周囲にある組織の

活動に目を光らせ、社外の斬新なアイ

ディアを取り入れたり、複数の技術の

開発を同時並行で進めようとしても、

Web2.0時代の事業戦略
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活動は幾何級数的に増えてしまい、収

拾がつかなくなる。生産・販売・サー

ビスなどのバリューチェーンの活動を

周囲の組織との戦略的提携や委託など

によって柔軟に行おうとしても、何らか

の基準がなければ、意思決定は場当た

り的になる。また、脈絡なく外の組織

を活用すると、コントロールを一部犠

牲にすることになるし、それにもまして

企業のユニークさ、競争優位性の基盤

である差別化を失う原因となる。世界

や周辺にあるトップレベルの組織との

戦略的提携も、自社に武器がなければ、

そもそも土俵に立つことが難しいし、

土俵にあがれたとしても提携プロセス

において強い交渉力は期待できない。

ここで重要なのは、事業戦略の要素

（長期的目標、事業の範囲、競争優位

性、ロジック）の中で中核となるロジッ

クである。ロジックとは、なぜこのよう

な戦略をとると目標が達成されるのか、

その前提条件は何かを明らかにするこ

とである。現在のような変化の時代に

おいては、事業戦略のロジックがはっ

きりしていれば、数多くの変化の中、

戦略成功の前提条件を揺るがす変化だ

け、つまりロジックが通用しなくなる可

能性がある変化だけを追いかけ、それ

への対応を考えればよいこととなる。

たとえば、デルは創立当初電話で行

っていた受注を、インターネットが一般

に普及する前からいち早くネットでもで

きるように転換した。それはデルが自

社の戦略の鍵を「顧客と直接接触し、

顧客の個別のニーズに迅速に応えるダ

イレクト・モデル」と定義していたから

に他ならない。戦略の成功の前提は、

電話を使うことではなく、顧客から迅

速に直接ニーズを聞き出し、それに応

えることであること。そして、インター

ネットがその事業戦略のロジックに矛

盾しない画期的な新技術であることを

直感的にとらえていたからこそ、インタ

ーネットへの転換を行ったのである。

アスクルも同様に、「中小事業所のオ

フィスでのニーズ全体を迅速に満たす

こと」を戦略の中核にすえている。そ

のため、文具メーカーであるプラスの

通販事業部という当初の位置づけか

ら、インターネットによる受注、文具に

こだわらない商品カテゴリーの拡大、

多品種少量の管理・配送を行う物流倉

庫を自らマネージするなど、戦略の詳

細部分はどんどん変化・進化している。

同様に、戦略のロジックはオープ

ン・システムを構築する中で、自社で

守るべき活動と外部の組織を活用する

活動を峻別する基準としても用いるこ

とができる。戦略の中核であるロジッ

クを満足するための自社の活動は自ら

守り、外からはブラックボックス化して

しまうというアプローチである。シャー

プの液晶工場（亀山）などがその好例で

あろう。オープン・システムで有名なシ

リコンバレーでは、ヒューレットパッカ

ード（HP）を先駆者として、自社が行う

活動をチップのデザインなど一部に絞

り込み、その他の活動は外部の組織に

委託する企業が多い。台湾における半

導体やパソコンなどの企業集積クラス

ターについても、エイサーなどは自社

で守るバリューチェーンの活動と外に

出す活動を明確に区分している。その

基本には自社の戦略の中核は自社で行

い、それ以外は周辺にある企業を活用

するという考え方があり、競争と協働

が両立している。

同じ米国内でも、1980年代のボスト

ン・ルート128周辺のコンピュータ・メ

ーカーの集積は、各企業内で自己完結

しており、大学との関係もうすく、地域

社会を振興する意識が低かった。それ

と比べ、当初からオープン・システムを

目指し、大学や研究所と積極的に協働

し、地域単位でイノベーションを推進

したシリコンバレーは、何度か衰退の

危機にあってもハイテク業界で現在も

世界トップの地位を守っている。この

ことは、日本にとって大きな示唆を含

んでいる。＊5
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グローバルな形式知と

ローカルな暗黙知の活用

ICTが進み、世界レベルで組織や個

人の競争・協働が起こる一方で、ロー

カルな知の戦略的重要性が増す、とい

うねじれ現象も起きている。一見世界

に広がる競争・協働という動きに反す

ると思われるかもしれないが、オープ

ン・システムで戦略を立案・実施しよ

うとする場合、まったく面識のない組

織や個人と提携するのは大きなリスク

が伴う。それは変化の時代の戦略実行

プロセスが本来秩序正しいものではな

く、不確実性に満ちたもので、実験・

試行錯誤が不可欠なことから生じる。

問題や解決法を前もって定義できな

いことこそ斬新なイノベーションにつな

がり、継続的優位性をもたらすことは

多い。そしてそれは、ICTが進んでも、

文書化、デジタル化して送ることので

