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THINK ACT
ビジネスエントロピーの脅威

自然科学に学ぶ経営理論1

THE BIG  3

ビジネスの世界も物理法則に支配されている。 これに逆らうのではなく、利用

すべきである

エントロピーの拡大に応じた戦略3

ビジネスエントロピーと事業ライフサイクル2

事業ライフサイクルを制するものがビジネスを制する。 ライフサイクルの見極

めには、エントロピーの拡大に注目せよ

エントロピーの拡大が見えれば、進むべき方向が見えてくる。 戦略立案の

ガイドラインを手に入れたようなものである

H(P)  = -      P(A)log P(A)Σ
A∈Ω

情報工学の父とも言うべき、シャノンの「情報エントロピー」の式。 筆者の専門分野である情報通信産業

の理論的原点に敬意を表し、表紙に利用した。

表紙の式について：
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1.自然科学に学ぶ経営理論

自然科学・社会学の理論を経営理論に活用するという取り

組みは、特に目新しいことではない。

有名なところでは、エベレット ・ ロジャースの「イノベーション

の普及学」 1 が挙げられる。 新たな技術 ・製品あるいはライフ

スタイルといったイノベーションが、どのように社会に普及してい

くかについて調査・分析を行ったものであり、その後のプロダ

クトライフサイクルという考え方や、「キャズム」 2 という概念に大

きな影響を与えた。

「利己的な遺伝子」 3 という本をご存知であろうか。 リチャー

ド ・ ドーキンスというイギリスの生物学者の著した書籍で、場合

によっては 1993年に放映された「高校教師」というテレビドラマ

（真田広之・桜井幸子主演）のなかで参照された本としてご存

知かもしれない。この本の主張するところは、あらゆる生物は「生

物機械」であり、その肉体そのものは、世代を超えて生き続け

る 「遺伝子」の乗り物に過ぎない、という説である。 これを企業

経営に置き換えてみると、会社の中で誰が働いているか、とい

うことには然したる重要性はなく、その企業そのものが持つ遺伝

子、すなわち企業文化がより重要である、ということであろうか。

新入社員として、必ずしもその企業風土に染まっていない人

材を採用したにもかかわらず、いつの間にかその文化に染まり、

次世代にそれを伝えていく。 まさに、企業文化という 「利己的

な遺伝子」が、世代を超えて生き続けていくことは、歴史ある

企業においては納得感があるのではなかろうか。

このように、自然や社会を観察し、そこから得られた示唆を経

営理論に応用するという考え方は汎用性が高い。 今回はその

一つの例をご紹介したい。

高校の物理で、エントロピーという概念を学んだ（あるいは遠

い記憶の向こうに眠っている？）方も多いと思う。

統計力学（熱学）における「状態の乱雑さ」およびその「不可

逆性」に関する概念である。 簡単に言えば、「やかんでお湯を

沸かし （熱がやかんに集中している状態）、火を止めてそれを

放っておくとだんだんとやかんのお湯は冷め、大気中に発散し

ていく（集中していた熱が辺りに拡散した状態）」 ということと、こ

の現象は「必ずこの方向性で起こる（大気中の熱をやかんが吸

収し、自然にお湯が沸くという方向性はありえない）」 ということ

である。

この 「エントロピーの拡大」はあらゆる生活シーンで起きると

言ってよい。 例えば、散らかしっぱなしの部屋をせっかく整理

しても、一週間もすれば、また散らかってしまう、ということは多く

の皆さんが経験しているところかと思う。

そして、経営の現場においてもエントロピーの拡大があらゆ

るところで見られるということをお伝えしたい。

まず、概念の整理をしておきたい。

エントロピーの拡大が見られるのは、主にマーケティング領

域とオペレーション領域である。

例えば、これまでになかったような新たなプロダクト（以降、製

品・ サービスをまとめてプロダクトと呼ぶ） が世の中に出てき

たときのことを考えてみよう（ソニーのウォークマンやアップルの

iPhoneがわかりやすい例であろう）。

発売初期においては、一つの仕様、一つの価格で売り出さ

れる。 しかしながら、競合が類似プロダクトを売り出したり、ある

いはプロダクトのバリエーションが増えていったりということが起

こる （ iPhoneは iPhone4 までプロダクトバリエーションは皆無と

いってよかったが（色の違い程度）、5 になってから 5s、 5cが併

売された）。

こうして時とともに多種多様なプロダクトが売り出されるように

なることをプロダクトエントロピーの拡大と呼ぶ。

出所：ローランド ・ベルガー

A 顧客セグメントエントロピーの拡大

1

特定の顧客セグメントから 多くの顧客セグメントへと展開
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例えばコーラを考えてみてもいい。 今で言う 「クラシックコー

