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戦略の成功に向け、組織の準備は
どれくらい進んでいますか？
1999年、商業銀行、投資銀行、証券会社、保険会社間の法律上の障壁をなくし、かつては厳密に単一セクタ
ーに限られていた商品やサービスの開発、販売をそれぞれの機関に許可するグラム・リーチ・ブライリー法をア
メリカ連邦議会が制定し、銀行や保険会社が証券を販売できるようになりました。証券会社は銀行取引や保険
取引を行えるようになったのです。それまでは障壁があった商品やサービスの提供を追加しようと、この種の金
融機関で大規模な戦略の変更が引き起こされました。大規模な新しいケイパビリティの開発とともに、合併や業
務提携を含む大きなチェンジ・プログラムが開始されました。クライアントのための、統合金融サービスであるフ
ルサービス・プロバイダーになることがゴールでした。
14年後、すべての戦略を実現したと言える機関はほとんどありませんでした。完全に統合した金融商品のポー
トフォリオを持つどころか、始めたばかりの新商品提供を取り止める機関もありました。商品やサービスのポートフ
ォリオの中で『できの悪い継子』以上の新商品を得ることができない機関もありました。多くの合併は計画通りに
いきませんでした。要するに、彼らは戦略すべてにおいて実施することに失敗したのです。
ほとんどの会社が戦略的変更を実施する際、チェンジ・マネジメントを含めた信頼できるプログラムやプロジェク
トマネジメントを実施しました。それにも関わらず、なぜ彼らは描いた戦略を達成できなかったのでしょうか。業
界からの省察例を挙げます。
■

文化が噛み合いませんでした。 銀行商品と保険商品は長い時間をかけて、ゆっくりと着実に成長して
いきます。証券価値の成長は短期間の売買で実現します。前者の意思決定がゆっくりと慎重に検討さ
れるのに対し、後者はより投機主義的です。

■

技量の構築に思ったより時間がかかりました。 保険会社は証券の専門家を『獲得』でき、証券会社は
保険代理店を『獲得』できたにも関わらず、それらをうまく適用できるプロセスがない限り、プロセスやシ
ステムを構築し、他の取引先商品との関連付けを行うことはやはり障壁となります。円滑かつしっかりと
商品群をまたいで営業職にトレーニングを行うこと、またそれを続けることは非常に大変でした。この手
の規模の変革事業に関する知識や経験を得ることこそが障壁でした。

■

顧客に変革の準備ができていませんでした。 知識豊富な株式取扱者としての安定した銀行家、または
銀行取引を行う場としての株式仲買業者を見つけることがとても大変でした。

より優れたチェンジ・マネジメントを変革中に実践すれば結果は改善されましたか？おそらくある程度は。しか
しこれら統合された組織内の全体的な課題は変革完了までの限られた時間内に解決できませんでした。た
とえこれらの変更を受け入れる状況になくとも、競争上の理由により先に進めざるを得ないことをこれら多くの
企業が初期段階で認識していました。それは逃れようのないジレンマでした。つまり迅速な対応を要する巡っ
て来たチャンスですが、そのチャンスを完全に活用する準備ができていないことに気付いていました。この変
革にどれだけの資源をつぎ込み、どれだけうまく対応しても、求められたこの種の戦略の成功を実現するには
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遥かに至りませんでした。あるCEOが経営陣に質問しました。「変革が必要な時に、会社が確実に準備できて
いる様にするための戦略の一部として、最初から我々は何ができたのだろうか。」
突然発生して業界全体に影響を与えたので、この変革のアジリティは不適切である例であることが非常に明確
です。しかし、同じシナリオが世界中の企業内で縮図のように毎日展開されています。Kotterの研究(1995)に
始まり、マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査(2010)に引き継がれた報告では、わずか約30パーセントの戦
略的チェンジ・プログラムが成功したことを企業が自主的に報告しました。最近では、エコノミスト・インテリジェン
ス・ユニットによる587名のグローバル経営幹部調査(2013年)で、『彼らの組織では直近3年間、平均56パー
セントの戦略的施策が成功した。』と報告しました。しかし、タワーズ・ワトソンの研究(2013年)が、成功における
見た目の改善に影を落としました。『経営者たちはチェンジ・マネジメント施策が当初目的の達成度を55パーセ
ントだと思っていましたが、そのうち25パーセントだけに便益が永続的に得られると実感していました。』そのため
残念ながら残りの30パーセントには長期的成功に疑問が残ります。

