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　政府の成長戦略を集約した「日本再興

戦略」改訂版（2014年）が、2014年6月24

日に閣議決定されたところですが、その改

定内容の一つとして、「農業・農村の所得

倍増を達成するための生産性の拡大」とい

うテーマが掲げられています。TPP等によ

る農産物の自由化の流れが促進しつつある

中で、農業生産者の生産力向上や六次産

業化といった農業分野の取り組みは、社会

的にも注目分野であり、流通・食品分野を

強みの一つとしている弊社としても、注力し

ているところであります。

　今回の特集記事の一つである「食のSPA

化」においては、近時の流通大手企業が

PB（プライベートブランド）商品を増やしつ

つある中で、バリューチェーンの川下企業の

主導で食品製造業の内製化または再編等

が起きるのではないかという指摘がなされて

います。それに加えて、川上企業である食

品製造企業が、差別化された高付加価値

食品の分野の中で、川下ビジネスにも参入

してくる可能性があるのではないかという指

摘もなされています。このような中で、農業

生産者が自らの農業自体の生産性向上に着

手していくとともに、彼らが六次産業化によ

る食品事業者として台頭してきた場合には、

当該農業事業者主導による新しい「食の

SPA化」が成功するかどうかについても、

注目をしていきたいと考えています。

　「Frontier Eyes」第6号は、従来以上に

最新の各種業界の話題等を盛り込んだ内

容に編集方針を進化させておりますので、

今後とも、皆様の忌憚のないご意見等を頂

戴できれば幸いです。

　従来から「Frontier Eyes」を継続的にお

読みいただいている読者の方は、目次をご

覧になって内容が少々 変化したことをお気づき

になられたでしょうか？ 特集記事や各トピッ

クのレポートに加えて、今号より新たに「アジ

ア現地レポート」を加えました。これは今後

シリーズ化する予定であり、号によっては、堅

い話も出てくると思いますし、こぼれ話的な

ものもあると思われます。

　弊社が社員を配置して本格的にアジア展

開を開始したのは、上海が2012年、シンガ

ポールが2013年です。過去2年半で日本と

中国とのクロスボーダーのコンサルティングや

アドバイザリー案件実績数は二桁となり、業

務開始後1年半のASEANビジネスも引き合

いが急速に強くなってきています。アジア諸

国の市場に挑戦する日本企業の力強い胎動

を改めて感じるとともに、弊社として多くの日

本企業のアジア戦略のサポートをさせていた

だければと思っております。

　「アジア現地レポート」では、弊社の海外

駐在日本人スタッフや現地スタッフが集めた

情報や感じた経験を紹介します。今号の

ASEANからのレポートは、インドネシアにお

ける大統領選の見方です。今回の選挙が経

済にもたらす意味合いについて紹介します。

一方、中国からは、中国版LINEのようなチ

ャットツールの紹介です。私自身、LINEをは

じめSNSの類は全く縁がないので、なかな

か日中のSNSの相違について一人のユーザ

ーとして実感できないのですが、各 の々国で

異なるサービスが発達する様は、世界の生

態系と同様に興味深いです。

　弊社の現地スタッフに皆様のフィードバック

は必ず伝えますので、ご意見等よろしくお願

いいたします。
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　「SPA」とは、企画製造から販売までを一
貫してコントロールする「製造小売業」を指
し¹、1980年代以降アパレル業界において発
達し、1990年代以降には住関品（家具・イ
ンテリア用品等）業界にも拡大した業態だ。
従来食品業界では、複雑な流通構造と農業
分野での広範な規制などにより、川上から
川下までプレーヤーが複雑に分化し、SPA
化が困難であった。しかし近年、小売の寡
占化や農協の弱体化等を背景に、小売大手
を中心にSPA化が進展している。

　小売業のSPA化は3段階で進行している。
　第1段階は、商品企画機能の一部または
全部に参入する「PB（プライベートブランド）

化」である。大手小売5社²のPB売上高は
2012年度に2兆円を超え、全体の2割に迫る
勢いだ。そして、このPB化の進展で特に近
年注目すべきなのは、「高付加価値品」のPB
化である。従来、PB品は低価格の汎用品が
中心であり、NB（ナショナルブランド）品とす
み分けてきたが、近年は「セブンゴールド」
に代表される高付加価値型PBがNBを脅か
し始めている。
　第2段階は、サプライチェーン機能をコント
ロールする「系列化」である。小売業の一部
は、食品加工メーカーや農業生産者を事実
上の「下請け」として囲い込み、納期・数量・
規格をコントロールし始めている。例えば、農
業分野においては、契約農家の「系列化」
によって「安全・安心」「地産地消」といった
付加価値を消費者に訴求するケースが多い。
　第3段階は、小売企業が実質的にメーカー
機能を担う「自製化」である。これは小売業
が食品加工業や農業に直接参入することを指

す。近年の中食市場拡大を背景に、惣菜製
造会社の子会社化等により惣菜事業の自製
化を図る食品スーパーが増えている。農業に
関しても上記系列化に直接参入を組み合わ
せる企業も増加している。

　このような小売主導のSPA化は、従来食
品メーカーがバリューチェーン上で創出してき
た「企画」や「製造」による付加価値を確
実に奪っている。《図表1》は、大手食品メ
ーカーと大手食品小売、各 上々場企業の売
上上位10社における粗利率の推移を示した
ものである。
　これを見ると、2008年度以降食品小売
業の粗利率は継続的に上昇する一方、食品
メーカーの粗利率は減少の一途を辿ってい
る。もちろん粗利率の変動は、原材料価格
の高騰や海外売上比率の拡大など様 な々
要因が考えられるが、全体として小売が食
品メーカーに対して交渉力を増大させ、食品
メーカーの付加価値を奪っていることの定量
的証左と言えるだろう。もはや小売企業も食
品メーカーも、競合は同業他社だけではな
い。付加価値争奪を巡る異種格闘技戦が
川上・川下間で激化しているのである。

　苦しい戦いを強いられている食品メーカー
も対抗策を講じ始めている。小売に侵されに
くい直販チャネルを防衛・開拓することで、自
らの付加価値を守ろうとする取り組みである。

　特に、資金力が豊富な大手企業でその取
り組みが顕著である。大手飲料メーカー各
社は、直販自販機チャネルを強化すべく全国
に数百ある自販機オペレーターの囲い込みに
必死だ。山崎製パンは不二家の子会社化に
よる本格的外食参入に続き、子会社デイリ
ーヤマザキを吸収合併してコンビニエンスス
トア各社からの自社販路防衛に努めている。
　一方、資金力に限界のある準大手・中堅
メーカーは、特定の商品分野・チャネルに絞
って直販化に取り組んでいる。健康・美容
等に資する機能食品分野では、特にその取
り組みが目立つ。カゴメの「毎日飲む野菜」は、
通販チャネル限定品だが累計で3億本近くを
売り上げるロングセラーとなった。
　このほか一部の農業生産者からも、加工
や小売・外食に参入する動きがみられる。平
田牧場は養豚場から加工・小売・外食へと
順次参入し、現在は直営飲食店を順調に増
やしている。近年は政府が農業の「六次産
業化」を後押ししているため、このような先
進的取り組みに追随する動きも徐 に々活発化
しつつある。

　このように小売とメーカーが相互にSPA化
を図る「付加価値争奪戦」は、今後どのよ
うな展開と決着を見るのであろうか。

　食品業界のSPA化の行方を占うには、一
歩先んじてSPA化が進展したアパレル業界
を参照するのが有効である。
　1980年代よりアパレル業界では、低価格帯
の「定番品」を中心にユニクロなどの小売業
が、企画・製造・物流の系列化によって低価格・
高品質を実現し、市場を席巻した。2000年代
以降は「流行品」を扱うH&M等も加わり、低
価格帯商品の大部分にSPA化が浸透した。
　一方、高価格帯では1980年代以降にLV
MHを始めとするラグジュアリーブランド企業
が小売店の直営化によるSPA化を進め、自ら
のブランドの世界観を直接消費者に伝えるこ
とで高い収益を実現した。現在ではほとんど
の大手ブランドがSPA化している。

　最もSPA化が遅れたのは中価格帯のアパ
レル製造卸だったが、1990年代以降ワールド
等の大手を中心にSPA化が加速し、現在は
多くの企業がSPA業態を擁するようになって
いる。
　以上のように、アパレル業界ではいずれの
価格帯においてもSPA化が進み³、逆にSPA
化に遅れた企業は収益性が低迷しており淘
汰される企業も多い。
　では、食のバリューチェーンではどうだろう
か。《図表２》は、アパレル業界の現在のSPA
のあり方と、食品業界で将来的に予測される
SPAの行方を比較表示したものである。全
体として高額品がメーカー主導、ボリュームゾ
ーンが小売主導でSPA化する点は同じと考え
られるが、産業特性等の異同からいくつか相
違点も見られる。以降、国内外の先進事例
にも言及しつつ、今後起こりうる構造変化を
展望してみよう。

　まず高額品においては、アパレル同様メー
カー主導のSPA化が進行すると考えられる。
消費財全般に言えることであるが、高額品で
は店舗の設えや接客などを含めて統合的な

ブランドの世界観を直接消費者に伝えること
が重要であり、メーカー等は必然的に小売・
外食に参入する傾向にある。このような「イ
ンテグレーション統合型」SPAはスイーツ・果
物等嗜好性の高い商品分野（虎屋・千疋屋
等）が主であるが、消費二極化が進み高額
品市場の裾野が広がる中、幅広い分野で
SPA業態が浸透するだろう。高級「だし」の
分野で高度にSPA化を進め成長する茅乃舎
は、その先進的事例である。

　一方ボリュームゾーンでは、大手小売主
導のSPA化が一層進行すると考えられる。
アパレルと異なるのは、比較的高付加価値
の商品分野でも卸やメーカーの存在感が相
対的に低く、小売主導となる点である。こ
れは市場が細分化されたアパレル業界と異
なり、寡占化を進める大手小売が圧倒的な
販売規模を獲得しつつあり、かつ、あらゆ
る日常的な食ニーズに対応しうる多様な業
態を備えつつあることが背景にある。
　この結果、一層のPB化・系列化が進むと
考えられ、日常で必要な範囲では高付加価
値品を含め大部分の商品がPBに置き換わる

食のバリューチェーンに
何が起きているのか？

３段階で進行する小売のSPA化
～「PB化」/「系列化」/「自製化」～

食品メーカー等によるSPA化
～独自チャネル防衛とニッチチャネル開拓～

小売のSPA化がもたらす
食品メーカー等への脅威
～付加価値喪失の危機～

今後どのような構造変化が
起こり誰が勝ち残るのか？

SPA化の行く末を一歩先を行く
アパレル業界から学ぶ

構造変化❶
店舗・接客・商品を統合した
「インテグレーション統合型」SPAが
高額品の幅広い範囲で浸透する

構造変化❷
大手小売主導でPB化・系列化が
一層進展し多くのメーカーが
「コバンザメ化」する

出所：フロンティア・マネジメント作成

アパレル型SPA（現在）と食品型SPA（将来予測）の異同図表
2

出所：フロンティア・マネジメント作成

食品メーカーと食品小売の粗利率の推移（為替レート補正後）図表
1
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※粗利率は10社の加重平均より算出。食品メーカーについては、為替レートの変動による影響を捨象するため補正
　を加えたもの（各年度のレートを＠100/＄とした場合の補正粗利率を一定のロジックのもとに試算）。

食の「SPA化」とバリューチェーンの付加価値争奪競争

近年「食のSPA化」の動きが顕著だ。小売による「高付加価値型PB」の開発や、
食品メーカーによる独自販路の開拓、農業法人による「六次産業化」など、

食品バリューチェーンをまたいだ主導権争いが活発化している。この戦いを制する成功要因は何か。
国内外の先進事例や他業界事例を参照しながら考察する。

食の「SPA化」とバリューチェーンの
付加価値争奪競争
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と考えられる。系列化されたメーカー等は、
小売の「コバンザメ」として「生かさず殺さ
ず」の収益を配分されるに留まり、その系列
に加わることすらできないメーカー等は淘汰さ
れることになる。

