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1. はじめに 

好調と思われた大企業が突然巨大な損失を計上し、場合によっては大幅な事業縮小や売却、 悪の場合、会社の身売り

や破綻にまで及ぶケースを目にする事が多くなりました。結果として経営陣の退任、旧経営陣も含む重要関係者への責

任追及、従業員の大規模なリストラや異動転籍、そして銀行や株主、取引先まで影響が波及する事態を招いています。 

直接的な原因は一部事業部門や大型買収先を取り巻く急激な環境変化、不正会計、品質問題やその隠ぺいなどさまざ

まです。しかし本質的には共通して言えることは、 終的な責任を負う経営者の目に、各事業がはらむ問題やリスクが見

えにくくなっているという点です。 

以前も大企業による突然の損失計上はありましたが、近年のような数千億円という規模のものは稀でした。これは昨今、

大企業が保有する事業ポートフォリオの一つひとつが大きく、かつ複雑に成長したこと、成長のスピードを加速するために

事業の実態が見えにくい大型の M&A が行われていること、そして原料調達も販売も急速にグローバル化する中でエネル

ギー・素材市場、為替相場、そして販売市場が急激に変化する時代に突入していることが挙げられます。 

前シリーズ1・2では企業の体質を抜本的に変革する事業構造改革のポイントについて連載して来ましたが、今回は「事業

ポートフォリオ管理」を例に、これをいかに強化し、複雑性と難易度が上がっている事業の問題とリスクの把握・管理をどう

レベルアップしていくのか、よくある誤りや勘違いを交えながら二回に分けて議論したいと思います。 

 

2. 事業ポートフォリオ管理とは 

初に事業ポートフォリオ管理について簡単に整理しておきましょう。 



企業が成長を目指す中で、カバーする市場（国）や事業（商品）の範囲を拡大していくことは当然の動きであり、その目的

のために経営資源（＝ヒトとカネ）を追加投入し、それに対する利益を 大化するよう活動しています。その際、自社の強

みを活かすため現在成功している市場や事業と一定の共通性がある範囲を軸に拡大を図るのが一般的な成長戦略とな

りますが、どれだけ共通性があったとしても、国や地域が異なれば市場規模、顧客ニーズ、競争、法制などが異なるため、

結果としてリスクもリターンも異なってきます。当然これらを可能な限り見極めてリスク・リターンが 大の市場や事業分野

を優先して開拓・維持するわけですが、当てが外れることは避けられませんし、当たったとしても 5 年、10 年経てば環境も

大きく変化します。 

企業が健全性を保ちながら成長するには、経営資源の伸びを一定範囲に収めることが大前提となりますから、リスクとリ

ターンのバランスが悪い市場や事業は縮小し、バランスの良いものに移すという「経営資源の再配分」が必要になります。

特に経営資源は資産（アセット）によって固定化しますから、これを循環（リサイクル）させるという意味のアセット・リサイク

リングという言い方も昨今は一般的になってきました（図１）。 

図 1：企業における経営資源の再配分「アセット・リサイクリング」 

  

出所：デロイト トーマツ アンカー マネジメント株式会社作成 
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市場と製品に代表される事業の幅や複雑さが拡大する中で、このアセット・リサイクリングをうまく回すために構築された

仕組みが事業ポートフォリオ管理です。その歴史や各論については本編では割愛しますが、図２にあるとおりコンセプトと

しては極めて簡単なものです。すなわち各事業を一定の物差しで評価し、評価に基づいて成長や縮小といった方向性を

定め、それを運用していくというものになります。 

図 2：事業ポートフォリオ管理の構成要素 

 

出所：デロイト トーマツ アンカー マネジメント株式会社作成 

 