戦略実行の成功度を改善するための歴史的な努力
度重なる変革プログラムの失敗に応えて、金融サービスのCEOに提示された課題に対し、より思慮深く取り組む
ビジネスが開始され、変革がより成功するための探求にコンサルタントや専門組織が加わりました。これで先行
きが明るくなりました。
プログラムやプロジェクト期間中、優れたチェンジ・マネジメントが成功の可能性を高めることが徐々に認識され
てきています。優れたチェンジ・マネジメント慣行を実施した組織は、強力なチェンジ・マネジメントの文化を確立
していない組織に比べると、新たな施策で117パーセント以上、成功する確率が上がっていることが報告されて
いると、PMIの 『Pulse of the Profession® In-Depth report：Organizational Agility』 (PMI, 2012a) に示されて
います。この調査結果を裏付けるため、PMIは組織のプロジェクトマネジメント領域内でチェンジ・マネジメントを統
合するための包括的アプローチを提供する『組織のチェンジ・マネジメント: 実務ガイド』 (PMI, 2013a)を出版し
ました。他の組織や著作者も、効果的なチェンジ・マネジメントに関する、さらなるアドバイスを提供しています。
変革のスポンサーシップもまた注目されました。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット (EIU, 2013) は、約50パ
ーセントの戦略施策が経営レベルで適切に注目されていない上に、『戦略を実施する個々のプロジェクトは、必
要な上級経営層のスポンサーシップを概して獲得していないことを28パーセントが認めている』ことに気付きま
す。PMIは長い間、強力なスポンサーシップの推奨者で、近年のホワイトペーパー、『The Sponsor as the Face
of Organizational Change』 (PMI, 2013b) の中で、スポンサーシップと組織変革との関連性を明確にしてきま
した。
戦略的変革の解釈、運営、指導におけるPMOおよびポートフォリオマネジメントの役割もまた新たに発生しました。
タブリッチ(2017)は、組織変革実行のマネジメントと同様、組織変革のための定義と計画作業をPMOが指導し、
構築することを提案しました。その戦略的役割に同意し、アメリカ生産性品質センター(APQC, 2013)が、『戦略
的施策との整合以上のベスト・プラクティスを備えたPMOは、PMOが組織戦略の立案と実施に関わりを持つこと
である。』と証明しました。PMIとボストン・コンサルティング・グループ(BCG, 2013)は共同レポート、『Strategic
Initiative Management: The PMO Imperative』の中で、PMOのためのより戦略的な役割の定義を始めました。
PMIの 『Pulse of the Profession In-Depth Report：Portfolio Management』 (PMI, 2012b) でも、戦略的目標
を達成するにあたり、エンタープライズ・ポートフォリオマネジメントの価値をこう指摘しています。『ポートフォリオ
マネジメントが非常に効果的であると称する組織では、それほど効果的ではないと称する組織に比べ、予測した
投資利益率に達成した、または利益率を30パーセント近く上回ったプロジェクト数の平均が増加した。』
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これらの傾向は成功する戦略遂行のための重要な戦略的実現要因を示しています。しかし、変革アジリティ
に完全に取り組むためには、戦略実現を妨げる要因を、より深く見据える必要があります。
CEOたちは金融サービス業界で特定された事由に著しく似通った、戦略実施における失敗の原因を識別し
ています。CEO調査によると、IBM(2008)は、戦略的変革を成功させるための上位課題として以下内容を挙
げました。
1
2
3
4
5
6
7

.
.
.
.
.
.
.

マインドセットや姿勢の変化 (58%)
企業文化 (49%)
複雑性の過小評価 (35%)
リソース不足 (33%)
上層部の関与不足 (32%)
変革のノウハウ不足(20%)
関与する従業員のモチベーション不足(16%)

たった一つの変革努力でこれら課題に取り組むのは困難です。それらは組織のジレンマが蔓延しており、それぞ
れに応じた戦略を要するのです。妨げになる文化規範やモチベーションを変えるための戦略であり、必要な時に
知識豊富なリソースを配置できることを保証するための戦略であり、会社の方針とその導入にマネジメントが継
続的に関与することを保証するための戦略です。
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戦略実現の改善手段としての
変革アジリティのケース
変革アジリティの定義
変革アジリティとは何か、どのように達成するのか、戦略的変革の頻度と完成度の改善に影響するのは何か、
という要素で変革アジリティを表現できます。
■ 何か：変革アジリティは、戦略（チェンジ・マネジメントの構成要素を含めたポートフォリオ、プログラム、プ

ロジェクトマネジメントを通して実現される）により意図した戦略的利益が生み出される可能性を高めるた
めに意図的に計画された組織の準備のことです。
■ どのように：変革アジリティの検証プロセスは、好機や課題に対して効果的に対応するために、強化され