　全ての消費者が大手小売の画一的な商品
構成に満足するわけではなく、自分だけの
「お宝発見」を楽しみたい消費者も少なから
ず存続する。そこで生き残るのが、全国・
全世界に散らばる小ロットのニッチ商材を発
掘・編集する「錬金術型」SPAである。
　ただし、広範な「ロングテール商品」を捕
捉するAmazon等のWebプラットフォームが
拡大する中、発掘した「原石」を店頭に並べ
るだけでは競争優位は持続しない。「原石」
を他商材と組み合わせて新たな商品に仕立
てたり、新たな食生活を提案したりする「編
集力」が不可欠である。そこでは、従来の小
売機能だけでなく、外食その他のサービス業
や卸との連携や融合が前提となりそうだ。高
級食材の調達力と編集力を活用してワインバ
ー事業に参入した成城石井はその先進事例
と言える。

　ボリュームゾーンにおいて小売主導のSPA
化が進む中、どのような食品メーカーが小売
の「コバンザメ」に甘んじることなくバリュー
チェーン上の主導権を保持・拡大できるのか。
　第1は極めて競争力の高いNBを開発する
企業である。この際新しい動きとして予想さ
れるのが「ブランドカスケーディング」だ。こ
れは、高額品で前述の統合型SPAにより確
立した希少性が高いブランド価値を梃に、セ
カンドラインのNB等を通じボリュームゾーンへ
参入する動きである。既にSPAを通じて消費
者の「憧れ」が浸透しているため、小売がそ
の領域を侵すことは難しい。むしろ小売は
PB中心の品揃えに面白みを持たせるため、
このようなブランドを好んでNBとして導入する
ことになろう。その先進事例が高級チョコレ
ート菓子のGODIVAだ。同社は統合型SPA

モデルで確立したブランド価値を梃に一部の
商品をコンビニでNBとして展開している。将
来は虎屋や千疋屋のセカンドラインがコンビニ
の店頭に並んでも不思議ではない。
　このほか、圧倒的認知度（消費者が商品
カテゴリーの前にそのブランド名を想起するレ
ベル（「コーラが飲みたい」ではなく「Coca 
Colaが飲みたい」））を誇るメガブランドも生
き残りが予想される。
　ただし、特段の施策を打たずとも生き残る
のはごくわずかのNBと考えられ、大胆なブラ
ンド統廃合によって特定ブランドに経営資源
を集中し、既存NBの水準を大幅に引き上げ
る企業のみが勝ち残ることになる。

　食品メーカーとして勝ち残る第2のタイプは、
コスト競争力に優れた「EMS」（製造受託型）
型企業である⁴。食品製造業は労働集約型中
心のアパレルと異なり、資本・プロセス集約型
工程も多い。特定商品分野や工程に集中して
徹底的に規模を集約し、プロセスを継続的に
改善すれば、追随の難しいコスト競争力を構
築できる可能性がある。そこで先進的企業は、
他社と相互にプロセスや規模を統合してイノベ
ーションを実現することで、高い交渉力をもって
小売に対峙すると考えられる。例えば欧米で
は、Cott社のようにPB向け飲料の専業メーカ
ーがいくつか存在し、小売向けに高いシェアを
誇っている。日本は香料メーカーの高砂香料
や畜産系調味料メーカーのアリアケが先進事
例と言えるが、今後より広い分野でこのような
ビジネスモデルが脚光を浴びることになろう。

　上記を踏まえ、中長期的にはバリューチェ
ーンの付加価値争奪戦における勝ちパターン
が5つに収斂していくと考えられる《図表３》。
現在のビジネスモデルを持続できる企業は、
規模で圧倒する大手小売とメガブランドを有
するごく少数の食品メーカーだけであろう。し
かし、現在「メガブランド型」であっても、今
後は「EMS型」を目指す必要があるかもし
れない。また、「規模型」になりきれない小売

企業は「錬金術型」を模索する必要がある。
　企業は5つの勝ちパターンにおける「バリュ
ーチェーンリーダー」とリーダーからおすそ分
けをもらう「コバンザメ」に分化し、そのどち
らにもなれない企業が淘汰されていく。バリュ
ーチェーンリーダーとなるために必要な資源と
能力を全て備えた企業は少なく、企業間の連
携や再編が加速する。これは小売同士、卸
同士、メーカー同士のみならず、バリューチェ
ーンをまたいだ再編にも及ぶだろう。

　「バリューチェーンリーダー」になるには、自
社が目指す勝ちパターンを早期に明確化し、
そこで求められる能力を徹底的に磨き抜くこ
とが重要だ。中途半端な「編集力」では「錬
金術型」にはなれないし、中途半端な「コス
ト競争力」では「EMS型」にはなれない《図
表３参照》。以降、この点に関して3つの提言
を行いたい。

　自らが目指す勝ちパターンを見定めるときに
重要なのは、現状のドメイン（商品分野、価
格帯、バリューチェーン上の機能等）に固執
せず、全領域を見据えることである。この際、
他業界事例等から業界常識を打破する発想
を得ることも有効だ。
　例えばNB存続に悩む食品メーカーは、大
胆な高価格帯へのシフトを通じて新しい勝ち
パターンを構築することも一考に値する。参考
となるのは、前述の「ブランドカスケーディング」
で一歩先を行くアパレル業界だ。ラグジュアリ
ーブランド企業はフラッグシップブランド（例：
ジョルジオ・アルマーニ）で消費者の「憧れ」
を創出し、セカンドライン（例：エンポリオ・ア
ルマーニ）でボリュームを稼ぐモデルを確立し
ている。

　事業ドメインを再定義する際、自社の資源

だけに注目していると選択肢が狭まりがちでイ
ノベーションが生まれにくいし、勝ちパターン
を作るのにも時間がかかる。広く他社の能力
を活用する俯瞰的な視点が重要である。
　例えば自社の将来像として「EMS型」の
可能性を検討する場合、自社の製造工程だ
け見れば設備規模やプロセスに照らして難し
いという結論が出てしまいがちだ。しかし、
前後工程や周辺工程を担う企業を含め、複
数の企業を束ねることでプロセスイノベーショ
ンが生まれる可能性がある。
　自動車部品業界では、かつて完成車メー
カーとのすり合わせによる労働集約的工程
が多かったため、系列化が定着していた。
しかし、2000年代以降モジュール化・標準
化が進展し、今日では系列の縛りは緩やか
になっている。当時このような変化にいち早く
着目した部品会社ミツバは、自動車電機工業
と連携して工程の標準化を進め、複数の完
成車メーカーから多くの受注を得ることに成
功した。
　イノベーションはスピードが命だ。M&A案
件を座して待つだけでなく、積極的に仕掛け
ていく必要がある。仕掛け型案件では自社
が不足する能力の「補完」だけでなく、バリ
ューチェーン全体を俯瞰してキープレーヤー
の能力のスラックを見極め、広い視野で再編
を構想する「能力編集」の視点が不可欠で

ある。ファシリテーターとして信頼できる第三
者を活用することも一考に値する。

　能力編集を行うにあたっては、事業ポート
フォリオの活発な新陳代謝を実現できるよう、
身軽な組織になっておく必要がある。とかく
日本企業は事業の獲得には熱心でも、売却
には腰の重い企業が多い。「買えども売らず」
の姿勢はいずれ資産の肥大化を招き、「買い
たくても買えない」事態に陥りやすい。
　このような財務的な身軽さを担保するには、
遠心力の働く組織構造の構築も不可欠であ
る。食品メーカーや小売業の中には組織構
造が機能別に構成されており、事業単位で
の切り離しに機動力が欠ける企業が多い。
権限と責任のあり方の見直しも含め、来るべ
き能力編集に備えた組織体制の構築が不可
欠である。

　最後に、本稿は食品メーカーや小売業は
勿論、黒子としてその再編を仕掛ける金融機
関や商社の方 を々も読者として想定している。
食品バリューチェーンの本格的な再編に備
え、その全体を俯瞰して未来予想図を展望
し、「能力編集」の青写真を描くことをお勧め
したい。�

構造変化❸
卸・小売・外食が融合した
「錬金術」型SPAが出現する

構造変化❹
「ブランドカスケーディング」と
ブランド統廃合が進む

構造変化❺
製造プロセスイノベーションが起こり
メガ「EMS」型企業が台頭する

提言1
既存のドメインを前提とせず
勝負する領域を再定義せよ

ではどうすればよいのか？
いずれかの勝ちパターンで早期に
「尖る」ことが鍵

提言2
自前主義を捨て、いち早く
「能力編集」を仕掛けよ

構造変化❻
業界横断的な再編が進展し5つの勝ち
パターンに適合する企業が勝ち残る

提言3
「身軽な」組織となって機会に備えよ

東京大学文学部卒業。公認会計士。総合商社、ブーズ・アンド・カ
ンパニー等を経て2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社。食品・アパレル・サービス等を中心に成長戦略策定、M&A支
援、PMI支援等に豊富な経験を有する。

Wataru MATSUMOTO
松本　渉

コンサルティング第１部
シニア・ディレクター

1：元来SPAとは「Speciality store retailer of Private 
label Apparel」の略で1980年代以降製造を内製化し
たアパレル小売を指す用語であった。近年では「企画・
製造から販売までを一貫してコントロールする（自製化
する場合だけでなく専売品などを通じて事実上メーカ
ーを囲い込む場合等を含む）垂直統合型のビジネスモ
デル」としてより広義かつ他業界を含むビジネスモデル
として定義されることが多い。本稿では、後者の定義
を使用する。

2：セブン＆アイ、イオン、ローソン、ユニー、ファミリーマー
ト、各グループ全体の売上高を指す。

3：「しまむら」などいわゆる「仕入型」のアパレル企業は
SPAと異なるビジネスモデルとして分類されることが
多いが、これらの企業においても同社向け専売品のみ
を製造するメーカーを契約で囲い込んでいるケースが
多く、広義のSPA（1：参照）と極めて近似したビジネス
モデルとなっている。

4：EMSとは「Electronics Manufacturing Service」
の略で、電子部品業界での製造受託型企業を指す。こ
れにちなんで本稿では「特定の商品分野や製造工程
に特化して製造を受託するビジネスモデル」を「EMS」
型と呼ぶこととする。

出所：フロンティア・マネジメント作成

5つの勝ちパターンとバリューチェーンリーダーの成功要件図表
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①
インテグレーション

統合型

国内外の
先進事例

バリューチェーンリーダーの守備範囲・成功要件 コバンザメの守備範囲

高
価
格
帯

中
価
格
帯

低
価
格
帯

・千疋屋
・虎屋
・茅乃舎

②
錬金術型

・Whole Foods 
　Market
・エノテカ
・成城石井

③
メガブランド型

・Coca Cola
・Nestle
・Uniliver

④
規模型

・Wal-mart
・セブン＆アイ
・イオン

⑤
EMS型

・Cott
　Corporation
・高砂香料
・アリアケ

想定しうる失敗シナリオ例

・百貨店の贈答用販売網のみに依存しSPA化が遅延
・店舗運営を外注しブランド価値観と接客レベルが乖離
　etc.

・希少性の高い商品
・消費者の共感を呼ぶブランド価値観
・ブランド価値観を体現する一貫した商品・店舗・接客

・圧倒的認知度（商品カテゴ
　リーよりも先に自社ブランド
　を想起させるレベル）

・圧倒的コスト
　競争力
・多様なニーズへ
　の柔軟な対応

・商品を発掘する広範なネットワーク
・「原石」を「お宝」に仕立てる演出力・編集力

・外食・卸・小売等を融合してニーズに応える引き出しの多さ

・圧倒的販売規模
・食生活の必要の大部分を

満たしうるきめ細かい店舗網と多様な業態

・珍しい商品を並べるだけの一貫性のないMD
・業態・サービス・商品ラインの硬直化による消費者離れ
　etc.

・自社ブランドへの過信による棚の喪失
・ブランドの統廃合が進まず経営資源が分散（本来勝ち
　残れるNBも喪失）
　etc.

・中途半端な規模に留まりPB化・系列化が不完全
・業態の陳腐化による消費者離れ
　etc.

・他社との連携が進まず規模が不足
・自社の事業ドメインに固執し イノベーションが不発
　etc.