きない知識（暗黙知）を基盤としている。

まだ情報になっていない兆しや人のう

わさは、いくらICTが進歩したとはいえ、

データの形にしてファイル化するのは

難しい。消費者や新たな競合の脈動な

どは物理的に現場に近い所にいて、そ

の兆しに触れ、また多くの人から聞い

た断片的な情報を組み合わせて推測す

ることによってしか、全体像や新しい波

を感じとることはできない。物理的な

場で原体験を共有し、そうした体験を

通じてのみ、人間は知恵（D e e p

Smarts）を獲得できる。そのため、こ

のような暗黙知は場を共有したり、同

じような経験をしないと得られないと

いうことである。＊6 たとえば、設計段階

での数々の試行錯誤や、新製品立ち上

げ時に必要な製造と生産技術、開発部

隊の頻繁な接触は、両者が物理的に近

くにいないと実現しにくい。メールで

図面などのファイルを交換するだけで

は、微妙なニュアンスや感触を伝える

ことは難しい。ICTを駆使して世界から

得られる知識は誰でも入手可能なコモ

ディティになりつつある。事業戦略に

最も必要なユニークさと差別化は、原

体験の共有から生まれる暗黙知、そし

て世界から得られる形式知との組み合

わせによって初めて可能になる。

シリコンバレーのオープン・システム

が台湾の新竹やインドのバンガロール

で実現しているのは、ハイテク業界で

モジュール化が進み、地理的境界がな

くなったことが前提であるが、シリコン

バレーの教育、米国企業やベンチャー

の経験という原体験を共有した台湾や

インド出身のエンジニアが、自分の国

に戻り、この体験をいかしてハイテク・

クラスターを構築したという側面も無

視できない。それまでは経済開発でも

中程度であった台湾やイスラエル、さ

らにはインド、中国にシリコンバレーを

髣髴させるハイテク・クラスターが構築

されてきたきっかけは（そして日本では

そうした動きがなかなか見られないの

は）、政府の政策や多国籍企業の活動

よりも、共有体験を持った人材の塊が

あるか否かによる。そしてこれこそ原

体験を共有できる物理的な近接性が不

可欠であることを示している。

ハイテク業界はなくセブン-イレブン

のようなサービス業でも、Face to

Faceで会い、その場の空気やパッショ

ンを共有することの意義を強調する企

業がある。また、先に述べた顧客の代

替的な消費行動を推測するのも「現場」

での接触が不可欠である。

すなわち、知識経済の下で外部を有

効に活用し、同時に顧客に対して新し

くユニークな価値を提供し、競合と差

別化された事業戦略を立案・実施する

ためには、主に形式知を中心とした知

識共有・創造を目的とした世界のネット

ワークへのリーチと、物理的に近い地

域でしか得られない暗黙知の活用、そ

して両者の転換を同時に行う必要があ

る。グローバルなレベルで知識が整理

されるほど、その活用は必要最低条件

となり、それに加えて、原体験や感触

を共有でき、Deep Smartsが得られる

場としてのロケーションや地理的な近

接性をいかした知識の活用が重要とな

る。そして、そのためにはバリューチェ

ーン活動の中で、開発と生産など密な

接触が必要な活動を近くに立地しなく

てはならない。すなわち、ICTが進歩す

る中、世界レベルのバリューチェーン

活動の立地には、世界に開かれたオー

プン性と地域の強みである近接性の両

者を満足することが不可欠となる。

たとえば、スペインのアパレルメー

カー、ザラ（ZARA）は世界に展開する

店舗からのリアルタイムの情報をICT

で処理する高度なシステムと、世界の

ファッション中心地から発信される先

端的ファッションの情報を用いて商品

を企画している。商品企画は自社内に

限っているし、特注品の生産も自社で

行っている。それは商品企画とその生

産への転換、特に少量生産品のスピー

ドがザラの事業戦略のロジックである

ことをトップが理解し、事業を世界に

展開しても、商品企画と生産はスペイ

ンのガルシア地方に集中しているから

である。世界に広がるICTによる形式

知と近くにある暗黙知の両方を最大限

活用し、差別化を図っているのである。

ザラとファーストリテイリング（ユニ

クロ）は一見似たようなビジネスモデル

に見える。しかし、従来は老若男女誰

でもが日常着られる「部品」としての洋

服というベーシック・カジュアルを低価

格で提供することを事業戦略のロジッ

クと考えてきたファーストリテイリング

（生産はほとんどが中国）と比べて、ザ

ラは変化への対応の仕方もオープン・

システムの取り入れ度合いも物理的な

活動の場所も違う。最近は、ファース

トリテイリングもファッション性を取り

入れ、「低価格」というスローガンをは

ずしたこと、ザラもユニークな商品企

画の中心人物であった創業者グループ

から世代交代が予想されることを考え

ると、この2社が今後どのように戦略を
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展開していくか、どこにバリューチェー