た組織のアジリティや運用能力を評価し引き出します。
■ 最終形態：より流動性があり順応性のある個人的、組織的な規範、構造、プロセスの環境を構築する

ことを目的としています。
変革アジリティはプロジェクトとプログラムを通して実現する戦略の実行をサポートします。
■ スコープ：ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトにわたるチェンジ・マネジメント活動の重複を減らしま

す。たとえば、スポンサー責任の共通認識と関与を促進する変革アジリティ戦略は、すべてのプロジェ
クトやプログラムにおける、熱心で継続したスポンサーシップを確保するための、チェンジ・マネジメント
活動の必要性を減らします。
■ スケジュール：障害が少なく、より円滑な戦略的変革を変革アジリティで実現します。
■ コスト：いかなるプログラムやプロジェクトの予算超過原因のほとんどは、予測されるよりも予期しないリス

ク（または予測はできるが、より扱いにくくインパクトが強いリスク）によるものです。変革アジリティの強化
は組織特有のリスクを軽減するように作用します。
■ 利益実現：多くの研究でCEOたちが指摘しているように、戦略実現はしばしば不完全です。変更は実

装されるかもしれませんが、意図した結果は完全には実現しません。変革アジリティの強化は通常、チ
ェンジ・プログラムの利益未達に関連する要素に対処します。

今日のビジネス環境は、より大きな変革アジリティを必要とします。
今日の市場における変革流行に伴い、より深く全組織にわたる、より深い変革準備にますます重点がおかれ
ています。今日、企業は前代未聞の変革の世界で操業しています。そして、変革がビジネスの中で通常化す
る一方、変革の速度は五年前や十年前と比べて劇的に異なります。1980年代以来、ビジネスの営業利益
率の変動が２倍以上になったことをボストン・コンサルティング・グループ(BCG, 2013)の調査が示しています。
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さらに、混乱(需要、競争、利益、資本市場予測における変動率として定義される)が、今日、より頻繁に引き起
こされています。過去30年で、もっとも混乱した会計四半期の半数以上が、ここ十年間の間に起きています。
複数の業界において、トップ3だった企業がより強力な競合に追い抜かれ、大きく激動しました。市場のリーダー
シップはもはや経済的成功を保証しません。市場シェアと収益性の間の、以前あった強い相関関係は、さまざ
まな活動分野で大きく衰えてきているのです。これは追い着いていけない企業にリスクを生み出し、追い着いて
いける企業に好機を生み出します。
戦略実行と変革準備にある緊張が、グラム・リーチ・ブライリー法をきっかけに金融業界が経験したものと大して
違わないと、BCGの調査が指摘しています。
組織は、変革に対する組織のアジリティが欠如していると報告しています。『Pulse of the Profession In-Depth
Report：Organizational Agility』 (PMI, 2012a) では、イノベーションと変革のニーズを支えるため、今日の混乱し
た環境が組織のアジリティを必要としていることを経営層が認識していると報告しています。しかしながら、2012
年の調査では、わずか12パーセントの組織が高度な俊敏性を感じていて、その率は2008年の23パーセントから
下がっています。
組織の変革アジリティの必要性は、より明確にはなりえません。ほとんどの組織は、特定の変革ニーズを取り扱
う手段としてチェンジ・マネジメントを使っています。しかし、もし彼らが変革アジリティの要素を企業全体の戦略
の一部として活用できたら、また、障害を減らし、支援する文化、システム、構造を強化することを慎重に計画
すれば、既定の プロジェクトやプログラムのチェンジ・マネジメントへの取り組みは、より困難が減り、より成功する
ことでしょう（一例として、9ページのケーススタディ：アジリティのための準備を参照してください）。計画された変
革アジリティは成功する戦略実行への道を切り開きます。

複数の個別戦略の実行

変革アジリティを拡張する戦略の実行

スポンサー関与
を保証

スポンサーの行動と期待への
共通認識の構築

協働作業を推奨
個々の貢献よりチーム協力
を優遇する褒賞システムの
変更

迅速な意思決定
の促進
スポンサー関与
を保証
協働作業を推奨

VS.

