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戦略論の内容と市場支配過程の選択

はじめに̶̶今までの戦略論の内容の検証
　筆者はかつて、「最近の素材メーカーの事業戦略
の動向と方向性」（本誌 2018 年 5 月号）におい
て、市場とビジネスモデルという 2 つの観点から
素材産業における特徴的な戦略を論じた。本稿は、
ここに「ストーリー」という戦略の第 3 の要素の
重要性と使用方法について論じるものである。
　本稿のテーマであるストーリーについて観察す
る前に、まずは、簡単に従来「戦略論」と呼ばれ
て議論してきたものの内容は何だったのかを、今
一度確認しよう。
　従来「戦略論」と呼ばれているものは、ハーバー
ド・ビジネス・スクールのマイケル・ポーターら
によって確立されたものとみることができるが、
その内容は、実は市場の選択論であった。ポーター
自身の発明品である「Five Forces（5 つの力モデ
ル）」を見れば、その中心にあるのは市場であり、

彼の戦略論の内容も市場選択であることは明白で
ある。ポーターは競争の激しさや仕入れ先や顧客
の交渉力の強さなどによる市場の客観的な魅力度
を問題としたが、多くの読者もご存じの通り、

「Resource based view（リソース・ベースド・
ビュー）」という経営資源を中心とした戦略論も存
在し、そこでは自社のユニークな資源をもとに優
位を構築できる市場を選択すべしと述べている。
しかし、市場の選択理由を自社の資源に求めると
はいえ、リソース・ベースド・ビューの考え方も、
戦略の内容としての選択の対象が市場であること
は、ポーターらと違いがない。
　一方、このような伝統的な学説に加えて、近年
は更なる戦略要素として、市場とは一応区別され
るビジネスモデルにも注目が集まる。ビジネスモ
デルとは、いわば市場へのパターン化したアプロー
チであり、自社側の仕組みのことである。ビジネ
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Point
❶  市場の選択と自社の仕組みの選択（ビジネスモデル）とともに、第三の戦略要素として望ましい状
態への過程の選択を挙げることができ、これを本稿ではストーリーと呼ぶ。

❷  素材産業では市場シェアが収益性に直結するため、市場支配に至るストーリーの設計がとりわけ重
要である。

❸  ビジネスモデルの中でもプラットフォームは、初期的な顧客の集積を作りだすストーリーの考案が
必須である。

❹  ストーリーの立案能力は、将棋において棋譜を勉強するように、多くのビジネス事例を知ることに
よって習得することができる。
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スモデルが注目される背景は、ネットワークやワ
イヤレス技術の発達によって、仕組みの変革余地
が高まり、新たに IT やネットワークを用いて環
境に最適化された仕組みを生み出すことにより他
社に対する優位を構築できる機会が高まったため
である。特に、プラットフォームと呼ばれる顧客
同士が自社の仕組みの上でインタラクションを行
う仕組みは、同じくそれ自体がプラットフォーム
であるインターネットとの親和性が高く、先発者
にネットワーク効果と呼ばれる著しい優位性をも
たらすがゆえに、近頃のデジタルトランスフォー
メーション（DX）の議論との関連でも特に注目さ
れている。
　これらの大きく 2 つの内容、つまり市場とビジ
ネスモデルについて考えることが、すなわち戦略
を考えることであると多くの人は考えてきた。

道程、順番としての戦略：ストーリー
　しかし筆者は、戦略の要素としてもう 1 つの要
素を付け加えることが望ましいと考えている。筆
者は、市場支配やビジネスモデルについて望まし
い状態にたどり着くための過程の設計もまた、戦
略の重要な要素だと考えているのである（図表
1）。これは、従来の戦略論からすれば戦略の実行
の問題かもしれない。しかし、望ましい状態の実
現過程こそが戦略の成否を分けているという意味
で戦略そのものと同等の重要性を持つのである。

