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AX戦略
企業の組織競争力を高める
「正しいアジャイル」実践の鍵

（アジャイル・トランスフォーメーション戦略）



ベイン・アンド・カンパニーのシンボルマークである
「True North」は、方位磁針をモチーフにしてい
ます。針が少し東に傾いているように見えるのは、
磁北ではなく真北、「True North」を示したい、
すなわち通説や思い込み、政治的妥協などによる
「一見正しい答え」や、単に理論的に正しいが実
行不可能な答えではなく、企業と社会の最大価値
追求の視点から、客観的な事実の分析に基づい
て導出され、かつ実行可能性も考慮された「本当
の答え」をご提供したいという、ベインのコンサル
ティングにおける信念を表現したものです。ベイン
の最新の研究成果や知見をまとめた本冊子、
『Compass』も、そうした我々
の考え方を表現しています。本
冊子が皆様の真の経営課題の
解決に少しでも貢献できれば
幸いです。
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アジャイルという言葉を耳にして、何が頭に浮かぶだろうか？ 「ITやシ
ステムのための開発手法」、「新しい商品開発の手法」、「とにかく速くや
ること」。多くの場合、こんな風に思われているのではないだろうか。

アジャイルそれ自体は、徹底的な顧客目線でテスト・アンド・ラーン（試
行錯誤を通し最適な方法を学ぶ）を高速で繰り返し、変革・イノベーショ
ンを推進するための手法だ。したがって、その活用はITや商品開発に限
定されず、より広範に、企業活動全体に活用できる。アジャイルな経営
への活用、それがAXだ。

AXにより、企業はしがらみや大企業病から来る障害・抵抗を排除し、
「顧客第一主義」と「ノーブルミッション（崇高な使命）」に回帰して、
いわば外向きに徹底的に向き合う競争力のある企業へと自らを強化する
ことができる。ただし、それにはAXを正しく実践することが必要だ。

サマリー
コロナによって事業環境が激変する中、企業は生き残りをかけてこれまで
先送りにしてきた変革に取り組み始めている。しかし、変わらないことに慣れ、
何かを変えるにしても既存路線の延長での改善に留まり、大きな変革に取
り組んでこなかったが故、やらなければいけないこと（WHAT）はわかっ
ているが、どうやればいいか（HOW）が難しいと思い悩むマネジメントは
多い。その解となるのがAX（アジャイル・トランスフォーメーション）だ。本
稿では、変革のスピードと効果を一気に高め、組織の競争力を高める起爆
剤となるAXの考え方とその実践方法について述べる。

AXとは

AX（アジャイル・トランスフォー
メーション）戦略
企業の組織競争力を高める「正しいアジャイル」実践の鍵
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りと利益原資を創出する。そして、アジャイル型で変革・イノベーション
を推進して進化し続ける。これら二つを別のものとして切り分けて管理し、
高いレベルで融合させる。そのための仕組みを作るのが鍵だ。

詳しくは『AX（アジャイル・トランスフォーメーション）戦略』（東洋経
済新報社）に記されているが、正しくアジャイルを推進し、組織に浸透
させてゆく上では、以下の六つの視点が欠かせない。

I.アジャイルの取り組みの「崇高なミッション」と
目的をどう設定するか？
顧客にとっての商品・サービスの価値と、その価値を最適な手法で
提供するというアジャイルの取り組み目的に一貫性を持たせる。この
目的を達成するためにはビジネスモデルの革新が自ずと必要になり、
「アジャイルを始める」ことを目的化したり、担当するチームにしかあ
てはまらない狭義の目的を設定したりすると失敗する。

II.リーダーの役割と責任権限をどう正しく設定するか？
アジャイルチームのチームリーダーに限らず、企業幹部の責任・役
割まで設定することが不可欠である。ここではやるべきこと、やるべ
きではないことを明確化するだけでなく、自由度と規律、エスカレー
ションなど、運営プロセスの明確化が通常以上により強く求められる。

III.アジャイルを企業内でどこまで拡大するか？
企業ごとに最適なアジャイル浸透の到達点を設定することが重要で
ある。通常業務の官僚型運営手法とアジャイル手法の比率を規定
することは組織の小ユニット・人員レベルでの比率をも規定すること

企業のリーダーを悩ませるのは、「通常業務の遂行」と「変革・イノベー
ションの推進」という両輪をいかに同時に回すかである。当然ながら、
変革・イノベーションは通常業務にディスラプションをもたらすことが多く、
通常業務とは水と油の関係であることがほとんどだ。（図表１）