なお、古くからある事業ポートフォリオ管理は単純に利益を拡大することを目的とする傾向にありましたが、昨今は資本や

資産の投下量に対する収益率、さらに投下先のリスクまで加味する方向へ変化して来ています。実際にはこのコンセプト

を実際の組織、事業、経営管理全体に組み込んでいくのは簡単では無く、さまざまな技術的な管理方法が必要です。次

回以降でこの点にも触れたいと思いますが、本稿ではより本質的・根本的な問題である管理思想の課題を議論したいと

思います。 

3. 何のための仕組みなのか － 管理思想の誤り 

事業ポートフォリオ管理に関する も重大で、 も頻繁にお目にかかるのが本質的な管理思想の誤りです。どういうこと

か具体例で説明しましょう。 

ある大手企業で事業ポートフォリオ管理を新たに導入することになり、1 年以上かけて事業評価の括りの変更、評価指標

の設計、そして評価データの収集・分析を行った上で、数十単位ある事業を成長、育成、維持、再構築の４つに分類しまし

た。その後各事業はこの分類に従って計画を策定し、本社によるモニタリング体制の下で 3 年間の計画実行期間に移行

しました。3 年後、当初計画の達成度合いを測ったところ、約 2 割が目標を達成していましたが、残り 8 割が目標未達成、

うちかなりの数の事業が当初より評価指標を悪化させているという結果に終わりました。 

このケースが特殊な事例かというと決してそうではありません。事業ポートフォリオ管理の世界では良く耳にする話です。

何が問題か。仕組みを作って終わってしまっているからです。もう少し言うと、評価の仕組みにより「どこが悪い・良い」を、

そしてモニタリングの仕組みにより「今どういう状態か」を見える化している点は進歩ですが、そこでストップしてしまってい

るのです。当たり前ですが、見える化は経営にとって極めて重要なステップですが、見えるようになると自動的に改善する

わけではありません。そこはあくまで改善へのスタートラインです。 

ポートフォリオ評価 評価に基づく投資配分と撤退ルール 運用とアセットリサイクルの実行
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このような事をポートフォリオ管理のご担当に話すと、「そんなことは無い。数十に及ぶ事業の一つひとつと喧々諤々の議

論をし、撤退を含む厳しい計画を作らせ、定期モニタリングで未達成部分について厳しい議論をしてきた。仕組みを作って

終わりとは心外だ」との反論を頂戴します。それはそのとおりですが、ここで問題にしているのは経営レベルの関与です。

どんなに現場が喧々諤々やろうが、 終的にはトップでの意思決定が必要となります。そのために社長を含む本社部門

のトップと、各事業のトップが 終的な判断と合意をする必要があります。そこが無いのであれば、やはり本当の意味での

アセット・リサイクリングは実現されません。減損や人員削減、取引先への影響、場合によっては社会的な評判など、本社

トップに重要な覚悟が必要になるからです。 

では経営レベルがそこまで意思決定に関与出来るかというと、それも容易ではありません。ただでさえ多忙な所に、正面

から事業ポートフォリオ管理に取り組み、これまで触れなかった難しい撤退や、難しい新規分野への投資検討が必要にな

るからです。それも全社でそのような状態に入るわけですから、本気でやると蜂の巣をつついた状態になります。 

 