迅速な意思決定
の促進
スポンサー関与
を保証
協働作業を推奨
最低限レベルで決定権限の設
定：管理構造の階層の省略
迅速な意思決定
の促進

図1: 変革アジリティ戦略を導入すると、個々の戦略導入プログラムのチェンジ・マネジメントにおける負担をなくす。
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変革のアジリティとは
否定できない変更の難しさ
個人的にも組織的にも変わることは困難なことです。個人的には、人は安定を求め、そして調査結果からは変
化の価値を受け入れ習得した時でさえ頻繁に変えることに失敗します。キーガンとレイヒ(2009)は明確なゴー
ルを設定した時でさえ、我々は同時かつ無意識に競争関係、前提条件、行動、信念などの計画を台無しにす
る障壁を作ってしまうと述べています。これは 『ｋnowing/doing gap(わかっているけど止められない)』 です。
身近な例では、誰かが健康的なエクササイズの個人的価値を信じて実行しようとしたとき、時間的な問題やエ
クササイズがやたらに大変ではないかという恐れから失敗するということが挙げられます。
組織的には、停滞に似た傾向があります。アンバーギー, ケリー & バネット (1993) は構造的惰性説を提示
したハンナンとフリーマンの初期の著作物を下記のように引用しています。

確実に実行できるから、そして、もし疑問視されたなら行動を合理的に説明できるから組織は存在
するのだと彼らは主張しました。組織のゴールが制度化され、組織活動の様式が定型化された場
合に信頼性や説明責任は高まりますが、画一化、定型化はまた組織の変更に対する強いプレッシ
ャーをも生み出します。このように、組織に安定を与える特質こそが、同時に変更への抵抗を生み
出し、変革の可能性を減じます。
この『定型化』に組織文化の効果を付け加えてみましょう。文化は組織内で共有される一連の信念、前提条件
と行動です。それは集団規範によって強化され、自己達成に至ります。根本的に後ろ向きで、過去に何が機能
したかについての情報要素で構成されています。実績があるように思える組織の信念体系を疑問視することに
なるので、変革の実施中に文化を変えることは困難です。
変革のアジリティに取り組むどんな試みも、深く染み込んだ個人的な、そして組織的なDNAに直面します。変
革を俊敏に行うことが難しいのは、変えることが難しいからです。

変革アジャイル組織の特徴
組織戦略をよりよく実施するために組織が計画した用意が、変革のアジリ
ティであるならば、最初に問うべきことは『私たちが影響を与えるべきことは
何ですか』です。
何十年もの研究の総説論文により、変革を俊敏に行う組織の特質
が特定されています。この研究の総説論文では組織の成功と完璧
に実施した戦略に極めて重要な特徴が指摘されました。それら主
題は図2 (8ページ) と 図3 (10ページ) に要約されています。

タイム

リーダーシップ
作業規範

学習と共有

図2: 変革アジャイル組織は4つの運用システムに着目することで
特徴付けられる。
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ケーススタディ

アジリティの準備

変革アジリティに真剣に取り組んだ場合の恩恵を示すため、大病
院システムの取り組みを考えてみましょう。政府への支払いの軽
減、患者治療の基準変更と報告、新しいテクノロジーにより、
徐々に変革する必要があることがわかり、どの程度の組織変更
が必要かについての戦略を上層部が練りました。より迅速な診断
戦略、スタッフの新しいトレーニング方法、最新情報の迅速な共
有など、第一線からのインプット入手方法がこの変革には含まれ
ます。
変革計画の取り組みの中で変革に反応する代わりに、経営陣
は複数年にわたり系統的な基礎作りを開始するプログラムを
導入しました。それらのプロジェクトは、専門知識（経験を積ん
だ実務者によるトレーニングだけが必要なスキルを教え込める）
による年功序列や、影響を受けた介護士の関与が最低限で
ある、あるいは関与がないトップダウンの意思決定というような
文化規範を変えることが指示されました。
彼らは、変革が必要な時により速く対応できる、そして八か所で
の複数作業シフトにおける何千人もの作業者の実務や構造を
変えるという困難に対処できる新たな運用実践のためのプログ
ラム目標も設定しました。
救急科を完全に再構成する（物理的構造、新運用手順、新診
断基準）プログラムを立ち上げる際には、変更に関する最新情
報を職員に伝え、質問と情報を求めるイントラネット・システムを
導入しました。彼らは、より速い救急処置室での治療を可能に
するより速く診断するための2年間の品質改善プロジェクトを通
し、すべての介護人を対象とした必須の簡単なオンライン・トレ
ーニング・システムを導入するプロジェクトを完成させました。文
化の変革が発生したので、熱心なシニア実務者グループ（経
験者の声をもたらす）や、新入社員（新しいテクニックや鋭い質
問をもたらす）によりトレーニングの科目が開発されました。
この周到な基盤の準備で変革が簡単になるわけではありませ
んが、とても険しかった道を平坦にしました。救急科の整備中と
整備後に『教訓』練習を行えば、これら基盤準備が取り組みの
支援になっていると繰り返し指摘されるでしょう。