そして、通常業務を効果的に回すのに適しているのがいわば「官僚型
プロセス」であり、変革・イノベーションを効果的に推進するのが「アジャ
イル型プロセス」である。ここで、起こりがちな問題が、以下の二つであ
る。

●通常業務の官僚型プロセスで変革・イノベーションを推進するアジャ
イルプロジェクトを管理しようとしてしまい、うまく機能しなかったり、
駆逐されたりしてしまう
●官僚型プロセスの全否定から入り、すべてをアジャイル変革・イノ
ベーションプロセスに塗り替えようとして、業務が壊れて回らなくなる

正しい答えはシンプルだ。通常業務は官僚型プロセスで回してしっか

通常業務を支える官僚機構とAX

AXに取り組む際の六つの鍵
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になる。その上で、アジャイル実践のスキルの有無・受け入れ余地、
進化のスピードを予測して、拡大のロードマップを逆算で設計する。

IV.計画、ヒト・モノ・カネの予算、レビュー、
軌道修正をどのように設定し、運用するか？
アジャイルのテスト・アンド・ラーン、スケール拡大を何サイクルも
回してゆく上で、必要な投下資源の機動的な修正・拡大・変更が
求められる。アジャイルでは決められた年間予算通りに進むことはほ
とんどないため、予算の枠や使い方への権限をより現場とそのスポ
ンサーに強く付与することが重要である。さらに、カネだけでなく、
社内の人的資源や協力の取り付けが成否を左右することが多く、そ
のための機動性を経営側が後押しすることが必須である。

V.組織・構造と人材マネジメントのオペレーティングモデルを
いかに効果的なものとするか？
アジャイル運営側の意思決定、組織、評価などは、通常業務とは
基準を別に設定することが必要になる。指揮命令系統や権限を運
営チームに与え、スピーディーに意思決定できるようにすることが効
果的である。

VI.現状とあるべき姿のギャップを正しく認識し、
いかにそのチェンジマネジメントを果断に行うか？
アジャイルを導入し適切に運営するには、そのためのスキルとそのス
キルを持った人材の数、また新しいやり方自体を許容する組織全体
のキャパシティが求められる。人材・ケイパビリティにギャップがある
のは当然だ。大事なのはギャップを埋めるためにアクションを起こす
ことだ。使えるものは何でも使う。ギャップがあるからと躊躇逡巡し
ていたのでは何も動かない。

AXには三つのステージがある。

最初のステージである「アジャイル初期」は、いくつかのアジャイルチー
ムが個々のプロジェクトに取り組んでいる状態で、ここでの成否が組織内
でのアジャイル拡大に向けての重要なPoC（プルーフ・オブ・コンセプト、
新しい取り組みへの実現可能性を、効果や効用、技術的な観点から検
証する行程）になる。

AXの進化のステージ
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次が「アジャイル拡大期」であり、アジャイルチームを多くの事業部や
機能部署に組成し、拡大を図っているステージ。ここではアジャイルの取
り組み自体のスケールメリットが享受され始め、通常業務と変革・イノベー
ションの取り組みとの相互メリットも拡大してゆく。

そして最後が「アジャイル企業」のステージだ。このステージではアジャ
イル運営による変革・イノベーションが企業の仕組みとして確立し、効果
的かつスピーディーに成果を創出できる。官僚型プロセスとアジャイル型
プロセスが融合・共存しており、アジャイルを通じてでき上がったビジネス・
プロセスが通常業務に組み込まれ、企業が継続的に進化している。

凝り固まった組織では、新しい取り組みは疑いの目を持って否定的に
見られ、少しでも失敗したら「ほら見たことか」と袋叩きにされて抹殺さ
れる。そうなることを避け、アジャイル企業へと進化を目指す上では、あ
らかじめテスト・アンド・ラーンで進めていくという最低限の合意を主要
なステークホルダーと握っておくことが必要だ。そうした上で、個々の成
功を積み上げ、徐々にこのような取り組みを伝播させていき、組織全体
へと浸透を図っていくのが現実的な進め方として有効だろう。

名ばかりアジャイルとも言えるありがちな失敗パターンを数多く見てき
た。図表３に「間違ったアジャイル」 と「正しいアジャイル」の比較を示
した。読者の組織がこの左右のどちら側にあてはまるか、自己診断するこ
とをお勧めする。以下、日本の企業において特筆される失敗パターンと、
あるべき姿としての処方箋について提示したい。