ン活動の中心を置くかは興味深い。

常に見直し、自ら革新する

地理的に近い所で起こる原体験をも

とにした暗黙知が差別化の鍵だからと

いって、その状況に安住してはならない。

常に暗黙知が形式知に転換する可能

性、すなわち固有のノウハウと思われ

ていたことがマニュアル化される、コ

モディティ化される可能性を考え、場

合によっては、自らそれを推進したり、

事前に対抗する手段を考えることも必

要である。ノウハウやその場での判断

が重要なため、顧客との交渉や対面で

の駆け引き、質問することによって背

景を探ること（暗黙知）が不可欠といわ

れてきた弁護士、税理士、会計士、建

築家ですら、コモディティ化の波と無

縁ではない。こうしたプロフェッショナ

ルの活動を細分化してみると、一部は

まったくルーティンで、誰でもできる活

動がかなりあること、したがって、「フラ

ット化する」世界の中で、より低コスト

のインドや中国などの地域に移転でき

ることが明らかになりつつある。＊7 現

在は暗黙知であるからといって、その

状況を前提としてしまうと、形式知化し

て、ICTを活用する可能性を否定してし

まう。その間、他の企業が形式知化に

成功して、世界の情報ネットワークを駆

使するようになると、自社が拠って立つ

差別化の要因が失われてしまう。

バリューチェーン活動の立地にして

も同様である。ある活動は接近しなく

てはならないと決めつけていては、資

源など環境条件が違う世界を活用でき

ない。逆に、物理的に離してみたら、

コスト差によるメリットは得られても、

それまでは見えなかった差別化の鍵と

なる暗黙知の重要性が初めてわかり、

活動の場所を元に戻すこともある。

2000年頃、日本の製造業の多くが安

い人件費を求めて、大挙、中国に生産

工場を移したことはまだ記憶に新しい。

しかし、物理的に離れたため、開発・

生産技術と製造に必要な頻繁な接触が

できず、結局本来の強さを損なうこと

になって、重要な部分を日本に戻した

企業も多い。それは近くにあるものと

の競争や協働から得られる暗黙知に、

差別化の鍵が潜んでいたからである。

ICTが進む中、逆説的だが暗黙知や

原体験を共有する重要性は増してい

る。したがって、バリューチェーンの活

動の中でも主要なリンクをなす接点の

活動は地域内でまとめておくのが良い

と考えられる。しかし、だからといって

それが永続するわけではない。それで

はいかにして暗黙知が形式知に変わる

か、またバリューチェーンの活動を移

すべきかの判断をしたら良いか。少な

くとも現状では、この判断をするには

実験、試行錯誤以外に方法はなさそう

である。前もって判断することは難し

い。やってみて初めてわかるものであ

る。

「場」をより良くするための働きかけ

暗黙知を形式知化して、世界を活用

する、バリューチェーンの活動の場所

を移す、またその逆、という選択肢以

外に、企業には、別のオプションもあ

る。それは、周囲や地域に積極的に働

きかけて、「場」の質をあげ、暗黙知と

形式知の高度化を図るという道であ

る。従来、企業は自らが本拠を置く地

域の制度や資源を与件としてとらえて

きた。地域の制度や競争条件、人的資

源・情報インフラなどを設定・整備す

るのは官や学の役割であって、企業の

役割ではないと考えられてきた。しか

し、企業には自ら主要プレイヤーとし

て、地域の条件を変えていくという積

極的な選択肢もある（図2）。すなわち

事業の中核バリューチェーン活動をよ

り条件の良い地域に移すのではなく、

企業が中心になって、地域を活性化し、

世界に誇れる「地域」とするわけである。

たとえば、地域クラスター政策や規制

改革特区、中央から地方への動きなど

に対応するだけでなく、自社が事業を

展開する中心地域や国を世界で有数の

「場」にするために、地域全体のビジョ

ンを提案し、その実現に向けて行動す

る。地域ビジョン、地域ブランドを世

界にアピールできるのは、グローバル