変革アジリティのキーとなる
運用システム
プログラムとプロジェクトを通した変革を運用可能にする
ためには PMBOK®ガイド (PMI, 2013c) で述べられた
10の知識エリアの中で効果的に実行することが必要で
す。これら知識エリアのうち、もっとも変革にアジリティを
取り入れる組織は、ステークホルダー・マネジメントの3
つのエリアでの改善に細心の注意を払いタイム・マネジ
メントを向上させるための基盤を築いてきました。それ
は、リーダーシップ、作業規範、学習と共有です。これ
ら運用システムを組織全体で改善することにより、変革
にアジリティを取り入れる組織は：
■ 実施プロセスのための道を平坦にします。
■ より速く、より持続性のある変革を採用するための状

況を作ります。
変革にアジリティを取り入れる組織は、改善に取り組む上
で、アジリティにもっとも著しく影響を及ぼす4つの運用シ
ステムに着目します。
1 . タイム：俊敏な行動順位決定、応答、意思決定、戦
略実行、そして文化、リーダーシップ、関心事、ビジネ
スモデル、プロセス、人々の知識が連携した故の俊敏
な変革。タイムはその他3要素に支えられます。
2 . リーダーシップ：熟慮された革新的戦略の構築、導入、
持続における、課題と革新リスクへの透明性や開放
性と揺るぎない関心(個人的かつリーダーシップ・チー
ムとして) を通して築かれた信頼。リーダーシップは
残りの2要素を支えます。
3 . 作業規範：組織内部外部のパートナー、顧客、サプラ
イヤー、競合すらも広く関与させる全体的な、統合さ
れた、協業的な支援作業。
4 . 学習と共有：経験と複数種類の専門知識からの教訓
を通した、そして戦略の策定と実行のための制度化さ
れたプロセスに支えられた意図的かつ強い知識共有。

©2014 Project Management Institute, Inc.
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変革のアジリティにおけるパフォーマンスの駆動要因
変革アジリティの4つの運用システムに影響を及ぼすにはシステムの成功を制御するのは何かを深く理解する
必要がある、ということを変革にアジリティを取り入れている組織が発見しました。ある組織はスポンサーシップが
形だけであるのを何度も目にして、明らかな改善点にいくつか着手しました。スポンサーの責任について同意を
得ることと、すべてのエグゼクティブにスポンサーシップに関するトレーニングをすることです。しかし特に大きな改
善は見られませんでした。原因をさらに掘り下げたところ、プログラムが人間関係のトラブルを引き起こす場合、
対立を避ける文化的傾向によりスポンサーたちが支援を差し控えることを認識しました。次に取り組んだ改善は、
どのように相反する優先順位を丁重に扱い、食い違いを声に出し、解決しようとするかについて、経営層での「契
約」を作っておくことでした。その組織はそれを変革と合わせてパフォーマンス測定方法に結び付けました。
さらに、変革にアジリティを取り入れた組織は一つの課題の原因となる駆動力は他の原因となる駆動力により作ら
れたり影響を受けたりするかもしれないことに気付きます。上記例の中にビジネス部門の自主性という強い文化が
ありました。相反する優先順位をどう扱うかについて同意する前に、独立してできることは何か、より効果的にどこ
で協働すべきか、という視点をどのように変えるかに経営層は同意すべきでした。変革アジリティの駆動要因は連
動した歯車です。個々を独立した注力領域としてみなすことはできません。
変革アジリティを促したり妨げたりする3つの連動する駆動要因は以下であると文献では指摘されています。
1 . 組織の文化規範
2 . リーダーたちが自ら効果的な変更をコミットする方法
3 . 変革を計画し、準備し、実行し、受け入れる組織の力量
図3の内容で、このテーマを掘り下げたものを考えてみましょう。

操作能力

力量

作業プロセス、資源、構造を変えることに
より組織を変える。

力量
コミットメント
Clarity of understanding of marketplace,
市場理解、競合優位なニーズ、環
competitive needs, and complexity and
境の複雑性と変動性の明確化。変
volatility of environment; alignment of
革と価値の整合性。リーダーシッ
change with values; leadership/sponsorプ、スポンサーシップの行動と関
ship actions and involvement.
与。変革に必要とされるコミットメン
Commitment gives confidence that
トは信頼を生み、組織にとってふさ
change is needed, is right for the
わしく、成功することを支える。文化
organization, and will be supported to
success. It is strongly influenced by
の影響を強く受け、能力を伸ばす。
culture, and drives capacity.