4. あるべき管理思想とは 

ある事例では、このような経営資源の問題への対応としては、複数事業を束ねた大組織（カンパニーや部門）の長に権限

を委譲し、また、同時に専属スタッフを拡充することで、このレイヤーでの経営管理を強化していました。これにより、カン

パニーや部門内部でのアセット・リサイクルのための意思決定は可能になりますし、全社トップはカンパニー（あるいは部

門）へのリソース配分という も高次の意思決定にフォーカスすることを目的としていました。 

このケースは残念ながら余りうまく行きませんでした。カンパニーや部門へのリソース配分という高次の意思決定それ自

体が極めて難しいものであり、やはりトップ自身がその構成要素である各事業の中味を深く理解する必要が出て来たから

です。ここでは紙面を割きませんが、会社の 1 割から 2 割以上を占めるカンパニーや部門の大規模な構造改革における

一時費用が全社レベルで無視できない点や、そもそも大規模な雇用の削減や移転は日本企業の文化においては容易で

はない点、あるいは小さな事業であってもそのトップに以前の先輩役員や同じ釜の飯を食った同僚がいると全社トップが

結局巻き込まれることなどが典型的な理由になります。 

これだけ全社トップレベルの経営資源の話をしていますので、勘の良い方には管理思想に関する本稿の結論が見えたと

思います。事業ポートフォリオ管理の要諦は、現場や部門では解決できないレベルの問題を抽出し、経営の目と耳をこれ

らの事業課題に向け、そして必要な意思決定や全社的なサポートを現場に提供することにあります。しばしば事業ポート

フォリオ管理が、意思決定を仕組み化し、結果として経営資源の負荷を削減するかのように思われている場面に出くわし

ますが、それは全くの正反対です。事業ポートフォリオ管理は、これまで手をつけられなかった泥臭く厄介な課題に経営が

深く踏み込み、一つずつ解決するための枠組みととらえるべきでしょう。 

 



より具体的な管理思想上の誤り、そしてあるべき姿は図３のとおりです。上記で述べた管理思想上の問題は重要ながら一

端に過ぎず、他にも色々と課題分野を観察することがあります。例えば、機械的に管理することを徹底するが故に、事業

の将来性や戦略的な位置づけが置き去りになる事例。あるいは、納得感を得るための客観性・公平性を重視するあまり、

会社としての経営思想が腰砕けになる事例。一方では個別論に終始してしまい、経営トップが本来重視すべき全体像が

曖昧になる例など、枚挙にいとまがありません。 

勿論、これらの実現のためには仕組みは大変重要であり、それを運用する体制（人的リソースとスキル）が極めて重要で

す。これらについては次稿で議論したいと思います。 

図３：事業ポートフォリオ管理思想の誤りと目指す方向 

 

出所：デロイト トーマツ アンカー マネジメント株式会社作成 

 

5. 後に 

事業構造改革についてのシリーズとして、これまで実行の問題、課題解決の問題を議論し、今回「まず、何が問題かわか

らない」ケースの事例として事業ポートフォリオ管理についてとりあげました。その中で今回は根本にある管理思想の面に

ついて議論をしました。 

激変する市場や競争環境は個々の企業にとって極めて重大なリスクですが、問題と思われていない問題はそれ以上に危

険性を孕んでいると言ってよいでしょう。なぜならそれは経営や社員に奥深く染み付いてしまっている慣習であり惰性の産

物だからです。 

ありがちな管理思想 あるべき管理思想

可能な限り客観性と公平性を担保し、全員に納得が出来

る意思決定を行う

終的な責任者である経営トップの経営思想、ビジョン、

思いを事業の末端まで浸透させる

ひとつひとつの事業をあるべき姿に変革し、結果として全

社としてのベストな状態をつくりだす

各事業のあるべき姿を積み上げた場合の全社の姿を描き、

それが一つの事業体として理想的か検証する

システマチックに成長分野から撤退分野までの分類やそ

れに沿った対策を実施し、経営判断領域を限定する

経営視点でなければ見落とされる重要論点が経営の目に

入る仕組みを作る

より現場に近いレベル（カンパニーや部門）で事業の方向

性判断と実行を行う

現場に近いレベルで可能な事項に対応し、全社レベルで

の判断や支援が必要な項目を絞り込む

事業評価の仕組みにより事業毎に客観的かつ効率的に

成長や撤退の方針を打ち出す

成長や撤退の方針について初期仮説をたて、その方向で

事業と経営が一体となって徹底的な検証を行う

仕組みや指標によって事業ポートフォリオの構成を機械的

に管理する

経営陣、部門リーダー、事業リーダー及びスタッフといった

「ヒト」が一丸となって事業ポートフォリオ構成を管理する
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