農業生産 食品加工 卸 小売・外食

食の「SPA化」とバリューチェーンの付加価値争奪競争
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　商事法務研究会主催で、2014年3月から
開始された「事業再生に関する紛争解決手
続の更なる円滑化に関する検討会」（弊社顧
問・高木新二郎先生が座長）において、私
的整理における多数決化導入の議論がなさ
れていることは、皆様もご存じの通りである。
　事業再生の世界は、2003年頃まで、法
的整理（会社更生・民事再生）手続きが主
な役割を担っており、2000年代には、日本
リース、マイカル、そごうおよび協栄生命とい
った巨大企業の再建が図られていた。しか
し、小泉政権のもと、銀行における不良債
権の早期処理政策を推進する政治的圧力の
中で私的整理の促進が図られ、㈱産業再
生機構の設立や、事業再生ADR手続きお
よび中小企業再生支援協議会等の制度が
創設され、その後、私的整理による事業再
生が一般化していった。この背景には、法

的整理が、取引上の債権者についても支払
停止および債権放棄の対象とするため、事
業価値の低下を余儀なくしてしまうという問
題があった。このような事業価値の低下を
回避するため、法的整理よりも早期に事業
再生に着手する方策として、金融機関債権
者だけを支払停止および債権放棄の対象と
する私的整理が、金融機関債権者の経済
合理性に合致したことから広く活用されるよ
うになった。このような私的整理の優位性は、
金融機関をはじめとしたステークホルダーや
事業再生の専門家に広く認知され、2003年
～2007年の間は、私的整理による抜本的な
金融支援（債権放棄・債務の株式化（DES）・
債務の劣後化（DDS））によって、事業再生
の実務が大きく進展していった。
　しかしながら、その後に生じた2008年の
リーマンショックを契機とした金融危機の影
響により2009年12月に金融円滑化法が施
行された後においては、金融機関が、原則
としてリスケジュール等で企業の資金支援を
行う実務が事業再生の世界で一般化した。

このような実務の中、全金融機関債権者の
同意によって抜本的な金融支援を行う事業
再生は、メイン寄せの要求の高まりや、政
府系金融機関からの同意取得が容易ではな
いこと、そして外国銀行が債権者になって
いる場合の同意取得の困難性とも相まって、
より難易度が高いものと考えられるようにな
った。これに加えて、大企業等で発行され
ている社債が私的整理の対象となりにくいこ
とから、有利子負債の中でも社債が比較的
大きなポジションを占める企業においての私
的整理は困難である、との認識が広まり、
抜本処理を伴う私的整理の妥当する範囲は
より狭まっていった。
　このような中、2012年末からスタートした
安倍政権のもと、日本企業の競争力を確保
するため、産業の新陳代謝をより円滑に行う
ための産業競争力強化法が施行（2014年1
月）され、事業再生ADRの申請に伴って、
社債の債権放棄または債務の株式化を会
社法上の社債権者集会の多数決に基づい
て行うことが容易になった¹。そして、事業
再生における抜本処理の円滑化を促進し、
産業の新陳代謝をより促進させ、日本企業
に活力を持たせるためには、さらに踏み込ん
で私的整理の障害となっている全金融機関
の同意取得の要件を緩和させること（多数
決制度を導入すること）が必要との認識が
広まり、前記のような検討会が発足した²。

　窮境に陥った企業が、再建型の事業再生
を行う際には、法的整理（会社更生・民事
再生）を行う場合と私的整理（事業再生

ADR・中小企業再生支援協議会他）を行
う場合とがあるが、その両者の手続きの違
いは以下のとおりである《図表1》。

　法的整理の申立てを行う場合、裁判所の
保全命令の発令により、金融機関の債権の
みならず、商取引上の債権を含むあらゆる債
権（共益債権となる租税債権等を除く）の
支払停止が命じられ、債務者企業が債務超
過の場合には、それらの全債権が、その権
利の地位に応じて衡平に債権放棄の対象と
なる³。大多数の債務者企業は、金融機関
からの融資により資金調達を行い、当該資金
を運用して商取引を行うことにより事業利益
を稼いでいる。しかし、商取引債権が支払
停止の対象になると、取引先は債務者企業
に対し、商品の納入を新たに行うことを通常
回避することになる（現金取引を強いられる
場合も多い）。このため、債務者企業は、法
的整理の申立日以降、従来どおりの条件で
仕入れを行うことが出来なくなり、事業規模
の縮小を余儀なくされることから、事業価値
の低下が生じることになる。
　これに対して私的整理では、債務者企業
に融資を行った金融機関債権者のみを対象
として、一時停止および債権放棄等を依頼
するため、上記の事業価値の低下を生じさ
せることなく、事業の再生を図ることができ
る。このような私的整理については、商取引
債権と金融機関債権との取扱いの公平性に
問題があるとの指摘もある。しかし、金融
機関は商取引債権者と異なり、債務者企業
の財務諸表等の秘密情報を入手し、それを
精査した上で融資を実行する専門機関であ
る。また、法的整理を想定した場合との対
比において、商取引債権者にまで金融支援
の負担をさせなくても、事業価値の低下が
ない私的整理の方が、なお金融債権者にと
っての経済合理性が認められる場合には、
全金融債権者の同意によって成立する私的
整理の中での商取引債権との公平性の問題
は生じないものと言うべきである。

　法的整理の場合は、多数決によって権利

変更（債権放棄）が認められる⁴。これに対
して私的整理の場合は、成立のために全金
融債権者の同意が必要となるが、以下の理
由によって、成立の困難な場合が多い。
❶下位行で中小の金融機関（信用組合また
は信用金庫等）が債権者にいる場合、そも
そも債権放棄等を行う体力がないこともあ
り、当該金融機関から任意に債権放棄の
同意を得ることが困難な場合があること。

❷日本に拠点を有していないか、日本での拠
点の歴史が浅い外国銀行やヘッジファンド
等が債権者である場合、当該債権者から
私的整理における債権者等についての同
意を得られる見込みは少ないこと。

❸政府系の金融機関（信用保証協会、日本
政策金融公庫、（独）中小企業基盤整備機構、
その他の政府系機構）から、任意の債権
放棄等についての同意を得ることは期待で
きないこと。
❹メインバンクの債権の全金融機関の債権に
占める割合が過半を超えるような場合、メ
イン寄せ等の要求が他の金融機関から強く
出る場合が多いこと。

　法的整理の場合は、債務者企業が債務超
過である場合、100％減資によって株主の権利
を喪失させることが制度上認められている⁵。
そのため、法的整理は、債権者より劣位の権
利者である株主の責任を明確に問うことがで
きることから、債権者にとっては公平性の担保
された手続きとの評価が定着している。
　一方、私的整理では、会社法の規定によ
る手続きしか採用できない。そのため、私

的整理において株主責任を問う場合は、創
業者およびその一族等の支配株主に対し
て、株主の同意に基づく自己株式の無償取
得と株式の消却という手続き、または全部
取得条項付種類株式への変更決議により、
自己株式の無償取得と株式の消却という手
続きを行うのが通例である。これに対し、
支配株主以外の株主に対しては、株主の同
意を得て株式の消却を行うことは困難な場
合が多いため、通常は債務の株式化または
第三者割当増資等（有利発行の場合を含
む）による希釈化をもって、株主責任を果た
したものとみなす場合が多い。特に上場企
業では、不特定多数の株主が存在すること
から、希釈化以外の手法で株主責任を問う
ことは困難である。この点は、私的整理の
場合に債権者から公平性を欠くという点でよ
く指摘される論点である。

　日本では、私的整理の成立に債権者全員
の同意を必要としているが（ドイツも同様で
ある）、諸外国の制度においては、私的整
理の多数決制度を定めている国が多数あ
り、その概況は以下のとおりである。

❶イギリス
　Scheme of Arrangementが英国の会社
法に定められており、債権者の75％の同意
により裁判所が債権放棄および債務の株式
化（DES）を認可することができる。

はじめに

私的整理と
法的整理の違い

諸外国の私的整理の
制度状況

私的整理への多数決化導入の
議論開始の経緯

1 商事取引上の債権者を手続きの
対象にするか否か
（事業価値の低下の有無）

2 全債権者の同意の要否

3 100％減資と株主責任

1 欧米諸国

出所：フロンティア・マネジメント作成

事業再生の手続の中における新制度（私的整理多数決制度）の位置付け図表
2

出所：フロンティア・マネジメント作成

※IRCJ：㈱産業再生機構、ETIC：㈱企業再生支援機構（2013年にREVICへ改組）、REVIC：㈱地域経済活性化支援機構。

評価の高い順に、
◎、○、△、▲、×。

事業再生の手続における制度比較図表
1

法的整理

私的整理
ガイドライン

事業価値
低下

× ◎ ○ ◎ ▲～△

◎ ▲ △ △ ▲～△

◎ △ △ ○ ▲～○

◎ ○ △ ○ ○

◎ ◎ △ ○ ○～◎

成立の
難易度

株主責任
ストラクチャー

透明性
公平性 総合

事業再生
ADR

IRCJ・ETIC
REVIC※

新私的整理
制度

事業価値維持

手続安定性

新
私的整理
制度地域経済

活性化
支援機構

整理回収
機構

事業再生
ADR

中小企業再生
支援協議会

特定調停

民事再生

会社更生

私的整理
ガイドライン

私的整理
（再建型）

企業が不振事業を切り離して事業再生を行いやすくするために、
政府を中心に私的整理への多数決導入が検討されている。

この議論の背景や論点を紹介した上で、
私的整理への多数決導入によって事業再生の実務がどのように変わっていくかを考える。

私的整理への多数決導入について
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❷フランス
　商法改正により創られたSafeguardにつ
いても、同様に、債権者の75％の同意によ
り裁判所が債権放棄および債務の株式化
（DES）を認可することができる。
❸アメリカ
　私的整理自体の多数決制度が認められて
いるわけではないが、主要債権者と債務者
が事前に協議して大多数の債権者の同意を
取得した再生計画について、Chapter 11の
申立て後速やかに裁判所の認可を得て手続
きを終了させるPre-negotiated Chapter 11
が広く認められている。

❶シンガポール、香港、マレーシア
　英国型のScheme of Arrangementが採
用されている。
❷韓国
　企業構造改革促進法（2001年制定）によ
り、債権者の75％の同意があれば私的整理
は成立し、異議がある少数債権者の債権を、
賛成債権者が時価（公認会計士が査定）
で買い取ることとなっている。
❸フィリピン
　2010年法により、Pre-negotiated Rehabili-
tationでは、債権者の75％の同意があれば私
的整理計画について裁判所の認可で効力発
生するものとされ、Out of Court or Informal 
Restructuring or Rehabilitation Planでは、
債権者の85％の同意があれば、裁判所の認

可なしに私的整理が成立するものとされてい
る。

　私的整理の多数決化は、これまでも何回
か議論をされており多数の論点が存在して
いるが、その導入が立法化されると仮定し
たら、それは事業再生の実務家にとっては
極めて画期的な制度だと言うことができる。
以下は、私的整理の多数決化の導入にあた
っての主要な論点である。

　私的整理は、法的整理のような不服申し立
て手続きが定められないことから、私的整理
において反対債権者が有している債権の権
利変更を多数決によって強いることは、憲法
上において認められている財産権の侵害に該
当するのではないか、という有力な指摘があ
る。この点が、多数決化導入のこれまでの議
論で、導入否定論の大きな根拠となってきた。
　これに対しては、私的整理の中でも、一定
の反対債権者に対する権利の保護措置（債
権の買取請求権他）を認めることで、憲法
上の財産権の侵害の議論を回避することは
可能であるため、今回の私的整理の多数決
制度においても、韓国の企業構造改革促進
法のような反対債権者に対する保護措置を

設けることを検討すべきである。

　産活法の改正によって、事業再生実務
家協会が担い手となっている事業再生
ADR手続きを利用した場合に、多数決に
よる再生計画成立を認める建付けとするの
か、それとも、新たなる独立法によって、
独立の公的機関を別途創設して、多数決を
伴う私的整理の運営をするかは、今後議論
される主要な論点となっている。

　私的整理においては、保全（担保権）の
評価を行った上で、当該担保債権者の同意
を得て、非保全プロラタによる金融支援の
依頼を行うのが通例である。しかしながら、
担保権評価に不服のある債権者との関係
で、私的整理は法的整理と異なり担保権の
評価確定プロセス（不服申立て方法も含む）
がないため、個々の保全評価に争いがある
担保権者に対し、多数決によって債権放棄
を内容とした再生計画の効力を及ぼすこと
ができるかどうかは疑問がある。

　金融機関債権者だけを対象として多数決
制を導入する場合は、当該対象となる金融
機関債権者の認定に困難を伴う場合があ
る。リース債権者または取引債権者が貸金
債権を有している場合、または金融機関から
債権の譲渡を受けた機関投資家（ファンド等）
の場合を対象債権者とするかどうか等につい
ては、多数決による効力発生の範囲の問題
として、予め明確化することが必要となる。