Processes,
work structures, knowledge, experience
組織の変革を選択し、動員し、実行し、持続さ
and
resources applied to selecting, mobilizing,
せるために適用するプロセス、作業構成、知
implementing and sustaining change in the
識、経験、資源。力量は必要な変革を評価し、
organization. Capacity influences the ability to assess
変革プログラムを完成させ、意図した結果を達
needed changes, to complete a change program, and
to成する能力に影響する。
achieve intended results.

コミットメント

文化

文化

組織のアジリティ
信念、規範、行動を変えることにより組織を変える。

図３ 変革アジリティの駆動要因
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norms, beliefs, practices
どの変革に取り組み、取組みの
and
social behaviors of the
中で何に変革が必要か、必要
organization
influence what
でないかを決め、どのように変
change
is undertaken, what we
革を実行し、持続させるか、とい
decide
needs to change/not
うことに影響する組織の共有規
change in the effort, and how the
範、信念、慣習、社会的行動。
change is implemented and
コミットメントのレベルと、変革を
sustained. It drives commitment
作る力量を動かす。
levels
and capacity to create
change.
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効果的に、俊敏に、成功を持続させながら変更に対応する組織の力量の確かな駆動要因に拠り、変革アジリ
ティを取り入れた組織を見分けることができます。
1 . 組織、リーダーシップ、従業員たちの文化：
 市場環境に合わせ、トレンドに敏感で、次の動きを前もって考える際に革新的
 境界線の流動性（組織外の境界線を含む）により示され、全体的で統合的
 無駄のない組織構造と意思決定
 信頼で示される意思の疎通を伴った協働的で強調的な作業スタイル
 組織の将来とそこに至るまでの最良の選択肢に関する健全な対話の一部としてのすべての情報要素、

インプット、課題を求める
 知識共有、および個人・チーム・組織育成への信念
2 . 生産的な生活様式としての変革への組織とリーダーのコミット
 変革を本来のものとして受け入れ、その環境における不安定さと複雑さの原因を追及する
 変革を当然のこととする心構えを作り、経験によって得た規範として変革を確実に成功させる
 変革の好機を優先順位付けし、価値観の不一致または文化や資源の能力との適合の弱さを取り除くこ

とを徹底する
 指示への異議を受け入れ、水面下の不満より、むしろ率直な議論を主張する
 最終的な戦略達成を確かにするため、変革前から導入後まで変革の取り組みに対する支援に積極的
である
コミットメントは文化に支えられます。
3 . 組織のビジネスモデル、プロセス、システム（力量）支援
 無駄がなく順応性のあるビジネスモデルとプロセス
 消化しやすい変革の一覧表
 良く理解されて使用されるアイデア発想、チェンジ・マネジメント、組織のポートフォリオ、プログラム、

プロジェクトマネジメントのプロセス
 これらプロセスの絶え間ない改善
 包括的で、ていねいであり、反復的で、そして俊敏な計画策定と意思決定
 組織の変革に必要で重要な領域における資源の使い易さ、力量、専門性の育成
 上記すべてのテーマを支える報酬システム

力量はリーダーシップのコミットメントに支えられます。

©2014 Project Management Institute, Inc.
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変革アジリティの構築：改善のための戦略プロセス
変革アジリティは成熟度の到達点や定義された状態を示すものではありません。変革の内外要因から情報が与
えられる絶え間ない探求です。競合優位性を維持するために環境の変化に対応すること、好機を活用するため
に先んじて変革に着手すること、という二つの組織の能力を絶えず改善していく意図されたマネジメント・プロセス
を通して変革アジリティは強化されます。この意図されたプロセスは組織の機能を開発し、持続させることに注力
した内部戦略プロセスで、人材能力を開発/継承する計画プロセスのようなものです。人材能力開発戦略の目的
は、組織全体の将来的な人材ニーズを定義することと、人々がキャリアの中で何を学ぶか、組織の中でどのよう
に振る舞って交流するか、特定の役割を果たすために人々はどのように選ぶか、などに対して影響を及ぼすこと
です。同様に変革アジリティの戦略は、長期にわたる変革のための組織のニーズは何かを考慮し、人々が知るべ
きものは何か、どう振る舞って交流するか、どのように役割を果たすか、などに影響を及ぼします。
そのため、必要な時に速やかかつ効果的に変革するための組織の技量と力量の改善を目標とする内部戦略とし
て、変革アジリティの改善は最善の位置付けにあります。効果的な組織になるよう位置付ける他の内部戦略（人
材能力の開発と継承計画、戦略的調達、販売力の選択と開発等）のように、変革アジリティは意図的な戦略議
論と計画立案に相当します。
内部改善戦略と同様、変革アジリティの探求には次のステップが含まれます。
■ 理想的状況の定義