１．行動指針：掛け声倒れの顧客主義からの本質回帰
日本においても顧客中心主義を打ち出し、アジャイル変革を志向す
る企業は非常に多い。だが、アジャイルアプローチにおけるあらゆ
る目的・判断に顧客視点を徹底させることは難しいのが実態だ。
お客様は原点回帰と攻めの姿勢に迫るための核であり、企業運営
における生命線だ。しかし、日本の企業においては、規制遵守の
ためだけの取り組みや、現在の自社顧客のみを見ていたり前任者
の否定・軋轢の回避といった社内論理の忖度による活力低下が見
られたりすることも少なくない。顧客や潜在顧客の心をつかむ、とい

陥りがちな失敗 ｰ 
間違ったアジャイル vs. 正しいアジャイル
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3．適用範囲：全社アジャイルビッグバンでなく、
官僚的手法との最適なバランスを追求
変革・イノベーションと官僚型プロセスの運営という両輪を回す必
要性について説いてきた。そして、アジャイルプロジェクトがその組
織全体に占める割合についても挑戦的でありながらも現実的に計画
する必要がある。アジャイル企業へと脱皮した企業であっても、アジャ
イル手法による運営や組織は実際、企業全体の半分以下であり一
般的には2－3割程度であることが多い。通常業務と変革・イノベー
ションの両輪を回すために 2種類のミッションを別々の組織で追求
することが成功への近道である。このようにしてアジャイル型の組織・
適用範囲を拡大させてゆくということである。

４．オペレーション：DDDDのドタバタ劇でなく
高速試行・レビュー・修正サイクルへ
マネジメントが豹変して、自分の考えをわかりやすい言葉や仕組み
に落とすことなくアジャイルを「とにかく」「すぐに」実行するように頭
ごなしに現場に押し付ける。組織が DDDDに盲目的に突っ走って
いても、誰もブレーキを踏めない、マネジメントに対してNoや正論
をぶつけられないということもある。これが DDDDの思考停止の失
敗例だ。高速で試行、レビュー、軌道修正を行っていくには、アジャ
イル運用におけるプロセス管理の規律が関係者に周知されているこ
とが必須だ。アジャイルの基本的なトレーニングや明確なミッション、
KPIに加え、いつ、誰が、何を、何に基づき、レビュー・方針決
定するかを、チームレベルのみならずスポンサーやマネジメントにも
周知徹底することが重要である。かつそれを通常のマネジメントシ
ステムとは切り分けて回していくのが成功の秘訣だ。

う徹底したこだわりを明確に宣言し、その成功・革新の具体的な目
標を設定する上で、顧客の声や NPS®など、判断における基準、
絶対にやりきる仕組み、経営陣・リーダーによる繰り返しの刷り込
みや動機付けが必須である。

２．マインドセット： 完璧主義から脱却し、失敗から学ぶ
アジャイルでは高速テストによる成功・失敗を通じ、改善や玉成を
図る必要があり、究極の成功のためには「失敗大いに結構」とい
う姿勢でめげずに果敢に攻め続けることが重要だ。完璧主義がいつ
しか「ミスを許さない」にすり替わり、失敗からの気付きを得にくくなっ
たり、「失敗の社内公表を極度に恐れる」ことでオープンかつタイム
リーな情報共有・解決が損なわれたりしているのはよく見る光景だ。
これらを回避するためには、「減点主義」になりがちな人事評価制
度を、アジャイルミッションにおいては、「加点主義」「プロセス・
変化に対する積極評価」へと変更し、仕組み・制度のレベルで何
度失敗してもたくさんトライし、ポジティブな気付きをいくつも発見で
きるように動機付けを行う必要がある。そうすることで、組織は失敗
からの気付きも早く得られるようになる。
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じなければならない。まず、幹部がアジャイルの正しい実践法の何
たるかを理解せず、「あれは別の特別な取り組み」として他人事に
してしまい、そのスピード感や変革の振れ幅にブレーキをかけてしま
うことが少なくない。

逆に、アジャイルを当事者意識を持って推進している幹部であって
も、スピードが落ちることに焦ったりして、陣頭指揮の名のもとにア
ジャイルの運用プロセスの現場に首を突っ込みすぎてアジャイルチー
ムの活力が落ちてしまうこともある。