　現在の私的整理（事業再生ADR手続き
を含む）では、一時停止が第１回債権者会
議で全債権者の同意により効力を発生した
場合、その効力は一時停止の通知送達日か
ら遡及的に発生することになっているが、多
数決化を実効あらしめるためには、予め私的
整理に反対する債権者も私的整理手続きに
参加させることが必要となる。そのため、一
時停止についても強制力を有するもの（債権
者の同意なく効力が生じるもの）に変えてい

くことが必要ではないか、という論点もある。

　私的整理の多数決をどの程度の割合にす
べきか、という論点も重要である。金融機関
債権者だけを対象とする手続きであるため、
法的整理（会社更生法）よりは厳格な要件
を要求すべきことから、債権者の80％以上
の同意を必要とすべきであろう。また、債権
額だけで多数決による強制力を持たせると、
少数の主要債権者だけの都合で、多数の少
額債権者が不利な犠牲を強いられる可能性
も否定できないので、民事再生法と同様に、
債権者の頭数要件も多数決要件として加え
るべきという指摘もある。

　私的整理が中心となっている事業再生の
実情を考えると、私的整理の多数決化は、
事業価値を維持しつつ成立の難易度が改善
されている点で、金融機関や事業再生の専
門家にとって、画期的な制度である《図表1
および図表2》。しかしながら、その制度設
計如何では、要件が厳格すぎて利用しにくい
制度となったり、その濫用による弊害が生じ
る危険性もあることから、どのような制度にす
るかの議論は慎重に行うべきであろう。以下、
私的整理の多数決化によって生じる事業再
生実務の変化についての私見を述べる。

　私的整理の多数決化によって、これまで
メイン寄せや一部債権者の不同意が予想さ
れるために私的整理に移行することを躊躇
していた案件について、私的整理の利用が
進むことから一定の範囲で事業再生が促進
されることになるだろう。

　保全評価に対する不服が、裁判所の認
可決定に対する不服申し立て事由になるか、
それとも、会社法の債権者保護手続きと同
様に、一定の権利保護措置が採られていれ
ば、認可決定が出る扱いになるかは不明で
ある。しかし、いずれにせよ再生計画策定

時および手続実施者等の中立的専門家によ
る再生計画の調査時において、保全評価の
重要性が従来よりも増すことになるだろう。

　私的整理の多数決化の導入によって、こ
れまで一部の債権者の反対で法的整理を余
儀なくされてきた案件は、私的整理による解
決が図られる。そのため、一定の範囲で法
的整理は減少するものと思われるが、ここ
数年の法的整理の申立ての多くは、事業性
や資金繰り等の理由により私的整理が困難
なケースである場合も多いことから、その減
少数はそれ程多くはないものと思われる。

　私的整理において多数決化が導入される
と、当該手続きは裁判所の認可を要する手
続きとなることが想定されることから、これ
まで以上に、法律家の私的整理に関与する
機会は増大するものと思われる《図表3》。

　私的整理において多数決化が導入される
と、私的整理の成立可能性がこれまで以上
に高まることから、金融機関による（プレ）
DIPファイナンスの実行もしやすくなり、当該
利用件数は増大するものと思われる。

　私的整理において多数決化が導入される
と、前記のとおり、当該手続きは裁判所の認
可を要する手続きとなることが想定される。
そこから、当該私的整理が不成功に終了し
たとしても、同じ裁判所の関与の下で、私的
整理とその実質において連続性のある法的
整理の連携が可能になるものと思われる。

　私的整理における多数決化導入の議論
は、まだ始まったばかりの段階にあり、果た
してその導入がなされるかどうか、そして、
その導入時期がいつになるかは全くの未知
数である。しかし、事業価値を維持できる
私的整理の優位性を生かしながら、全債権
者の同意がない限り成立しないという私的整

理の最大の難点を解消する本議論は、前向
きに捉えるべきである。
　しかしながら一方で、今回の私的整理の
多数決化の議論は、再生を要する債務者企
業の事業価値の維持という目的を実現する
ための手段の議論であり、決して、当該目
的を無視した議論（過度に厳格な利用しに
くい手続き、または時間がかかり過ぎる手続
き等）に陥ってはならないことを、我々実務
家は肝に銘じるべきである。�

私的整理の
多数決化導入の論点

私的整理に多数決化が
導入されると事業再生実務は
どう変わるか

最後に

1 憲法上の財産権の侵害の有無
（反対債権者に対する保護措置）

2 アジア諸国

3 担保債権の評価額の決定方法

2 根拠法と手続き運営主体

4 事業再生における法律家の
役割の増大

3 法的整理の減少

6 私的整理と法的整理の垣根の縮小

5（プレ）DIPファイナンスの利用増大

1 事業再生の促進

6 多数決割合および頭数要件

2 保全評価の重要性の増大

5 一時停止の効力

4 対象債権者（債権譲受をした債権者を
含む）の選定方法

1：事業再生ADR手続きの事業再生計画の一環として社
債の元本の減免をした場合、社債権者集会の決議（出
席者の3分の2以上の多数決）に関する裁判所の認可
判断における「考慮規定」を新設している（産業競争力
強化法第56条、第57条）。

2：社債について会社法上の規定の解釈の変更により、私
的整理の中で多数決により元本減免ができるのであれ
ば、同様の有利子負債である金融機関の債権について
も多数決による元本債権の減免を認めることも認めら
れるべき、という考え方も当該検討会の発足の根底に
あるものと思われる。

3：会社更生においては、更生担保権、更生債権（労働債
権および一定の租税債権等の更生債権およびその他
の一般更生債権等）の組分けにより債権者集会の決議
が行われ、それらの権利の性質の優劣に応じた権利変
更および弁済方法が認められている。民事再生におい
ては、担保権は別除権として位置づけられ手続き外の
行使が認められているが、一般的には、和解によってそ
の権利行使方法が定められる場合が多く、再生計画に
おいては、優先債権（労働債権等）および再生債権の権
利変更および弁済方法が定められる。

4：民事再生手続きの場合、債権者数の過半数と債権額
総額の2分の1以上の債権者の同意（民再法172条の3
第1項）が債権者会議の可決のために必要となり、会
社更生手続きの場合、更生債権について債権額の2分
の1を超える債権者の同意、および更生担保権者につ
いて債権額の4分の3以上の債権者の同意（元本の債
権放棄を求める場合）（会更法196条5項）が債権者
会議の可決のために必要となる。

5：会社更生法では、更生計画の効力により株主の権利の変
更（消却）をすることが認められている（会社更生法第167
条1項1号）。これに対し、民事再生法では、債務超過の場
合、裁判所の許可を得れば、再生計画において株式を取
得して資本金の額の減少に関する条項を定めることがで
き、これにより会社法の手続によらずに株式を会社で取得
して消却・100％減資ができることになっている（民事再
生法第154条3項、第161条、第166条、第183条4項）。

早稲田大学法学部卒業。弁護士。1992年より奥野総合法律事
務所に勤務し、1997年にパートナー弁護士に就任。2003年に
㈱産業再生機構に入社し、マネージングディレクターに就任。
2007年にフロンティア・マネジメント㈱を設立。JAL再生タスク
フォースメンバー（2009年）、㈱ウィルコム事業管財人（2010
年）、内閣官房 東京電力経営・財務調査タスクフォース事務局
の事務局次長（2011年）等を務める。
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代表取締役

出所：フロンティア・マネジメント作成
事業再生における各専門家の関与形態図表
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　2012年年末の政権交代以降、アベノミ
クス効果によって2013年の景況感は大きく
改善し、2014年に入ってもその熱は冷めて
いない。当初は資産価格中心の景気回復
であったが、実物経済が動き始めたことで、
流通・サービス業を中心に人員採用が活
発化しており、一部には人手不足の懸念も
出始めている。
　人手不足の現象や恐れは、流通・サー
ビス業に限らず、建設業や製造業でも同
様の傾向があると思われる。そして、日本
経済全体で生じ始めている人手不足問題
の要因を、少子高齢化という人口動態に
求める論考も散見され、そこから、企業側
は人手不足を前提としてどのような人事制
度を持つべきかといった人事改革論に昇華
される場合も多い。
　もちろん、少子高齢化も人手不足問題
にとって重要な要素だと思われるし、人事
改革も重要である。しかし、現在生じてい
る人手不足という問題を、人材難という直
接的な現象から少し距離を置き、流通・
サービス業の事例を使って異なる側面に触
れてみたい。

　実は、日本は諸外国と比べて、流通・
サービス業に従事する従業員の比率は既に
十分高水準にある。つまり、業界全体で
は人手不足とは真逆の状況であることが、

データを見ると分かる。
　流通・サービス業という括り方が各国異
なるため、比較しやすい小売業を例にとっ
てみよう。少し古いデータになるが、『Euro-
monitor International 2008』によれば、
各国の全労働者に占める小売業従業員の
比率は、日本が12.1％と最も高く、アメリカ
が9.2％、イギリスが11.5％、フランスが7.2％、
ドイツが6.9％、イタリアが9.2％となってい
る。また、お隣の韓国に至っては6.0％とい
う低水準である。
　国際比較をしてみると、既に日本の流通・
サービス業は十分すぎるほどの従業員を抱
えており、日本における雇用確保に役立っ
ていると言える。列挙した上記主要国の中
で最も低水準だった韓国と比較すると、
全労働者構成比で見て2倍以上の従業員
を既に内包しているということになる。　
　データで見る限り、日本の流通・サービ
ス業は主要各国と比べて十分すぎる雇用
を抱えているのにもかかわらず、それでも
なお人手不足が出てきているという現象
を、どのように理解すべきなのであろうか？
　考えられる仮説としては、現在生じてい
る現象は「人手不足」ではなく、「設備（＝
売り場）過剰」なのではないかということ
である。

　実際、流通業界、なかんずくスーパー業
界では、大型店舗の規制緩和が始まった
1990年代前半から、急速に業界全体の売
り場面積を拡大させてきた歴史がある。

経済産業省の「商業動態統計」によれば、
1990年に1,000万平米だったスーパー業界
全体の売り場面積は、2000年には1990
年比の2倍にあたる2,000万平米まで増大
した。その後、多少増加ペースは鈍ったも
のの、スーパー業界の売り場面積の増加
は続いており、2013年には2,600万平米に
達している。実に、1990年と比較して
2013年の売り場面積は2.6倍となっており、
しかも依然として業界全体の面積増加は
継続しているのである。
　これに対し、同業界の売上高は、1990
年の9兆円に対して、2013年は12兆円に
留まっている。つまり、1990年と比較して
2013年時点では売り場面積が2.6倍になっ
たのに対し、売上高は1.3倍にしか増大し
ておらず、売上高の変化率は、売り場面積
のそれと比して、ちょうど半分になっている
ということである。言わずもがなだが、こ
れだけ急速に拡大した売り場には、販売
員や仕入れ担当者など店舗オペレーション
に関わる人員が張り付いているのである。
　もちろん、これらの拡大した売り場が資
本コストに見合う収益を稼げているのであ
れば、設備過剰という批判は当たらないで
あろう。しかし、長年にわたって日本の流
通・サービス業は利益率の低さが問題視
されており、現時点でもなお、その収益性
の改善の兆しは見えていない。

　こうした状況下で聞こえてくる人手不足
問題は、ミクロでみればその通りの人手不

足かもしれないが、実は各社が抱えてい
る過剰設備（＝売り場）を適正規模まで
縮小させれば、解消される可能性がある
と思われる。
　つまり、流通・サービス業界で喧伝され
始めている人手不足問題は、過剰設備とい
う本質的な問題を放置した結果に生じてき
ている副次的問題の可能性がある。
　日本の流通・サービス業の過剰設備問
題は、歴史的かつ構造的な背景がある。
歴史的に見れば、日米構造協議をきっか
けとして流通・サービス業の出店規制の緩
和が1990年代初頭から断続的に行われ、
加えて長期にわたる景気低迷を背景にした
低金利政策が維持されたことにより、流
通・サービス業各社が一気に出店を加速
させた経緯がある。加えて、リース店舗な
どを中心に、閉店コストが極端に大きくな
るような仕組みで出店された店舗が多く、
不振店舗でも多少の赤字であれば店舗閉
鎖するよりも、赤字を垂れ流した方が合理
的という状態となっている。
　このため、出店が比較的短期間で急速
に進んだのに対し、不良店舗が市場から
退出しないという構造的な問題を抱えてお
り、業界全体で過剰設備という問題を抱
えやすい傾向がある。