組織の変革アジリティの戦略的レビューに着手するにあたり、理想的な状況を定義するプロセスは、組織
がよりアジャイル化するのに最も役立つ、いくつかのキーとなる領域を峻別します。現況評価活動の前か
後のどちらかで完了させます。
■ 現況評価

この評価は顕在化した目に見える障害と内在する駆動要因の両者を引き出すのに役立ち、アジリティを
改善する時にどの測定が最も効果的かをより明確化します。現況評価を実施する際、明らかな特性と隠
れた特性の両方の正確な状況を把握することが不可欠です。
■ ギャップ分析の実施

ギャップ分析の目的は改善が最も多い領域を明確にすることです。現況評価で収集された改善領域を
テーマに沿って編集したものが、この作業の主なインプットです。もし現況評価の前に理想的な状況が定
義された場合、それもまたこのギャップ分析のインプットになります。

12
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■ プログラムの策定と実行

ギャップ分析に基づいて戦略が選定されると、その戦略を支持し、戦略を実行するプログラムやプロジェ
クトを特定する必要があります。他の会社戦略を達成するためのプログラムやプロジェクトと同様に、組織
が着手するポートフォリオの取り組みの一部として、変革アジリティのプログラムとプロジェクトは戦略成功
に向けて適切に運営されます。ポートフォリオ・マネジメント・プロセスと、動作するプログラムとそれが実
装された環境を監視するための明確な権限が付与された機能を通して、この運営への十分な対応が
なされます。
■ 成功を確認するための再評価と測定

変革アジリティへの取り組みの成功を評価することは、ほぼ間違いなく、組織変革に関わる他のどんなこと
よりも重要です。変革が文化や人間の行動様式に関わるときは必ず、継続的に測定をあまり行わない場
合や、変革が成功していることを長期間にわたり再評価していない場合には、元の状態に戻ろうとする傾
向が高いのです。他のプログラムやプロジェクトのように、変革アジリティ・プログラムの短期、長期的な成
功の測定は、戦略から実行と便益の実現への一旅程として確立されていきます。
これら5つのステップのプロセスは一度限りの活動ではありません。プロセス全体が定期的に繰り返されるべきです。
それぞれの5ステップを実行する手引きは 『Building Change Agility: The Strategic Process for Agility
Improvement』 という白書に詳述されています。その記事ではそれぞれのステップの詳細を辿り、考慮しなければ
ならない検討事項を特定しています。つまり、組織の変革アジリティを改善するための完成した、実行可能なプロ
グラムを保証するプロセスと方法を提供しています。

©2014 Project Management Institute, Inc.
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変革アジリティ、チェンジ・マネジメント、
組織のプロジェクトマネジメント
戦略達成成功のための組織の技量を最大限に高めるため、変革アジリティ、チェンジ・マネジメント、組織
のプロジェクト、プログラム、ポートフォリオマネジメントの重要な技量を目的を持って統合する組織に対し、
その価値を強調することは重要です。
一般的な戦略はうまく実施された時にだけ実現しますが、変革アジリティ戦略も然りです。また、戦略目的から
達成する現実への円滑な移行を保証するための明確な組織のシステムがない場合、戦略を実行するプロジェ
クトの戦略導入時の効果が薄れてしまいます。単に優れたプロジェクト・マネジャーを有する以上の意味をプロジ
ェクトマネジメントが持つことに、より多くの組織が気付き始めています。戦略実現のためにはリーダーシップ、マ
ネジメント、支援環境の統合も重要なのです。
図4に完全に機能する戦略達成システムを示します。

戦略策定プロセス

戦略の導入と成功を組
織化し監視するプロセス

効果的な
プログラムおよび
プロジェクト実施
— 外部戦略

外部戦略策定

• 市場浸透
• 顧客ロイヤルティ
• Etc.

内部戦略策定

戦略の導入と採択を確実にするプロセス

ポートフォリオ
マネジメント
• 戦略と成果との
整合
• 効果的実施の
確認
• 成功の測定

• 変革アジリティ
• 人材開発
• 戦略的調達
• Etc.