競争を日々戦い、世界レベルで比較し

た地域の強みや特色を実感している企

地域・場の環境 

● 資源 

天然資源／自然資源／各種インフラ／
人的資源／知的資産 
 
● プレイヤー 

企業（大、中堅、中小）／大学／研究機
関／その他サービス／業界団体／地方
自治体／政府 
 
● 制度 

規制／仕事のやり方 

事業戦略 

● 長期的目標（Where）　　 

 
● 事業の範囲（What・What NOT） 

セグメント／製品／VC活動 
 
● 競争優位性（How）　　　 

 
● ロジック（Why） 

 

 
● 地域のビジョン・ブランドの設定 

 
●周囲の組織を含めた事業活動の推進 

 
● 地域の競争力強化 

図2：地域と企業の役割、関係も変化
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業以外には考えられない。知識経済の

時代、グローバル時代における企業人

の新しい使命として、短期的な自社の

収益性を追うばかりではなく、事業戦

略の範囲を広げ、地域、そして国の繁

栄に努力する。これこそ21世紀の新し

い企業の姿であることを提言したい。

この活動の主役となるのは、現在企

業を経営するトップだけではない。企

業の目標は収益性であり、会社だけが

自分の世界として営々と働いてきた現

在のトップマネジメントよりも、既存の

枠組みやしがらみにとらわれず、会社

以外に複数の世界を自由に行き来し、

外界との接点を多数持つ若手マネジメ

ントの活動が期待される。特にICTを

実際に使った経験が多く、形式知の獲

得・共有手段としてのICTの力、すなわ

ち世界の広がりを実感し、今後地域や

国の発展のためにかなりの時間を費や

すことができるのは若手人材であり、

彼らの力が切り札となると私は思う。

ICTが日々想像を超えた進歩を遂げ

る中、事業戦略を立案・実施するにあ

たり、従来トレードオフ（二律背反）と

考えられていた時間とプロセス、距離

と場所、組織の役割などは並立・共存

できるものになりつつある。その結果、

事業戦略のスコープを広げ、企業人に

は新たな責任の認識が求められる。

過去・現在・将来の境界があいまい

になっている。企業人は、過去の成功

戦略を踏襲するのではなく、過去から

学び、現在必要な意思決定を行い、そ

れを基本にまず実行してみてから、将

来を自ら形作る自由度を持つようにな

った。将来の兆しを現在の意思決定に

反映させ、過去・現在・将来の間を自

由に行き来する。戦略立案のプロセス

で考えると、戦略を立案してから実施

するのではなく、大きな方向を決め、

それを実施して、成果の有無、市場や

競合の反応、技術の進展などを見なが

ら中核となる戦略のロジックを固め、

スパイラルアップ・進化させていく。

距離・場所については、世界（グロ

ーバル）と身近な地域（ローカル）を両

立し、世界における企業や組織、個人

に関する情報や形式知をICTという手

段によって収集するとともに、身近な

地域にある組織などに触れて得られる

暗黙知を蓄積し、強みの源泉とする。

民間企業は自社の戦略立案、官や学

はそのインフラ作りという役割分担を

超え、企業は自社の行動に関する意思

決定をするだけでなく、周囲の組織、

人材、制度に対しても見解を明らかに

し、当事者意識を持って、地域や国の

ビジョン実現、競争力強化に寄与して

いく。こうした新しい役割が企業、特に

若い世代のマネジメント層には求めら

れている。

企業の役割は新しい付加価値を作り

出し、それによって利益を得、社会に

新しいサービスや製品を提供するだけ

ではない。国の生活水準をあげ、国や

地域を世界でユニークな存在にするこ

とで競争力を持たせるという活動の主

役にもなりうる。そう考えると、事業戦

略を担う若手マネジメント層の責任と

ポテンシャルは大きい。1
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