　筆者は、一橋大学大学院の楠木建教授の用語を
借用して、このあるべき状態の実現過程のことを

「ストーリー」と呼んでいる。望ましい状態に至る
施策群は、実務上は「戦略シナリオ」のような呼
び方もされているが、「シナリオ」の語は、「シナ
リオプランニング」のように環境側の変化過程を
表現する用語として普及しているので、自社側の
戦略としての施策とその順序を表現する語として
は混乱を招く。そのため、環境側の変化である「シ
ナリオ」と区別する意味でも、自社の施策の順序
を「ストーリー」と呼ぶのである。
　あるべき状態を実現するための経路の選択がス
トーリーだと述べたが、この説明からは、あるべ
き状態自体は経路によって不変であり、選択の対
象となるのはそこに至る経路のみであるという印
象を受ける。しかし現実には、経路の選択は、目
標への到達の効率や速度だけを左右するのではな
く、目標到達後の状態や、その成否に大きく影響
を与えることになる。このような実現される市場
やビジネスモデルなどの結果の経路依存性の故に、
経路の選択、つまりストーリーを考えることが重
要だと言えるのである。
　望ましい状態に至る過程がそれほどまでに重要
であるならば、なぜ今までの戦略論がそれを対象
としていないのだろうか。筆者は、その理由は、
過程の設計について内容や方法を体系化すること
が難しく、その思考方法が右脳的で、多分にアー

図表 1　経営戦略の内容

経営
戦略

市場の選択
（伝統的戦略）

自社の仕組みの選択
（ビジネスモデル）

あるべき状態への到達過程の設計
（ストーリー）

出所：筆者作成
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トの問題だからだと考えている。あるストーリー
よりも他の別のストーリーの方が優れているとい
うことを、市場成長性や価格レベルから市場を選
択するように明快な論理をもって説明することは
難しい。そこでの指向は因果の積み重ねとなるの
であり、そこには蓋

がいぜん

然性など経験がものをいうか
らである。特に学者は、このような性質を持つス
トーリーを学問として扱うのは適当ではないと考
えるのであろう。
　しかし、そのことはストーリーが重要ではない
ということを意味するものではない。軍事では、
勝利への過程の設計は、戦略の内容の中核をなし
ている（図表 2）。ストーリーの持つパワーを実感
するためには、将棋を思い浮かべるとよいだろう。
将棋では、市場に相当する将棋盤やそこにおける
位置取り、経営資源に相当する駒などはすべて平
等な状態から始まり、駒の動かし方の順番だけで
勝敗を決するが、駒の動かし方以外が平等だから
駒の動かし方が勝敗の要因として重要になり、駒
の動きが他の要素、例えば持ち駒の量などに劣後
するのではない。その証拠に、将棋に長けた人は
初心者に対し、飛車・角のような鍵となる駒を欠
いた状態からでも勝てるのである。この将棋の例
えは、ストーリーによる勝敗が単なる偶然の問題
ではなく再現性があるものであるとともに、ストー
リーは駒という経営資源の優劣をも上回る可能性
を持つ戦略の要素であることをも示している。

市場支配の過程のデザイン
　ストーリーの内容として、典型的には市場侵攻
順序、ケイパビリティの獲得順序、競合の撃破順
序などが論じられるべきである。ストーリーには、
外部環境側や市場で起こるイベントが結びつけら
れていることが望ましいといえる。外部のイベン
トとは、典型的には規制緩和や貿易障壁の撤廃、
油田・ガス田の開発や製油所などの建設による原
料供給開始など政治・経済・社会・技術といった
市場や自社に影響を与える重大な出来事である。
　素材産業では、素材の種類ごとに高い市場シェ
アを実現すべきことは、「最近の素材メーカーの事
業戦略の動向と方向性」（経営センサー 2018 年 5
月号）でも述べた。だとすれば、高いシェアを得
て市場支配に至る過程を設計することは、素材産
業にとって極めて重要だということができるだろ
う。選択した素材において市場支配に至る過程を
設計するわけであるが、更には思考の順序を転換
し、そのような市場支配に至る過程を設計するこ
とが可能な市場を、自社が集中すべき市場として
選択することが望ましい。
　他社に先駆けて市場を先取りすること、つまり
先制することは、市場支配という観点では常に望
ましいといえる。これは実務上は常識ではあるが、
それにもかかわらず、今までの学説としての戦略
論で先制の重要性が論じられることは少なかっ
た。戦略を市場支配の過程としてとらえると、そ