　以上みてきたように、眼前に横たわる人
手不足という可視的問題にとらわれ過ぎ
ず、場合によっては過剰設備問題を疑って
みることが必要ではないかと考えられる。
　なお、現在発生している人手不足問題
は、従来と比べて何が異なり、何を日本
経済にもたらしうるかということを最後に付
言しておきたい。
　人手不足の際には、正社員よりも非正規
社員の方が、その需給は急速にタイトにな
るし、給与も早く大きく上がることになると
推測される。バブル崩壊前の日本経済で
あれば正社員をベースにした雇用体系が
維持されていたが、ここ20年間で良くも悪
くも雇用体系は大きく変化し、非正規社員
が急速に増加した。結果として、従来の
景気回復時よりも、企業側から見ると、人

手不足や賃金アップ圧力による収益への
影響が大きくなったと言える。
　市場とは、多数の参加者を前提としたマ
ーケットメカニズムによって、需要と供給を
調節し、財・サービスの値段を決定する
機関である。日本版ビッグバンが叫ばれて
以降、日本の企業経営者は、色々な市場
の中で、金融市場への注視を深め、金融
市場によって企業の優劣が判断されるとい
う物語（ストーリー）を紡いできた。
　しかし、ここにきて「労働市場」の影
響を無視できなくなってきたのではないか
と考えられる。
　正社員をベースにした従来の企業経営
であれば、「労働市場」の変化による経営
全体への影響は極めて緩慢で軽微であっ
た。しかし、非正規社員が一般的となり、
正社員であっても複数回の転職が当たり前
になった時代の企業経営は、「労働市場」
の変化が早く、その経営への影響は大き
く出ることを前提としなくてはならなくな
った。
　つまり、企業の優劣といった企業選択
が「金融市場」だけでなく、「労働市場」
によって行われる新しい時代に入ったと言
えよう。金融市場の参加者の自らの投資
行動が株式市場や債券市場を通じて企業
の優劣を決定するのと同様に、労働者が
「自らの労働（あるいは時間）を、雇用条
件などを勘案してどの企業と取引するか
（＝どの企業に入社するか）」という選択的
な経済行動をとり、それが労働市場という
マーケットメカニズムを通じて企業の優劣

や生き残りを決定していくこととなる。
　これはアメリカの公共経済学者のチャー
ルズ・ティブーの『足による投票』という
考え方の企業版と言える。ティブーは、人々
が居住する自治体を自ら自由に決めること
ができるのであれば、各自治体が住民に
提供するサービスなどを勘案して、自らの
希望に最も近い自治体を、引越という投票
手段で選択すると説いた。そして、数年に
一回という公的な選挙ではなく、自由選択
による転居という『足による投票』が行わ
れることで、繁栄する自治体と衰退する自
治体の格差が生まれると考えた。
　現在の人手不足はまさに、労働のセカン
ダリーマーケットができたことで『足による
投票』が行われ始めたことの証左である。
ティブーが自治体の栄枯盛衰を説明するた
めに生み出した『足による投票』というテ
ィブーモデルは、時空を超えて我が国の
労働市場で現実となった。労働者の自由
選択によって、企業選択が行われる時代
が到来しつつあると言えよう。�

人手不足は本当に
少子高齢化だけが原因か

世界で最も多くの従業員を
抱える日本の流通・サービス業

増え続けるスーパーの
売り場面積と人員

人材不足の本質的な問題は
過剰設備にある

人手不足問題は
何を日本経済にもたらすか

東京大学経済学部卒業。㈱野村総合研究所、バークレイズ証券
会社を経て、1997年にUBS証券会社に入社し、1999年に株式調
査部長兼マネージングディレクターに就任。2003年に㈱産業再
生機構に入社し、マネージングディレクターに就任。2007年にフ
ロンティア・マネジメント㈱を設立。

Masahiro MATSUOKA
松岡 真宏
代表取締役

消費財トピック 流通・サービス業の人手不足問題 ～問題の本質は過剰設備の可能性～

流通・サービス業を中心に人手不足が問題となっている。その主な要因を少子高齢化として
限られた人材を確保するための人事改革の重要性が説かれることが多いが、果たしてそれだけか。
人手不足に潜む本質的な問題について、日本の流通・サービス業が
歴史的・構造的に抱えてきた過剰設備の問題から考える。

流通・サービス業の人手不足問題
問題の本質は過剰設備の可能性
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　「営業は売ってなんぼ！」「顧客訪問数が
少ない、もっと訪問しろ！」という声が営業
現場では良く聞かれる。指示を受けた営業
担当は、「担当顧客にいかに自社製品を売
るか」を必死で考え行動する。その結果、
営業センスがある人は販売実績が上がり、
センスがない人は目標未達成となり業績評
価は低くなる。
　このような取り組みは、競争がさほど厳し
くない成長市場であれば有効である一方、
競合他社との競争が厳しい成熟市場の場
合は、価格競争に陥りやすい。こうした事業
環境において利益ある増収達成のために重
要になるのが、お客様との関係構築に資源
を集中させることである。
　具体的には、営業担当だけでなく営業部
門全体として、お客様の経営･業務実態を
理解し、優先課題についてお客様と共通認
識を確立することで、信頼関係を構築する
取り組みだ。販売先行ではなく、関係構築
を優先する考え方である。

　そうは言っても、営業改革の現場での実
感は「言うは易く行うは難し」だ。属人的な
営業スタイルに依存している企業･組織ほ
ど、その傾向があると推察する。
　そこで推奨したいのが、お客様接点の「設
計図」開発である《図表》。ものづくり企業
であれば必ず製品の設計図は存在する。お
客様ニーズ･要求を正確に捉えた設計仕様を
実現すべく、製品開発や生産技術開発に多
大な資源が投入され、改善･革新活動が行
われている。しかし、お客様接点を担う営
業現場には「設計図」がない企業が多い。
　お客様接点設計図の要素は3つある。1
つ目は「営業ステージの定義」である。お客
様の購買プロセスに応じて、自社の営業ス
テージを定義することがポイントになる。2つ
目は、各営業ステージで「やるべき活動の定
義」である。お客様、競合、自社（ハイパフ
ォーマーとローパフォーマーの社内ベンチマ
ークをお奨めする）の期待･相対･実態評価
を行い、お客様接点のあるべき活動を洗い
出す。最後が各営業ステージの「完了基準
の定義」である。どのような成果が確認でき
たら次のステージに移るかを定義する。
　営業改革の現場で散見される課題が、
お客様ニーズも不明確なまま提案して、価
格競争に自ら陥るケースである。その他に、
お客様の担当者との関係や情報のみで商談
を進め、決裁者･影響者との関係構築や合
意形成が不十分であるために、競合に負け
るケースもある。
　こうした典型的なケースが起きている営業
現場では「設計図」の効果は大きい。また、
お客様接点活動の品質をつくり込むための
鑑になる。

　設計図の前半が「お客様関係構築活動」
であり、標準的な営業プロセスとしては、こ
こは大きく3つのステージに分かれる。
　第1ステージが、「お客様の事業環境理
解に基づく関係構築」である。お客様の経
営方針や事業/組織構造を理解し、課題
仮説を立案する段階だ。さらにお客様の課
題仮説を検証するために、実際にお客様訪
問を行う。重要なポイントは、お客様訪問
の目的が「仮説検証」であることである。目
的が不明確な訪問は、予想以上に多く、8
割が無目的である場合もある。
　第2ステージは、「お客様ニーズ把握と動
機付け」である。お客様理解に基づく関係
構築が進むと、お客様から現状の問題認
識や優先課題を共有してもらえる。その上
で、課題解決後の姿（効果や改善後イメー
ジ）をお客様のキーパーソンと共有し動機
付けることが重要になる。もちろん、訪問し
やすいお客様の担当者だけではなく、決裁
者･影響者への動機付けである。
　第3ステージは、「商談発掘」である。こ
れまで構築したお客様との関係性から、お
客様の課題が明確になって初めて商談認
識（Opportunity Identify：OI）がされる。こ
の段階での成果は、お客様のキーパーソン
から提案合意を取り付けることである。改
革前後の違いは、単にお客様から受動的
に提案依頼を受けるのではなく、まずお客
様のキーパーソンと共通の課題認識を持ち、
その上で能動的に提案機会を獲得すること

である。この差は非常に大きく、改革の進
捗評価上も重要なポイントになる。
　こうしたお客様との関係構築活動を含め
た営業プロセス全体を、「設計図」として標
準化して営業部門全体で共有し、お客様接
点活動の品質向上に取り組むことが、革新
的な製品･サービス開発と同様に、成熟市
場で利益ある成長を実現するための成功要
因になるだろう。
　あるクライアント企業では、こうした改革を
通じて、増収を達成した。また、単年度の
売上増加だけでなく、翌年以降の商談総量
（パイプライン）が充実した結果、継続的に
増収達成が可能な組織能力を身につけた。
お客様との関係を強化することが持続可能
な成長を支える成功事例と言える。

　これまで紹介したお客様接点改革のアプ
ローチは、ものづくり企業にとっての営業機
能を再定義するきっかけになるだろう。とい
うのも、お客様接点改革において、以下3
つの相乗効果が期待できるためである。
　1つ目は、お客様接点の事実情報に基づ
く営業マネジメント基盤が強化されることで
ある。営業部門において、適切に評価され
た商談が見える化され、各営業ステージの
商談数、商談規模が明確になる。そのため、

営業担当の主観的な商談確度に基づく見
込管理ではなく、お客様接点の事実情報に
基づく本質的なパイプライン管理（ステージ
毎の見込顧客数の管理）が可能になる《図
表参照》。まさに、ものづくりの研究開発に
おけるステージ管理を営業部門でも行うイメ
ージである。
　2つ目は、貴重なお客様の有益情報およ
び正確な商談情報を生産管理部門へ共有
することによる、ものづくり活動の効率化で
ある。営業部門の見込･需要予測の精度が
低く、生産計画や在庫管理のブレが大きく
なることは良く見られる課題だ。こうしたも
のづくりにおける課題解決にも効果がある。
まさに源流管理による相乗効果と言える。
　最後は、組織内コミュニケーション･風土
の改善効果である。お客様接点設計図とし
ての標準営業プロセスや管理体系など、営
業部門内および他部門間での共通言語化
が図れる。その結果、マネージャーのチー
ムメンバーへの関わり方が、事後的な結果
追及ではなく先手で能動的になる。また、
メンバーに気づきを与え、成果出しに向けて
支援するスタイルへの変革が起きる。
　以上のような相乗効果を創出するために
も、改めて営業機能を見直すこと、すなわ
ち単なる「販売」ではなく「ビジネス開発」
機能として進化させ、役割と責任を明確に
することが必要である。
　営業をビジネス開発機能と再定義するこ
とで、日々のお客様接点活動における視野
と思考を広げ、行動変容を促す。ものづく
りとあわせて営業によって競争優位を構築
することが、持続的な増収を実現するため

に必要な取り組みになっている。

　最後に、ビジネス開発機能としての営業
部門を強化するために必要となる、お客様
接点改革以外の4つのポイントを紹介する。
　1つ目は「営業計画の体系化」である。市
場計画、販売計画、アカウントプラン（顧客
別攻略計画）と3段階で作成することが肝
要だ。
　2つ目は「Routes To Marketの再設計」
である。どのお客様（セグメント）に、何を、
誰が、どのように提供するかを定義した設
計図だ。既存市場戦略を再構築する際や、
海外市場に進出する際などには必須の取り
組みである。
　3つ目は「バックオフィス再構築」である。
フロントである営業機能と合わせて支援機
能も効率的な基盤をつくる必要がある。
　4つ目は「マーケティング革新」である。営
業部門でのビジネス開発力が高まると、マ
ーケティングへ有力なお客様情報がフィード
バックできるため、新しい営業支援サービス
開発が可能となる。
　以上のようなお客様接点改革を含めた取
り組みを、大局的かつ計画的に推進するこ
とで、ものづくり企業の増収戦略は着実な
成果を出せるものと信じている。
　最後に「売らない努力」という言葉は、こ
れまでの多くの営業改革案件の中でも最高
水準の業績を実現したハイパフォーマーの生
の声であることをお伝えし、結びとしたい。�

「売らない努力」とは？

お客様との関係構築の要諦

営業機能の再定義の必要性

お客様理解と関係構築を着実に行い、
お客様から選ばれる営業へ

❶お客様接点のあるべき「設計図」を開
発･共有し、お客様接点活動の品質を
向上させる

❷「お客様関係構築活動（設計図の前半）」
のつくり込みと実践力強化が勝敗を決
める

営業部門の「販売」から「ビジネス開発」
機能への進化が、ものづくり革新を加速
させる

ビジネス開発機能強化の
ためのポイント

早稲田大学政治経済学部卒業。広報専門
会社、日系・外資系コンサルティングファーム
を経て、2013年にフロンティア・マネジメント
㈱に入社。製造業を中心に成長戦略策定・
実行支援等の幅広い案件に従事。

Hiroshi HAYASHI
林 浩史

コンサルティング第2部
シニア･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成
お客様接点活動の設計図イメージ図表

お客様の事業
環境理解に基づく
関係構築

お客様ニーズ
把握と動機付け標準的な営業プロセス

パイプライン管理
（商談オポチュニティ）

サービス
効果確認商談発掘

やるべき活動

提案･交渉 受注･契約 導入

導入･アフターサービス販売関係構築

従来の力点：「販売」中心これからの力点：「お客様関係構築」

「販売」から「ビジネス開発」機能への進化

第3ステージ第2ステージ第1ステージ

ステージ5＝受注ステージ4ステージ3ステージ2ステージ1

第4ステージ 第5ステージ 第6ステージ 第7ステージ要素①
営業ステージの定義

要素②
やるべき活動の定義

要素③
完了基準の定義

産業財トピック ものづくり企業における営業変革論 ～「販売」から「ビジネス開発」機能へ進化せよ～

「重要顧客にいかに自社製品を売るか？」
営業は収益の源泉であり、営業力強化に取り組む企業が多い。
一方で、期待どおりの成果が上がらず悩んでいる企業も少なくない。
利益ある増収達成の要諦は「売らない努力」が第一歩だ。

「販売」から「ビジネス開発」
機能へ進化せよ

ものづくり企業における
営業変革論
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　1990年代のインターネットの登場は、その
後の企業の広告宣伝活動に大きな変化をも
たらした。インターネット広告（以下、ネット
広告）の市場規模は1996年にわずか16億
円であったが、10年後の2006年には4,826
億円まで拡大し、2013年にはテレビ（1兆
7,913億円）に次ぐ第2位の規模（9,381億円）
にまで成長している《図表》。
　ITの発達とともにネット広告においても
新しい技術や手法が登場し、従来では考
えられなかったようなマーケティング活動
が可能になった。本稿では、ネット広告の
最新技術や手法を紹介し、企業の広告に
おけるパラダイムシフトを考察する。

　1980年代は、戦後から高度成長期にか
けてのモノ不足による「作れば売れる」
時代が終わり、多くの市場で成熟化が進
みながら「作るだけでは売れない」時代
に入った。溢れるモノの中から自社製品を
差別化し、選択されるための手法としてマ
スメディアによる広告（以下、マス広告）
が積極的に用いられ、大手メーカーを中心
とした企業は、広告ターゲットをマスに定
め、有名タレントを起用したテレビCM等
でインパクト重視の広告制作を競い合い、
差別化に努めた。
　しかし、1990年代に入ると、バブルの
崩壊とともに企業の広告宣伝費は削減さ
れ、マス広告に頼ることが難しくなった。

それと時を同じくしてインターネットが登場
し、インターネット上での広告が誕生した。
　ネット広告黎明期の広告形態は「バナー
広告」と呼ばれるもので、インターネット上
のサイトの一部に画像やテキストを表示す
るものであった。サイト上のスペースに広告
を掲載する権利を買うという、テレビCM
や新聞広告と同じような「枠を買う」仕組
みであった。バナー広告は、画像をクリッ
クして広告主のサイトへ移動できる点や、
何回表示されて何人がクリックしたかとい
う効果測定ができる点で画期的ではあっ
たが、掲載する場所がマスメディアからイ
ンターネットに変わっただけで、「枠を買
う」という従来の広告思想を踏襲するもの
である。
　Yahoo!やGoogleなどの検索サイトが人
気を集めると、検索連動型広告が台頭し
た。検索連動型広告はユーザーの検索ワ
ードに連動して広告が表示される仕組み
で、ユーザーの検索行為に対してピンポイ
ントで広告を表示することができるので（例
えば「敏感肌　保湿」と検索しているユ
ーザーに敏感肌用の化粧水の広告を出す
ことが可能）、広告の効果が圧倒的に優れ
ていた。広告効果以外にも、広告がクリッ
クされない限り費用が発生しないクリック
課金制や、数万円という少額からでも利用
できるという点も画期的であり、大企業か
ら中小企業、個人事業主まで広告主の裾
野が大きく広がった。
　それから数年間は検索連動型広告の独
壇場であったが、2008年頃に「行動ター
ゲティング広告」が登場し、手法が多様化
する。行動ターゲティングとは、ユーザー
の行動履歴（過去1ヶ月程度の閲覧記事

の内容や関連広告への反応有無）からユ
ーザーの興味関心を推測し、それに合っ
た広告を配信する手法である（例えば、
新車発売のニュース記事を見たり、競合車
の広告をクリックしたことがあるユーザーを
新車の購入に興味があるユーザーとみなし
て広告を打つ）。行動ターゲティングは検索
ワード以外の様々な行動を対象としている
ため、検索連動型広告よりも対象人数が
広がり、検索連動型広告に次ぐ手法として
存在感を高めた。
　このような行動ターゲティングの考え方が
ネット広告業界で一般化すると、ユーザー
の行動履歴が価値を持つようになった。
それらは「オーディエンスデータ」と呼ばれ、
精度の高いターゲティングを行い、広告商
品としての価値を高めるためのデータとして
メディア間で売買したり、その売買を専門
とする業者が生まれた。
　そのオーディエンスデータと広告主の持つ
データを統合してさらに広告の精度を高めよ
うとする動きが「DMP（Data Management 
Platform）」であり、2013年以降、日本のネ
ット広告業界内のキーワードになっている。
　DMPは、様 な々メディアから集めたユー
ザー行動情報が詰まった外部のオーディエ
ンスデータと、自社サイトのアクセス情報や
顧客リスト等の自社が保有する情報を結合
し、精度の高いターゲティングにより効果
的な広告効果を生み出す。例えば、自動
車メーカーが「車検が近く新車の購入に興
味を持っている男性」の外部のオーディエ
ンスデータと「自社サイトの新車セダンのペ
ージを閲覧していて、横浜市のディーラー
で試乗したことがある新規顧客」の自社
情報を統合することで、「車検が近く新車

セダンの購入を検討している横浜市在住の
男性」というユーザーが抽出され、近郊デ
ィーラーでの試乗キャンペーンの情報をネッ
ト広告によって発信することが可能になる。
　DMPの使用例としては、一度サイトを
訪問したユーザーに対して再訪を促す広告
を出すリターゲティングや、購入に至った
顧客と同じようなオーディエンスデータに該
当するユーザーに広告を出すオーディエン
ス拡張といった手法がある。
　日本においてDMPは、ネット広告先進
国であるアメリカから考え方や技術が導入
されたばかりで、実際に取り組んでいる広
告主もまだ少なく、これから本格的に普及
することが想定される。

　マスメディアを中心とした従来の広告に
対して、インターネットがもたらした広告の
パラダイムシフトは大きく3つ挙げられる。
第1に迅速で正確な効果測定が可能にな
ったこと、第2に広告買い付けの対象が枠
からヒトへ転換したこと、第3に大企業か
ら中小企業へ広告主の裾野が広がったこ
とである。
　インターネット上での行動は全てデータ
で取得可能なため、広告が表示された回
数、クリックした人数、商品を購入した人
数などが全て定量化される。それらのデ
ータは顧客の購買プロセスを示し、購買の
きっかけやボトルネックを明らかにする。
　また、データを活用しターゲティング精
度を高める技術の発達により、広告の掲
載場所や期間を買うという発想から、ヒト
の行動履歴や興味関心を対象に広告を出
すという発想へ転換した。消費者ごとの興
味関心を捉えることが可能になったのだ。
　さらに、広告業界に最も大きなインパクト
を与えたのは、中小企業や個人にまで広告
主の裾野が広がったことである。テレビ
CMへの出稿は数千万円以上の費用が必
要で、広告予算の潤沢な大手企業にしか
門戸は開かれていなかった。一方、ネット
広告は広告業務のシステムがほぼ自動化さ
れているため、小規模の広告に対しても対
応できる。パラダイムシフトにより、潤沢な

広告予算を持たない中小企業でも積極的
な広告展開が可能になり、最先端のテクノ
ロジーのメリットを享受できる機会が広がっ
た。
　これらの機会を活かすために各企業に
求められるのは、右脳的なクリエイティビ
ティの他に、データに基づく仮説思考や
PDCAサイクルを粘り強く継続する体質、
新しい技術やトレンドに対する高い情報感
度である。社内を見渡してこれらの要件を
満たす人材・文化が欠けているのであれ
ば、社員教育により育成するか、外部専門
家の起用によって改善する必要がある。

　経験豊富な人材やノウハウがないまま、
DMPのような最新手法に着手することは
難しい。新たにネット広告の活用を検討す
る企業は、まず検索連動型広告に取り組
むべきである。同広告は前述の通り、予算・
運用面での柔軟性が高く、最も敷居の低

い手法である。加えて、データドリブンな
思考やPDCAサイクルの定着化といったネ
ット広告に必要な基礎的スキルをその運用
を通して身に付けることができる。また、
立ち上げ時に外部専門家の協力を仰ぎ、
運用が軌道に乗るまでコンサルテーション
を受けるというのも有効な手段である。�

インターネットの登場による
広告市場の変化

広告の歴史

広告のパラダイムシフト

九州芸術工科大学（現、九州大学）
卒業。トランスコスモス㈱、㈱電通イ
ーマーケティングを経て、2013年に
フロンティア・マネジメント㈱に入社。

Yusuke ITO
伊藤 祐介

コンサルティング第3部
アソシエイト
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媒体別広告費の推移（媒体別広告料および広告制作費）図表
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コンサルタントの眼 インターネットの登場による広告のパラダイムシフト

インターネット広告の最新技術や手法により、
従来では考えられなかったようなマーケティング活動が可能になっている。
インターネットがもたらした広告のパラダイムシフトについて取り上げる。

インターネットの登場による
広告のパラダイムシフト
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　まず、そもそも経営難に陥った企業を考察する際に、負債資本比
率やキャッシュフロー倍率などの財務的な数値をベースに「この企業
はもはや自主再生は難しい」などの議論がなされることが多いように
思われる。経営破たんに瀕している企業は当然に財政状態の悪化を
伴っているため、財務数値の分析に焦点が当たるのはある意味仕方
がない。ただし、本質的な事業力があれば過剰負債であっても金融
支援によって再生は可能であるが、逆の場合、すなわち本質的な事
業力が失われている場合には、金融支援で一時的に立ち直ったとし
ても早晩また苦境に陥る可能性が高い。したがって、「本来的に事業
力の何が課題であり、それが単独で治癒可能なのか」を見極めるこ
とが、その企業が自主再生可能なのか、あるいはそのままでは市場
から撤退せざるを得ないのかを判断するための試金石となる。
　それでは、経営危機に陥った企業について再生可能な「事業力」
を有しているか否かを判断するのに、いったいどのような要素を考察
すべきなのか。実は、これは通常の企業の競争力についての考察要
素と基本的には同じであり、いわばその程度如何ということになる。
　以下、その考察のためのフレームワークについて、ある一つの歴史
的なイベントを引用しつつ検討していきたい。それは、紀元前216年
のカンナエの戦い、すなわちハンニバル率いる5万のカルタゴ軍が自
軍を大きく上回る8～9万のローマ軍を破ったという歴史に残る戦い
である。