効果的なチェンジ・
マネジメント

効果的な
プログラムおよび
プロジェクト実施
— 内部戦略

• スケジュール、コストおよび品質の実行をマネジメント
• 人とプロセスの移行をマネジメント
• 定常業務への適合をマネジメント
• 成功の持続を確認

図４ 戦略達成に向けた組織の重要なプロセスの統合

14

戦略成功の
持続

©2014 Project Management Institute, Inc.

May 2014

この白書で定義されている変革アジリティ開発のためのプロセスは、組織の成功にとって不可欠な内外部の戦略
を定義するために行われる作業を含む全体的な戦略策定プロセスの一部です。
この白書で定義されている変革アジリティ開発のためのプロセスは、組織の成功にとって不可欠な内外部の戦略を
定義するために行われる作業を含む全体的な戦略策定プロセスの一部です。
しかし、優れた戦略と行動計画を定義することは、全体像の一部に過ぎません。なにもないところではどんな戦略も作
用しません。その戦略では他の作業に統合、優先順位付けし、資源調達し、支持し、支援し、監視すべきです。ポー
トフォリオマネジメント機能（企業の正式なPMO機能であれ、戦略を計画する組織であれ、小さな組織であれ、プログ
ラムマネジメント活動に結合される機能）は、以下活動を通して内外部の戦略の確かな導入と受け入れを成功裏に
実現するという重大な役割を担います。
■ 戦略をプログラム作業に落とし込む。
■ 戦略上の作業一覧が組織のどの部分にも過度な要求を求めていないこと、一覧表全体が組織によって

理解され易いことを評価し、確認する。
■ 変革実行に必要な作業に組織の資源を合わせる。
■ 戦略の成功を測定する方法を特定する。
■ 状況が変化した際、プログラムとプロジェクトのポートフォリオを調整する環境を継続的に監視する。

多方面にわたる等しいチェンジ・マネジメント・プロセスの支援を備え、熟達した技量とプログラムおよびプロジェクト
マネジメントを慎重に適用することにより、効果的な戦略導入が確実にできます。ポートフォリオ、プログラム、プロ
ジェクトのマネジメント・プロセスはまた、将来の変革アジリティの戦略策定を駆動する、組織の学習の循環に貢献
します。
■ プロジェクトとプログラムは、役立つこともあれば妨げにもなる文化規範、明言した行動、組織の力量を示す

教訓を特定します。
■ ポートフォリオマネジメント機能は 変革の過負荷、資源の欠落、戦略成功に影響する外部環境の不十分

な理解等の、蔓延する課題を特定します。
変革アジリティ戦略の成功には、外部戦略を実行する場合と同様に目的を持った実行システムを必要とし
ます。
内部戦略もまた互いに影響します。変革アジリティ戦略は、効果的な人材開発戦略または調達戦略を部分
的に必要とする場合があります。そして戦略的な調達戦略は一つ以上の変革アジリティ戦略を必要とする場
合があります。
これら戦略実行システムを総体的に見て、企業戦略の最適な導入を目標にすることが重要です。実際に、こ
の一連のつながりと専門知識を目的を持って策定することは、多くの組織にとって本質的に価値ある変革アジ
リティ戦略です。
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まとめ
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU, 2013)の調査対象となった約90パーセントの経営層は、変革のための
組織のアジリティをビジネス成功に不可欠なものとしてランク付けしています。また、 『PMIのPulse of the
Profession® IN-Depth Report：Organizational Agility』 (PMI, 2012a)に書かれているように、盾割り組織をまたい
だ巧みな取り組み、外部環境の効果的な監視、強力なポートフォリオ、プログラム、プロジェクトのマネジメント・プロ
セスの中での正式なチェンジ・マネジメント・プロセスの実施等に関心を向けた時、戦略的変革の実行において、
成功率が三倍に上がります。組織のアジリティはどの組織にとっても重大な戦略実現の方法であり、意図して育
成する価値があるという十分な根拠があります。
戦略計画サイクルの一部とした組織の変革アジリティの探求と、変革アジリティ改善の体系的な導入をポートフォ
リオ、プログラム、プロジェクトのマネジメントされたプロセスとして取り扱うことにより、組織は将来の成功を単に希望
するのではなく計画するのです。
変革におけるその他の取り組みのように、変更を妨げるか、活用するかのシステムを強化することは、抵抗という
困難、相反する観点、リーダーシップ支援にあるギャップ、変更を押し戻すその他すべての影響力を伴うプロセス
です。変革アジリティの強化は長旅ですが、将来の変革のための道路を舗装することにより便益を生む唯一の手
段です。その道路の方向と状態を計画することにより、組織は今日のビジネス環境における戦略の実行という困
難に立ち向かえるのです。
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