ク」が長い間、単一商品として君臨していた。 しかしながら、そ

の後「Light」や「Zero」が出てきて、最近では「特保」まである。

今後も、さらなる新商品が出てくることであろう。

医薬品においても同様のことが言える。 現代の新薬は、極

めて限定的な疾患領域で申請・承認され、その後、API （Active 
Pharmaceutical Ingrediantsの略。  日本語では原薬といい、い

わゆる薬の有効成分のこと）の容量を変更したり、剤形（錠剤 ・

粉剤などの形状のこと） を変更したり、他の疾患領域へと適応

拡大を図ったりという、エントロピーの拡大が見られる。

多種多様なプロダクトが出てくると、それぞれのプロダクトに

応じた価格のバリエーションが用意される。 これを価格エントロ

ピーの拡大と呼ぶ。

当然のことながら、様々な価格の様々なプロダクトが売り出さ

れるのは、様々な顧客層が当該プロダクトを求めるようになるか

らであり、これを顧客セグメントエントロピーの拡大と呼ぶ。

異なる顧客セグメントに、異なる価格の異なるプロダクトを販

売するためには、それぞれに合わせた販売チャネルが必要に

なる。 チャネルエントロピーの拡大である。

そして、プロダクト ・ 価格 ・販売チャネルが異なれば、それ

に応じたプロモーションが求められるようになり、プロモーション

エントロピーの拡大が見られるのである。

もちろん常にこれらすべてのエントロピー拡大が起こるとい

うわけではないが、顧客セグメントおよび 4P （Product、Price、
Place、Promotion）のエントロピー拡大 （マーケティングエントロ

ピーの拡大）については、比較的受け入れやすい概念なので

はなかろうか。

これに加え、バリューチェーンエントロピーの拡大という現象

が起こる。 その点については、若干の説明を必要とするように

思われる。

図      の左側を見て欲しい。これは、携帯電話事業のバリュー

チェーンを模式化したものである。

携帯電話産業の黎明期においては、研究開発 ・ サービス

開発、ネットワークの建設・運営、サービス提供、課金 ・請求、

カスタマーサポートといったすべての要素が、通信事業者自身で

行われていた（いわゆる垂直統合モデル）。 しかしながら現在

では、図  の右側のように、研究開発のために各社ともベン

チャーキャピタル事業を行い、自社のみならず積極的なオープ

ンイノベーション策を取っている。 ネットワーク建設においても、

ベンダーファイナンスなどの手法を使ったり、あるいは海外では

鉄塔の複数事業者間での共有などの動きが見られる。 サービ

ス提供においては、コンテンツ事業者や OTT （Over The Topの
略。 LINEや WhatsAppのように、インターネット上で各種の通

信サービスやアプリケーション ・ コンテンツを提供する事業者。

通信事業者が提供するサービスよりも上のレイヤーのサービス

を提供するため、このように呼ばれる。）プレーヤーとの競争と

協調を見せている。 課金 ・請求においても一括請求サービス

事業者がおり、カスタマーサポートの代表格であるコールセン

A

B

B

ターは、概ねアウトソースされている。

このように、現代では一つのサービスを提供するに際し、多く

の事業者がそこに携わっているのである。これがバリューチェー

ンエントロピーの拡大である。

上で述べてきた様々なエントロピーの拡大を総じて、「ビジネス

エントロピーの拡大」と呼び、以後、これについて考えてみたい。

2.ビジネスエントロピーと事業ライフサイクル

ビジネスエントロピーの拡大は「不可逆的な現象」 である。

すなわち、時系列的に見たとき、エントロピーは拡大する方向

であり、放っておいてもエントロピーが小さくなるようなことはな