もちろん、何でもチームに任せておけば良い、という放任を奨励し
ているわけではない。幹部の仕事とは、アジャイルチームの内外部
からの障害を排除し、高いエネルギーと自由闊達な発想・実験や
社内リソースへのアクセスを「すぐに、十分に」可能にさせることで
ある。また、アジャイル拡大の際、幹部として優先順位について問
いかけ続けることで、フォーカスを常にクリアにし、具体的な成果を
創出することで、拡大へのバトンリレーを促進してゆくことにある。

７．評価：ぼやけがちなアジャイルへの取り組み評価を明確に
アジャイルの取り組みに関する評価が、チーム個々人の評価にどれ
ほど反映されているのであろうか。実態としては、通常業務の遂行
を前提とした評価項目・比重が高いため、実質的にアジャイルプロ
ジェクトに対するインセンティブが弱いことが散見される。いわば、
使命感頼みの傾向が強く、持続性に欠けると言えよう。
特に兼務になっている場合は、「大変な仕事が増える」ことを嫌って、
優秀な人材がアジャイルチームへのアサインメントを回避しようとする
こともある。

５．チーム構成：分身の術を使えるスーパーマン幻想でなく、
専任アジャイルチームに集中投下
取り組むべき重要施策は数あれど、施策の実行リーダー候補として
挙がる人の名前はいつも同じ。かつ、リーダーもチームメンバーも、
通常業務に加えて兼務としてのプロジェクトアサインメント。これは
日本の企業において日常的に見られる光景だ。

アジャイルチームに必要なのは、顧客を第一に考え、尖りを持って
変革を推し進めることができる推進力がある人材だが、そのような
人材はそもそも限られており、上司が囲い込んで手放さないこともあ
る。このような精鋭メンバーを 20-30%の兼務でアジャイルチーム
に任命しても、分身の術を使ってすべての業務をこなせるわけでは
ない。大抵の場合、ただでさえ忙しい通常業務に時間を取られてし
まい、「変革・イノベーション」に思い切り時間とエネルギーを割く
ことができず、アジャイル拡大どころか、プロジェクト自体が頓挫し
てしまう。

人材がいなければ何もできない。しかし、人がいないと嘆いても何
も変わらない。問題はいかにそのような人材を増やしていくかだ。
多少無理やりにでも精鋭を集めて、期間を明確に設定して専任化
したり、人材がいなければ外部の力も借りて混成チームを作ってそ
の中で人材の発掘と育成を図ったりするなど、現実解を考えるべき
である。

６．幹部の役割：（熱い心を持ちつつ）マイクロマネジメントでなく、
チームがベストパフォーマンスを発揮できる環境作りに集中

AXにおける、企業幹部の役割は極めて重要である。体現者・推
進者であると同時に、自らが障害となる可能性があることを肝に銘
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今まで日本の企業は、組織としての強い団結力を持ち、それぞれが与
えられた役割の中で完璧な仕事を追求し、今までのやり方を踏襲しなが
ら継続的に改善することで競争を勝ち抜いてきた。だからこそ、これまで
の自分たちのやり方、自分たちが築いてきたものを否定するような変革に
対して強い抵抗があり、頭ではわかっていても、「今ではない」と結論を
先送りにしてきた。

日本の企業にとってまたとないチャンス ‒
現状を打破し成功するには

アジャイルで取り組む目的・ミッションをしっかりと切り出し、そこに
直結するプロセス・評価制度を明確化して人事的にも反映すること
が定石である。また、報酬のみならず、表彰や抜擢昇格人事といっ
たより柔軟な、いわば人事制度自体のイノベーションが改めて重要
となる。

８．情報・KPI：言い訳の温床を廃し、
同一データ・情報による判断へ
テスト・アンド・ラーンにおいて、評価に必要な社内外の情報やデー
タにバラつきがあったり見られなかったりするため判断ができないこ
とや、部門や利害関係者にとって都合の良いデータや解釈が飛び
交い機能不全に陥るという混乱を目にすることがよくある。関係者の
誰もがタイムリーに同じデータ・情報を共有し、それに基づいて臨
機応変に判断できるように、一般的なビジネス・インテリジェンスや
情報システムの導入のみならず、シンプルな KPIやダッシュボード、
デジタルツールの整備や、データの具体的な活かし方の合意が欠
かせない。