　普通に戦っていてはほとんど勝ち目のない戦いに臨むにあたって、
ハンニバルはどう対処したか。
❶まず、徹底的に勝負のフィールド（地形、風向き、天候、太陽の向
きなど）を調べあげた【マクロ環境分析】。マクロ環境自体は本来
カルタゴ軍にもローマ軍にもある意味中立的・平等であるはずであ
る。ただし、後述するようにこれを巧みに利用して「ポジショニング」
した方に実はマクロ環境は敢然と味方をする。
❷次に、ハンニバルは敵の兵力の構成を徹底的に調べあげた【競合
の競争力評価】。ローマ軍8～9万の中身は、重装歩兵5.5万、軽装
歩兵2.5万、騎兵6千であった。

❸対するカルタゴ軍は、重装歩兵3.2万、軽装歩兵8千、騎兵1万であ
った【自社の競争力評価】。重装歩兵や軽装歩兵は圧倒的にローマ
軍が優勢だが、他方、カルタゴ軍はローマ軍に比べて全軍に占める
騎兵の割合が多く、その質も量もローマ軍の騎兵に比べて高かった。
❹以上を踏まえ、ハンニバルは、小高い丘の上に、さらにはローマ軍
がカルタゴ軍を攻めようとすると東を向き、かつ南東からの風を正
面から受けるという場所に自軍の陣地をはった【ポジショニング】。
❺さらに、強みの騎兵隊をうまく活かすために、ハンニバルはそれま
での戦い方の常識を破り、１万の騎兵隊を不均等（それまでの常
識は均等配置陣形）に分け、左側はハスドルバル指揮下スペイン・
ガリア騎兵を中心に6,500、右側はハンノ指揮下ヌミディア騎兵を中
心に3,500配置した【リソース配分】。

　さて、この戦いはどのように進展したか《図表参照》。
　ローマ軍は、重い鎧を着て丘の登り斜面を行進、ただでさえ疲
労がたまりやすいところに、朝の強い太陽光線が直接目に入るうえ
砂埃までローマ兵を直撃するなかでカルタゴ軍に向かっていく、と
いう状況に陥っていた。これにより、真ん中の歩兵同士の戦いにお
いてカルタゴ軍は少ない歩兵数で何とか中央を破られるのを食い止
めていた。
　その間に、ハスドルバル指揮下のスペイン・ガリア騎兵（数も力もロ
ーマ騎兵より優勢）がローマ軍の右翼騎兵を圧倒、壊走させ、そのま
ま今度は右翼のハンノ指揮下のヌミディア騎兵を助けるべくローマ軍
の背後から回り込みローマ軍左翼の同盟国騎兵を壊走させ、さらに

その後ローマ軍中央後方へ回り込んだ。ローマ軍は、前方をカルタゴ
歩兵、両側面をガリア歩兵、後方をカルタゴ騎兵によって完全包囲さ
れ、逃げることも出来ず殲滅された（ローマ軍死傷者は約6万人で
多くが戦死、対するカルタゴ軍死傷者はわずか6千人であった）。

　上記により、事業力の検討フレームワークの構成要素として、マク
ロ環境、競合の競争力、自社の競争力、ポジショニングおよびリソー
ス配分が重要であることがわかった。それらを踏まえた上で、本稿
のテーマである「単独での自主再生が難しい場合」というのはどうい
うケースであろうか。結論からいうと、以下の4パターンと考えられる。
❶【マクロ環境要因】外部マクロ環境が断層的に変わってしまって、も
はや従来の延長線上の打ち手では対抗し得ない状態
❷【競合要因】競合との差がポジショニングなどの打ち手ではどうにも
ならないほど開いてしまっている状態
❸【自社要因】再生するための核となるコアの技術・サービスをもはや
自社では保持していない状態
❹【ポジショニング/リソース配分－経営要因】上記3点についてそれ
程まで悪化していないものの、ポジショニングを立て直し、かつリソ
ースの再配分を行うという変革を促すためのマインドおよび経営のリ
ーダーシップが、自社内では圧倒的に不足している状態

　まず、1番目のマクロ環境の変化であるが、ある程度の連続的な変
化であれば対応可能だが、ビジネスモデルの構造的・断層的な変化
を伴うようなものである場合、自主再生の難易度は相当高くなる。
　この引き金となりうる主な要因としては、ⅰテクノロジーの非連続革
新、ⅱ規制緩和・規制強化、などが挙げられる。要は、「フィールド
のルール自体が大きく変わる」のである。上記カンナエの戦いはあく
まで古代の戦闘ルールに則ったものであり、例えば相手方がいち早
く銃火器類でも採用しようものならもはや対抗できない。IT化・デジ
タル化の波にさらされている中小の印刷業者やインターネットに代替
されやすい商材（文具など）を扱う卸業者などは、ⅰのテクノロジー
要因の影響を受けているといえよう。ⅱの例としては、CO²排出規
制強化⇒環境対応車の普及⇒ガソリンスタンド事業者の苦境など
が考えられる。
　このようなケースでは、もはや単独での売上増加策やコスト削減策な
どで生き残っていくのはかなり限界がある。この場合、ケースによって
は他企業のバリューチェーンを補完し、その機能の一部として残るなど
の方策が考えられる。

　次に、自主再生が難しい2番目として、圧倒的に競合の規模/力が
大きくなりすぎてしまっているというケースが考えられる（カルタゴ軍5
万人に対して、ローマ軍25万人というケースを想像して頂きたい）。
　供給過剰な業界におけるシェア下位のプレーヤーなどがこれに当
てはまる。例えばデジカメ業界は、2004年時点で国内に11社が乱

立している状況であった（キャノン、ニコン、ソニー、パナソニックなど）。
このとき、シェアトップのキャノンのデジカメ年間生産台数は1,336
万台であったのに対し、下位シェアメーカーであるコニカミノルタ、ペ
ンタックスの生産台数はそれぞれ232万台、200万台に過ぎず、コ
スト構造、販売力その他において圧倒的な差が存在していた。その
後コニカミノルタは同社のαシリーズをソニーに譲渡しカメラ事業から
撤退、ペンタックスのカメラ事業も結局HOYA、次いでリコーの一
部門となっている。

　次に、自社の技術・サービスのやり方が長い間に時代遅れになって
しまったケースが挙げられる。すなわち、再生しようにも、その芽となる
技術・サービスを有していなかったら、もはや単独での再生は難しい。
要は、カルタゴ軍における騎兵隊のような再生する上でレバレッジすべ
き要素が見当たらない場合、相当に自主再生は厳しいのである。
　例えば、フレキシブル銅張積層板（FCCL）において、3層というの
はポリイミドフィルムと銅箔の間に接着層があるものであり（ないものを
2層FCCLと呼ぶ）、単価的に安く作ることが可能であるため、携帯・
光ピック・HDDなどに多く使われていた。しかし、2層のほうがより薄く
出来る（携帯薄型化の進展に鑑み特に重要）ことに加え、接着剤（樹
脂）を伴わないため耐熱性も高く、3層は徐 に々その優位性を失い、
もはやこの製造技術自体には競争力がない、という状態に陥ってしま
った。ただし、このような場合でも、製品技術を支えるコアの要素技
術に競争力がある場合もありうるので、個別企業ごとにその見極めが
重要となる。

　上記3つの諸点について個別の要素がキラーファクターになるほど
までは至っていない場合、基本的に自主再生の芽はまだあるといっ
てよい。
　ただし、上記のハンニバルの例をみてもわかるように、一番鍵とな
るのは実は「巧みなポジショニング」と「適切なリソース配分」である。
これはまさに『経営力』そのものといってよく、自主再生が可能かの
見極めが難しいケースの多くは、実はこの「経営力の不足」（現経営
陣のみでなく社内にも適材が見当たらない場合）ではなかろうか。特
に、過去の成功体験が強い企業であればあるほど組織の思考に慣
性の法則が働くため、自己変革（＝リポジショニング）は難しい。
　このような場合、新しいマインドをもった人が外部から入ってくれば、
その人が「改革のキーマン」となりうる（昔の銀行出向者というのは
これであろう）。ただ、昨今では何らかの資本出資などがないと経営
陣だけを送り込むというのはなかなか難しい。そうなるとこれも自力
だけでの再生ではうまくいかず、まさに事業会社による買収・資本参
加（日本電産などがいい例だろう）、もしくはファンドのようなファイナン
シャルスポンサーによる経営参画が有効な局面ということになろう。

　以上、「再生企業の単独での再生可能性の見極め」について検討
を加えてきたが、これはそもそも色 な々視点からの見方が考えられる
テーマであり、一つの参考として頂ければと考えている。�

企業再生における「事業力の見極め」の重要性

事業力の検討フレームワークに対する考察

自主再生が難しいケース

❶【マクロ環境要因】

❷【競合要因】

❸【自社要因】

❹【ポジショニング/リソース配分－経営要因】

布陣～序盤戦　 後半戦

東京大学法学部卒業、ニューヨーク大学MBA。三菱銀行
入行後、1998年にゴールドマン・サックス証券会社に入社、
投資銀行部門を経てPIA（自己勘定投資部門）に移籍。その
後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン、アリックスパートナー
ズを経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Hideki TAKESHIMA
竹島 英樹プロフェッショナル・サービス部

マネージング・ディレクター

出所：Wikipedia
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どういう状態であれば自主再生が可能であり、逆にどういう状態であればもはや
自主再生だけでは立ち行かず、外部スポンサー（他事業者／ファンドなど）の力を
借りなければ再生できないのか。今回はこの問いに対して考察を加えてみた。
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　産業競争力強化法は、アベノミクスの第三
の矢である日本再興戦略（2013年6月14日
閣議決定）において、日本経済の3つのゆ
がみである「過小投資」、「過剰規制」、「過
当競争」を是正することにより、グローバル
競争を勝ち抜く筋肉質な日本経済にするた
めの中核となる法という位置付けで、2013
年12月4日に成立し、翌1月20日に施行さ
れた。
　本法において、産業競争力の強化は、
基本的に民間事業者による経営改革など
生産性の向上および需要の拡大に向けた
努力によって実現され、国は規制の見直し
や事業環境の整備を通じて支援するものと
されている。具体的には、企業単位での

規制の特例措置を整備する等の規制改革、
事業再編や起業の促進などの産業の新陳
代謝を促す施策が規定された。
　本稿では、本法で設けられた事業再編
の促進についての制度を紹介し、M&A動
向に与える影響について考察したい。

　上述のとおり、本法では企業による事業
再編の促進・円滑化により、中長期的に
低い収益性のまま放置されている事業を活
性化・収益化し、我が国の経済全体にお
ける産業生産性を向上させ、経営資源を
有効活用することが企図されている。
　本法で支援の対象となる「事業再編」
「特定事業再編」は以下のとおりである。

　まず「事業再編」の対象は、合併・会社
分割などの事業構造の変更を行い、新商
品開発や生産・販売の効率化等の前向き
な施策によって、事業の全部または一部の
生産性の相当程度の向上を目指す取組み
が該当する。合併や事業のカーブアウト（一
部分離）、グループの持株会社化などが想
定される。
　一方、「特定事業再編」の対象は、２つ
以上の事業者（同業・異業種を問わない）
が完全子会社相互間の合併や共同新設分
割などの事業構造の変更を行い、対象事
業の統合会社（特定会社）が、外国にお
ける新たな需要または新商品の開発等によ
る国内での新たな需要を相当程度開拓する
など、それぞれの事業の全部または一部
の生産性を著しく向上させることを目指す
取組みが該当する。JV（ジョイント・ベン
チャー）のみならず、株式取得・共同株
式移転・会社分割等による他社の子会社
や事業との経営統合・組織再編なども想
定される。
　なお、再編計画においては生産性の向
上等の基準を提示し、認定後に毎事業年
度、計画の実施状況を報告することが必要
となる。ただし、この基準が未達成となっ
た場合であっても、計画が取消しとされる
のはそもそも計画を実施していない場合な
どに限られ、厳格なコミットメントというより
は努力目標といった位置付けの基準を想定
しているものと考えられる（弊社による経
済産業省へのヒアリングに基づく）。

　認定を受けた取組みに対しては、税制・
会社法等の支援措置が講じられている《図

表》。以下、主要な措置について紹介する。

　認定された事業再編および特定事業再
編に対する税制上の支援措置として、事
業再編等に関わる登録免許税の税率軽減
措置が定められている（租税特別措置法
80条）。例えば、株式会社の設立登記や
資本金の増加登記にかかる登録免許税率
は、1,000分の7から1,000分の3.5と従来
負担の半分に軽減される（例：資本金100
億円の増加の登記にかかる登録免許税
は、7,000万円から3,500万円に軽減）。