い。 例えば、一つのプロダクトが生まれ、それがヒットすると（そ

れなりの規模の市場を形成すると）、類似プロダクトや派生プロ

ダクトが雨後の竹の子のごとく出てくることは、皆さんもよく目に

するところであろう。

それでは、その拡大のタイミングはどのようになっているので

あろうか。

これは、事業（産業、プロダクト）のライフサイクルと大いに関

係がある。 冒頭ご紹介したとおり、「イノベーションの普及学」

でライフサイクルという概念がモデル化されている。 お聞きに

なったことがある方も多いと思うが、図      を参照して欲しい。

イノベーターからアーリーアダプターまでは、エントロピーの

C

バリューチェーンエントロピーの拡大B

2

研究開発
サービス開発

ネットワーク
建設・運用

サービス提供

課金・請求

カスタマー

サポート

ベンチャー企業

ファイナンス
ベンダー

コンテンツ事業者

OTT

一括請求サービス

コールセンター

事業者

新たなプレーヤーの

参画

出所：ローランド ・ベルガー

携帯電話事業の 
バリューチェーン



5

THINK ACT
ビジネスエントロピーの脅威

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

アーリー
マジョリティー

レイト
マジョリティー

ラガードアーリー
アダプター

マーケティング
エントロピーの拡大

キ
ャ
ズ
ム

イノベーター

アーリー
アダプター

バリューチェーンエントロピーの拡大

キャズムを超えたプロダクトについては、プロダクトエントロ

ピーの拡大が起こる。 一見、顧客セグメントごとにプロダクトが

開発されるイメージがあるが、実際には様々なプロダクトが売り

出され、そのプロダクトごとに顧客セグメントが形成される、という

のが実情である。 すなわち、プロダクトエントロピーの拡大によ

り顧客セグメントエントロピーが拡大するのである。 価格につい

てはプロダクトの影響を受ける。 チャネルは顧客セグメントとプ

ライスの影響を受けて決まる。 最後に、プロモーションは顧客

セグメントとチャネルの影響を受けて、エントロピーの拡大が進

行する。c　　  この一連のマーケティングエントロピーの拡大は、

レイトマジョリティへの普及タイミングまで続く。

この後は、上述のようにバリューチェーンエントロピーの拡大

に移る、というのがビジネスエントロピーとライフサイクルの関係

性である。

D

小さい状態でビジネスが行われている。 すなわち、単一仕様

のプロダクトが垂直統合的に提供され、それを用いるユーザー

（購買層） も限定的である。 めでたくキャズムを超えたプロダク

トは、アーリーマジョリティへと普及し、それなりの規模感の市場

を形成する。 このため、多くの類似プロダクト ・派生プロダクト

が、さまざまな顧客セグメント別に開発・販売され市場が賑わう。

レイトマジョリティへと展開する頃には、コスト競争力を高めるた

めに、必ずしも社内で行う必要のない機能・業務をアウトソー

スするなど、バリューチェーンエントロピーの拡大が進む。

市場を観察すると、エントロピー拡大には法則性があることに

気付く。

まず、キャズムを超えないプロダクトはエントロピーが小さいま

ま、市場から淘汰される。

エントロピーとライフサイクルC

キャズム越え プロダクト
顧客

セグメント
プロモーション

価格

アーリー
マジョリティー

レイト
マジョリティー

チャネル

出所：ローランド ・ベルガー

マーケティングエントロピーの拡大D
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3.エントロピーの拡大に応じた戦略