また、データ・情報そのものについては、顧客からのフィードバックを、
社内リソースのみならず社外リソースも駆使しながら素早く収集し、
事実に忠実な解釈ができるような、中立的で一貫性のある仕組み
が重要であることは言うまでもなかろう。ここで取り上げた特に日本
企業で頻出する課題である前述の八つの事項は、各々密接に絡み
合っていることがほとんどである。アジャイル企業へと転換を図るた
めには、トップの号令のみでは不十分で、日本型の組織・人事とオ
ペレーティングモデルへのアジャイルシフトの徹底なくしては慣性の
法則から抜け出せないことを強く認識しなければならない。
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石川 順也
ベイン･アンド･カンパニー東京オフィスのパートナーであり、組織および企業変革プラ
クティスリーダーを務める。約 25年にわたってヘルスケア、食品、飲料、小売、金融、
産業財、投資ファンド、アウトソーシング等様々な業界の企業に対するコンサルティン
グおよびアドバイザリーに携わっている。M&A・提携戦略、組織・ガバナンス改革、
ブランド戦略、サプライチェーン戦略等、多岐にわたるテーマのプロジェクトをリードし
ている。東京オフィスのサステイナビリティ・プラクティス推進も手掛ける。『AX（アジャ
イル・トランスフォーメーション）戦略』（東洋経済新報社）の監訳および日本市場向
けの解説章などを共同執筆。

市川 雅稔
ベイン･アンド･カンパニー東京オフィスのアソシエイト パートナー。全社戦略、トランス
フォーメーション、業績改善をテーマに、約 10年にわたり、食品、飲料、小売、ヘ
ルスケア、化粧品、自動車部品、投資ファンド等、様々な業界の企業に対するコンサ
ルティングに携わっている。『AX（アジャイル・トランスフォーメーション）戦略』（東
洋経済新報社）の監訳および日本市場向けの解説章を共同執筆。

［著者紹介］

1973年の創設以来、クライアントの成功をベインの成功指標とし、世界38か国61
拠点のネットワークを展開しています。私たちは、クライアントが厳しい競争環境の中
でも成長し続け、クライアントと共通の目標に向かって「結果」を出せるように支援して
います。ベインのクライアントの株価は市場平均に対し約4倍のパフォーマンスを達成
しています。持続可能で優れた結果をより早く提供するために、私たちは様々な業界
や経営テーマにおける知識を統合し、外部の厳選されたデジタル企業等とも提携しな
がら、クライアントごとにカスタマイズしたコンサルティング活動を行っています。

［本件に関するご質問や経営課題に関するご相談・お問い合わせ先］

［ベイン・アンド・カンパニーについて］

ベイン・アンド・カンパニー
マーケティング／広報：西、有馬

電話：03-4563-1103
メールアドレス：marketing.tokyo@bain.com
http://www.bain.co.jp

しかし、環境は激変し、もはや先送りが許される状況ではない。今や
生き残りに対する危機感から「変革」への機運が高まっている。新型コ
ロナウイルスで未曾有のディスラプションが強制的に起こったことで、既
存の価値観が社会全体で刷新された。盲目的に正しいと思われてきたこ
とが実は不要不急だったことがさらけ出され、以前は「無駄ではないか？」
と疑問の声を上げることすらできなかった状況が変わりつつあり、新しい
ことにも取り組みやすくなった。あらゆることが自分事化し、サイロに陥る
ことなく高速に対応することが求められている。

今こそ変革を推し進めるチャンスだ。既にいくつかの日本企業では経営
トップが旗振り役となって変革に取り組み始めており、アジャイルを活用し
て結果を出しつつある。

変革において、経営の腹くくりなしには成功はない。これまで述べてき
たように、通常業務の運営部隊とは別に、変革／イノベーションの専任
部隊を正式に立ち上げて、アジャイル展開をする。人事組織面にも踏み
込み、「失敗から学ぶ」ために一定期間我慢することへの覚悟を社内外
に示す。日本の企業にとっては、従来の兼務・暗黙知型から専業と明
確な評価・見える化へと、180度変化するくらいの経営の腹決めが必要
ではなかろうか。

アジャイルの実践、拡大、そしてアジャイル企業への進化こそが、大
企業病の企業現場に、顧客目線や外向きの風を吹き込み、現場の活力
を高め、競争力を一気に高める源泉となるはずだ。

注： NPS®（ネット・プロモーター・スコア ®）は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッ
ド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。
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