図表 2　 軍事におけるストーリーとしての戦略例（日露
戦争における連合艦隊の対バルチック艦隊撃
滅のための戦略）

第一段 主力決戦前夜、駆逐艦・水雷艇隊の全力で、敵主力部隊
を奇襲雷撃

第二段 艦隊の全力をあげて、敵主力部隊を砲雷撃により決戦丁
字戦法

第三・四段 昼間決戦のあった夜、再び駆逐艦・水雷艇隊の全力で、
敵艦隊を奇襲雷撃高速近距離射法

第五・六段 夜明け後、艦隊の主力を中心とする兵力で、徹底的に追
撃し、砲雷撃により撃滅

第七段 第六段までに残った敵艦を、事前に敷設したウラジオス
トック港の機雷原に追い込んで撃滅

出所：筆者作成
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の重要性は明白といえる。新しい種類の製品が開
発された場合、競合に先駆けてその製品を発売し、
主要な顧客への供給を行ってしまうべきである。
　市場におけるプロダクトライフサイクルを前提
として、その後半に起こる事業者間の集約をどう
泳ぎ切るのかを予め設計しておくことも必要であ
る。基本的には、自社よりも小さな事業者を撃破し、
あるいは併合し、ライフサイクル後半に起こる大
規模な事業再編の前側で力をつけておかなければ
ならない。これは、あたかも豊臣秀吉が西国を統
一してから徳川や北条と対峙したのと同様の思考
である。秀吉の場合、この順番を逆にした場合に
天下人となれたかどうかは疑わしい。ビジネスに
おける類似の例として、鉄鋼市場において、ミタ
ルがアルセロールを買収できたのは、それ以前に
小規模な製鉄事業者を集約していたからだという
ことが挙げられる。
　ケイパビリティの獲得過程では、合弁やその解
消も積極的なストーリーの内容となりうるだろ
う。新たな地域や新事業に進出する場合、まずは
合弁やライセンスによる生産、市場参入を行い、
その後市場や生産に関する知見を蓄積したら合弁
を解消して単独での市場支配を試みるようなス
トーリーである。
　なお、市場支配に至る過程のみならず、事業再
生なども一般的にストーリーが大きな役割を果た
す場面であろう。事業再生においては、利益の出
ている市場への集中と余剰能力のカットオフ、人
員整理と再成長のための撤退した市場への選択的
回帰などが時間的な順序とともに計画される必要
があり、それが債権者やスポンサーに示されるこ
とにより、これらのステークホルダーの支持を得
て、再生を確実なものとすることができるのであ
る。

プラットフォームにおける臨界点越えの設計
　前述のごとく、デジタルを駆使したビジネスモ
デルとして、近年多くの企業が目指しているのが、
プラットフォームである。素材産業においても、