巷間よく言われることであるが、ビジネスの世界においては既

存のルールに従って競争をする、あるいは競争優位性を確保

することは必ずしも得策ではない。 ルールそのものを作る、あ

るいはそのルールを破って新たな競争を仕掛けることが求めら

れる。

ビジネスエントロピーの拡大という概念を用いると、事業 ・プ

ロダクトのライフサイクルのどのステージでどのような策を打て

ばよいか、大いに参考になる。

次に来るエントロピーの拡大を、どのタイミングで仕掛けるか。

不可逆的な現象であるからタイミングを制したものが勝つ。

もう少し解説しよう。

まず、プロダクトエントロピーの拡大について、自ら仕掛ける

のか、あるいは競合の動きを見た後、プロダクトエントロピーの

拡大が顧客セグメントエントロピーの拡大に展開してから、特定

の顧客セグメントに特化したプロダクトを売り出すか、という選択

肢がある。

図      に示したとおり、その他の要素については顧客セグメン

トとプロダクトが決まると、概ねこれに従うこととなり、戦略的な自

由度は大きくない。

次の見計らうべきタイミングは、バリューチェーンエントロピー

の拡大である。 市場成長の加速度が緩くなるとともに、バリュー

チェーンエントロピーが拡大することは既に述べたとおりである

が、だとするとバリューチェーン上のどの要素を自社でまかな

い、どの要素をアウトソースやアライアンスに頼るか、という見極

めが非常に大切であることがわかる。これを、リアクティブに行っ

てはいけない。 収益性の高いところを他社に持っていかれてし

まい、自社は単なる機能要素の提供者というポジションに追い

やられてしまう。 バリューチェーンエントロピーの拡大が、不可

逆的な事象として訪れることを見越し、自らアクティブにバリュー

チェーンエントロピーの拡大をリードすることを目指すべきであ

る。

日本を代表するような電機機器メーカーの苦しい状況を見

るにつけ、日本企業は概ね、このバリューチェーンエントロピー

の拡大をアクティブに行うことが不得意 （あるいはその気がな

い？）なのだと感じざるを得ない。

また、エントロピー拡大の不可逆性を考えると、成長期に、エ

ントロピーを小さくするような施策はうまくいかないことも納得で

きよう。

例えば、ソフトバンクも、イー ・モバイルも、移動体通信市場

に参入した際、価格体系をシンプルにと言っていたが、残念な

がら価格エントロピーは拡大し、両社のタリフプランもドコモや

auと変わりない複雑なものになっている。

また、さらに歴史を遡ると、ボーダフォンが日本で展開しようと

した世界統一端末戦略は、日本のユーザーには完全にソッポ

を向かれ、結果として日本市場から撤退して行った （ソフトバン

クに買収された）。

D

さて、それではこのビジネスエントロピーは拡大の方向しかな

いのであろうか。

もちろんそんなことはない。 ある条件下においてはエントロ

ピーは縮小する。 その条件とは、エネルギーをかけることであ

る（冒頭の「やかんの例」で言えば、火にかけること、である）。

時としてエネルギーをかけてエントロピーの縮小、すなわち、

プロダクトの販売中止やチャネルの縮小を行わなければならな

いのである。

これまで述べてきたとおり、エントロピーの拡大は不可逆的な

現象であるため、あるプロダクトの販売を中止する ・あるチャネ

ルを整理する ・複数あった購買先を一社に絞る ・アウトソース

していた機能を内製化する、といったエントロピーの縮小には

多大なエネルギーを必要とする。 皆さんの会社にも赤字プロ

ダクトなのになかなか提供をやめられない、というものが一つや

二つはあるであろう。

「赤字であっても、それを求める顧客がいる」、「あの取引先と

は 10年来の付き合いである」、そういった数多くの理由 （言い

訳？）によって問題は先送りされ、エントロピー縮小のエネル

ギーはかけられず、じわりと、しかし確実に業績を悪化させる原

因となるのである。

とはいえ、エントロピーの拡大は産業全体で起こるものであ

る。 決して、ある特定の一社のみに襲い掛かる現象ではない。

そして競合他社もエントロピー縮小のためにエネルギーを費や

すことに躊躇しているのであれば、これこそが好機であるとも言

えよう。

他社が手をこまねいている間に、やめるべきプロダクトをや

め、閉じるべきチャネルを閉じる。 これこそが競争優位性の源

泉になるのである。

平日は業務に没頭しているからこそ、週末やたまの休みには

自然の中に身をおき、ゆっくりと植物や動物を観察したり、風や

水や光を感じてみることをお勧めしたい。 そして、先人によっ

て体系化された自然現象を解きほぐす様々な自然科学の理論

に思いを馳せてみてはいかがだろうか。 なにか経営上の課題

解決の糸口が見つかるのではないかと思う。

もし万が一なにも得られなかったとしても、ゆっくりと自然に身

をおくことが次の仕事への活力になる。 日々の仕事で溜め込

んでしまった 「ストレスのエントロピーが、ふわっと拡散していく」

ことを体感できると思うのである。

3

1）エベレット ・ ロジャーズ（1964） 『イノベーションの普及学』翔泳社

2） ジェフリー ・ A ・ ムーア（1991） 『キャズム』翔泳社

3） リチャード ・ ドーキンズ（1976） 『利己的な遺伝子』紀伊国屋書店
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51事務所を構えるまでに至りました。 日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経営

上の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。 製造、流通・サービス、通信業界等数多くのプロジェクトはもとより、

5 ～ 10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウ

を蓄積しております。
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関連書籍のご紹介 
In Data We Trust:How Customer Data is Revolutionising 
Our Economy

本書では、顧客データが経済にどのよう

な革命を起こしているかについて考察してい

る。 商品やサービスを個人が自由に手に入

れられるようになった現代社会では、顧客

の要望やニーズを深く理解することが優れ

た競争力となる。 WEB 2.0の登場で、企業は

消費者データ分析のための情報収集が比

較的容易になった。 内部と外部の情報を

合理的な方法でつなげば、確実にターゲットグループのニーズ

に合わせた商品やサービスを作ることができる。 （当然ながら

データに基づいてマーケティングを行っている企業は、顧客との

信頼関係を構築 ・ 維持するためにデータの取扱いについては

公表しなければならないが） Googleや Amazonなどはそれらを

上手く活用し成功している。 「顧客データ革命は次の段階に移っ

ている。10年前は大企業のみがデータマイニグを行っていたが、

今では誰でもたやすくできるようになった。 直感に頼る時代は終

わったのだ。現代社会において顧客との関係を強化できるのは、

データである」 と筆者の BJORN BLOCHINGは述べる。
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