汎用素材の市場や受発注機能、サプライチェーン
マネジメント、各種装置の制御ロジックなどさま
ざまなデジタル機能をプラットフォームとして提
供する可能性がある。しかし、プラットフォーム
が機能するのは、他の顧客がプラットフォームに
既に乗っていて、それらの顧客とやりとりができ
るからであり、反対に言えば他の顧客が乗ってい
ないプラットフォームには価値がなく、そのため
プラットフォームの運営者としては初期的にある
程度の規模の顧客をどうやって獲得するのかが大
きな問題となる。この臨界点を越えればプラット
フォームは自己成長する反面、それを越えられな
ければ失敗に終わる。特に 2 つ以上の別の種類の
顧客の存在を前提とするいわゆるマルチ・サイ
ド・プラットフォーム（MSP）の場合、すべての
サイドで初期顧客がある程度の規模で獲得されて
いなければならず、立ち上げが難しい反面、一度
立ち上げてしまえば簡単には優位が揺るがないた
め、臨界点までの初期のストーリーの設計が極め
て重要だということができる。
　多くのプラットフォームの立ち上げにおいては、
初期的な顧客獲得過程のストーリーを予め設計し
て、力ずくで初期的な顧客を獲得する、というこ
とが多くのプラットフォームの立ち上げ期におい
て行われている。プラットフォームとしての効用
が低い初期においてプラットフォームの使用料を
無料とすることは当然であるが、予め大口顧客と
プラットフォームの使用を約束しておくことや、
業界団体を巻き込むこと、大きな企業集団では自
社グループ内部で初期的にプラットフォームを使
用してから外部に展開することなどが考えられ
る。B2C の事例では、例えば Twitter は有名人の
獲得に特に熱心であるが、それは有名人のフォロ
ワーとして多くのユーザー獲得が期待できるから
である。獲得が容易でインパクトが大きな顧客集
団に優先的に広告や営業の資源を割り当てて早期
に臨界点に達するようにする、つまり顧客獲得の
順番を意識したマーケティングも行われており、
ユーザーシーケンシングと呼ばれている。
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ストーリーをマネジメントプロセスに
整合させる
　望ましい状態への到達過程の既存のマネジメン
トシステムにおける受け皿となるのは、中期経営
計画である。中期経営計画は、通常 3 年ないし 5
年の対象期間を持ち、素材産業では 10 年という
長い計画期間を持つ企業もある。この期間的な長
さが、ストーリーを表現するために最適なキャン
バスとなるからだ。
　筆者はコンサルタントとしてさまざまな事業の
中期経営計画を見せてきたが、最終年度に戦略が
実現された状態である数値が置かれた後、中間年
度には単純に現在と最終年度との中間の値が均等
に置かれているだけではないかと疑ってしまうよ
うな中計も多い。均等ならまだしも、最終年度に
至るまで低く置かれており、最終年度で急にある
べき状態を達成するようなズルい計画もある。こ
れらは、ストーリーを表現するキャンバスとして
中期経営計画を用いること、つまり中計の立案過
程を、ストーリーを計画する過程として利用する
ことを放棄しており、もったいないと言わざるを
得ないし、ストーリーのプランを欠く中計は実現
の可能性に乏しいと言えるだろう。
　本来あるべき中期経営計画は、市場の拡大や衰
退、外部イベントなどを前提としながら、ストー

リー上の施策を行うことによって生じる売上やコ
ストの変動を反映したものでなければならない。
ローリング方式の中期経営計画では、1 年間ストー
リーを実行してみたうえで得られる知見を翌年の
中期経営計画の改定に反映させ、戦略実現ための
ストーリーの精度を上げていくことが望ましい。
　最後に、ストーリーのトレーニング方法を述べ
て終わりとしたい。ストーリーとしての戦略の学
習が可能であることは、駒や石を打つ順番で勝敗
を決する、つまりストーリーのゲームである将棋
や囲碁が、トレーニングを通じて上達することを
見ても明らかだ。しかし、その教授方法は、市場
の選択のように論理性を前面に出したものではな
く、因果の蓋

がいぜん

然性などについての経験の積み重ね
と、それを抽象したパターン化によるものとなる。
将棋や囲碁においては棋譜を勉強していくように、
ビジネスケースやビジネスニュースを読むことは、
ストーリーを疑似的に体験することであり戦略の
学習として有効であり、ストーリーについて自分
なりの思考パターンを形成していくことに役立
つ。読者におかれては、戦略を実現する数多くの
プロジェクトに参加するとともに、現実に起きた
出来事を、記事やケースを通じて数多く見聞され、
ストーリーへの感度を上げていくことを強くお勧
めする。
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