　会社法上の支援措置として、組織再編
における決議要件の軽減が挙げられる。
特定関係事業者（議決権の3分の2以上を
有する）が認定事業再編計画に従って行
う合併などの組織再編は、株主総会の特
別決議は不要となって取締役会で決議で
きることとなり、特別支配会社（議決権の
10分の9以上を有する）との間で認められ
ていた略式組織再編の要件が事実上緩和
された。
　また、事業再生局面などで既存株主の
持分圧縮のため減資と株式併合をあわせ
て実施する場合、認定計画に基づく組織
再編については、従来必要とされていた株
主総会の特別決議が不要となり取締役会
で決議できることとなった。さらに、公開買
付後に完全子会社化を行うような二段階取
得を実施する場合に、株主総会の特別決
議や裁判所の許可手続きが不要になった。
　このように、業界再編・事業再生など時
間がクリティカルな局面で、組織再編手続
きが機動的に実施できることとなった。

　特定事業再編と認定された場合の税制
上の支援措置として、事業再編促進税制
が定められている（租税特別措置法55条
の3）。本制度は、出資金の70%相当の金
額を、損失準備引当金を積むことにより税
務上損金算入可能とする制度である。積み
立てた引当金は、積立期間の終了後（最
長で積立後10年経過時。ただし特定会社
の営業利益が3期連続黒字となった場合

は積立期間終了）から原則5年間で取り崩
して益金算入する。このように、事業を切
り出した親会社において、事実上将来に
課税所得を繰延べる効果を享受できる制
度となっている。

　2014年6月末時点において、事業再編
は5件、特定事業再編は3件の認定事例
がある。以下、それぞれ1件ずつ認定事例
の概要を紹介する。
　1件目は、2014年3月に認定された、ビ
ージェイホールディングス㈱によるNECビッ
グローブ㈱に関する事業再編計画である。
　本件は、日本産業パートナーズ㈱が管理・
運営するファンドが出資するビージェイホー
ルディングス㈱が、日本電気㈱の連結子会
社であるNECビッグローブ㈱の全株式を
日本電気㈱およびその他少数株主より取得
した後に合併を行い、NECビッグローブ㈱
の経営資源を効率的に活用することを目的
とした事業再編である。計画の目標として、
生産性の向上（従業員1人当たり付加価値
額の向上）、高付加価値サービスの強化に
よる事業成長などが挙げられている。この
事業再編計画の認定により、資本金の増
加登記にかかる登録免許税の軽減措置を
受けることが可能となった。
　2件目は、2014年1月に認定された、三
菱重工業㈱および㈱日立製作所の火力発
電関連部門の特定事業再編計画である。
　本件は、三菱重工業㈱と㈱日立製作所
による、両社の火力発電事業の統合を通
じた販路･サービス等の強化を目的とした事
業再編であり、三菱重工業㈱が設立した
準備会社に両社の火力発電事業を吸収分
割することにより統合した。計画の目標とし
て、生産性の向上（有形固定資産回転率
の向上）、新たな需要の相当程度の開拓（新
商品･新サービスの売上高比率拡大、外国
における売上高拡大）などが挙げられてい
る。この特定事業再編計画の認定により、
新設会社の設立登記および不動産登記に
かかる登録免許税の軽減措置、並びに事
業再編促進税制を受けることが可能となっ
た。

　近年、日本企業は業界問わずグローバル
な競争を余儀なくされており、M&Aを繰り
返し巨大化する海外企業に対抗するため
業界再編を試みる日本企業は増えている。
上記の認定事例の他にも、最近では㈱三菱
ケミカルホールディングスによる大陽日酸㈱
の買収、㈱KADOKAWAと㈱ドワンゴの
経営統合、㈱名村造船所による佐世保重
工業㈱の完全子会社化など、再編の流れは
業界を問わずみてとれる。アベノミクスを背
景とする企業経営環境の良化も、M&Aによ
る業界再編を後押ししているといえよう。
　本法の、競争力を高めるべく再編を模索
する企業努力を後押しするという制度は意
義深い。経済産業省は、主要M&Aアドバ
イザー会社に対し本法の概要を説明して回
るなど啓発活動も積極的に進めている様
子である。当社としても、本法の活用を推
進し、日本の産業競争力強化に向けた取
組みを力強くバックアップしていきたい。�

業界再編M&Aの
動向について

事業再編等認定時の
支援措置

対象となる事業再編

産業競争力強化法とは

認定事例

◆経済産業省ホームページ

◆商事法務No.2022（2014年1月25日）「産
　業競争力強化法の概要とその狙い」

参 考 資 料

登録免許税の税率軽減

組織再編における決議要件の軽減

事業再編促進税制

京都大学理学部卒業。京都大学大学院理学研究科修了。2008
年に阪和興業㈱に入社し、経理部、法務審査部に所属。2013年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社し、M&Aアドバイザリー業
務に従事。

同志社大学工学部卒業。1991年に日興證券㈱（現、SMBC日興
証券㈱）に入社し、企業情報部に所属。1995年に米The Black-
stone Group L.P.に出向。1998年に㈱資生堂のM&Aチームに
参画。2000年にJ.Pモルガン証券会社（現、J.P.モルガン証券㈱）
に入社。2003年に野村證券㈱に入社し、企業情報部、英国ロン
ドン法人、企業金融本部に所属。2013年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。

Hiroyuki KOBAYASHI
小林 弘幸

ファイナンシャル・
アドバイザリー第1部
アソシエイト

Masashi KAWAKAMI
川上 雅司

ファイナンシャル・
アドバイザリー第1部
マネージング・ディレクター

出所：経済産業省ホームページ「事業再編の促進について」の概要資料

事業再編に関する支援措置の全体像図表

 企業結合時の主務大臣から公正取引委員会への協議

 LPSの外国株式等取得規制の適用除外

研究組合の組織変更の円滑化

事業譲渡時の債権者のみなし同意

完全子会社化手続の円滑化

 自社株式を対価とする公開買付けの円滑化

株式併合の円滑化

組織再編の円滑化

現物出資の円滑化

 必要な資金の借入等に関する（独）中小企業基盤整備による債務保証

指定金融機関による長期・低利の大規模融資

債権放棄時の資産評価損の損金算入

登録免許税の軽減

 事業再編促進税制（特定事業再編投資損失準備金）

法第28条

法第37条

法第31条

法第36条

法第35条

法第34条

法第33条

法第32条

法第29条、第30条

法第38条

法第39条

法人税法第33条第2項

租特法第80条第1項

租特法第55条の3、第68条の43の3

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ 該当なし

✔ ✔

✔ 該当なし

✔ 該当なし

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔独禁法

LPS法

研究組合法

民法

会社法

金融支援

税制

支援措置 事業
再編計画

特定事業
再編計画

※「法」とのみ記載する場合は、産業競争力強化法を指す。

M&Aトピック 産業競争力強化法とM&A

グローバル経済において競争力の強化を試みる企業の活動を後押しする産業競争力強化法。
経営資源の最適配分を促す事業再編の促進制度の概要を紹介し、
M&A動向に与える影響について考察する。

産業競争力強化法とM&A
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　ディーリングルーム内にあったテレビモニ
ターで流れていたCNBCニュースの画面が
突然消え、国王の映像と国歌が流れ始め
た…。2006年9月19日にタイで発生したク
ーデターの際、筆者が当時銀行員としてタ
イに駐在していた時の体験である。「（タク
シン政権が崩壊し）これでやっと政治が良
くなる」と笑顔で帰宅する会社同僚の姿（同

僚の多くはバンコク出身の上流階級であっ
た）や、翌日戦勝記念塔近くに行った際に
見た、駐留する戦車の前で銃器を持つ笑
顔の兵士と記念撮影する地元タイ人の姿
が、非常に印象的であった。
　あれから8年近く経った今年の5月22日、
「また」それは起こった。タイの一般民間人
の多くが「また」と感じているように見受け
られる。1932年に立憲君主制に移行して
以来、政治への軍事介入は、その背景や
周辺環境は違えども、失敗・未遂を含め
19回目とも数えられており、それぐらいタイ
はクーデター慣れしてしまっているかもしれ
ない。また、タイ国軍の総帥が国王である
という点が、一般民間人にとっての国軍に

対する心理的親近感を醸成しているのかも
しれない。そもそも、タイの現行の民主主
義体制（政党政治）とは、選挙を経て
2001年に初代首相となったタクシン・チナ
ワット氏以来13年程度しかない、というの
が歴史的な事実である。
　今回の軍事クーデターによって、憲法・
政権・上院を廃止し（司法は存続）、国軍
主導による国家平和秩序評議会（以下、
NCPO）を立ち上げ、国王からの勅令を受
けたとの説明（謁見画像なし）があった。
そのNCPO議長としてタイの全権を掌握し
たプラユット・チャンオチャ陸軍司令官は、
2006年のクーデター時も第一管区司令官
（バンコク管轄）の立場で中心的な役割を
果たしたとされる。
　当該経験をもって臨んだ今般、プラユッ
トNCPO議長は、早々に「農家に対する
未払い解消（＝旧政権の看板政策）」や、
昨年10月以来滞っていた「国内外からの
BOI投資申請の迅速処理」、「公共投資を
含む予算編成への着手」、「経済通の文民
暫定首相（※7月10日現在では元中央銀
行総裁などが候補の模様）」など、経済重
視の正常化プロセスのノウハウを相応に発
揮されているように拝察する。
　また、2006年のクーデター時に、新憲
法の公布～総選挙による民政復帰までに1
年4ヶ月を要しているが、現NCPOも当該
事例を参考に運営されるものと推察する
（※7月10日時点では2015年10月に総選挙
を実施したいとの方針を示している）。
　なお、本稿は政治評価を目的とはしてお
らず、事実と過去の検証、および今後の
暫定政権の動向予測をもとに、今回のクー

デターの実体経済および各産業への影響
を推測しながら、今後のタイの投資環境に
ついてみていきたい。

　実体経済全体を評価する物差しの一つ
として、株式相場や為替相場の動向があ
るが、タイにおいて、株式相場と為替相場
は密接な相関関係にある（外国人機関投
資家の影響）。
　《図表１》は最近１年間の動きを示したも
のであるが、❶昨年10月の政治混乱（株安
バーツ安）―❷2月総選挙開催（株高バ
ーツ高）―❸クーデター（株安バーツ高）
と、各ニュースに対して株式・為替相場が
敏感に反応して変動しており、機関投資家
（とくに短期資金）から見た直近のタイ市場
は、総じてマイナス評価されていることが示
されている。
　一方、《図表２》は、過去15年間の動き
を示したものであり、ここには2006年のク
ーデター前後の動きも含まれる。2001年に
タクシン首相が就任して以降、大きな流れ
として見た場合、タイは一貫して「株高」「バ
ーツ高」の方向を示していることから、機関
投資家（とくに長期資金）から見たタイへの
評価は、継続して高いとも言える。興味深
いのは、2006年9月～2008年1月までのク
ーデター後の軍主導の暫定政権化の期間中
も、総じて株高バーツ高の方向であった点
であり、今般のクーデター後を推測する上
でも参考になると拝察する。ちなみに、
2008年後半からの大幅な下落は、「リーマ
ンショック」に起因するものであり、その意
味でタイの株式・為替市場には、外的要因
の方がよりインパクトが強い、とも言える。
　つまり、今回のクーデターは、短期的に
は株式・為替相場に影響を及ぼす可能性
はあるが、中長期的な実体経済への影響
はあまり与えないだろうと推測する。

　以上がマクロ的な視点での実体経済へ
の影響についての考察である。ミクロ的な

各産業への影響については、概ね以下のよ
うな影響が及ぶものと推察する。
　タイの場合、近年の日系企業による現地
企業買収では、三菱UFJフィナンシャル・
グループによる現地銀行買収の事例がメデ
ィアを沸かせたが、元来M&A件数は多く
なく、日本からタイへの資金流入の大半は、
製造業を中心とした現地法人の設備増強を
目的とした直接投資である。
　しかし、今般のクーデターによって民政
が止まることで、産業にとっては、工場新
設の延長や規模縮小等、一時的な空白地
帯が発生する上、「定期的にクーデターが
発生する可能性」は、間違いなく進出や設
備投資検討に際しては大きなリスクであり、
短期的（1～2年間）にはマイナスに寄与す
る可能性が高い（現に一部の自動車メーカ
ーでは域内における生産体制の分散化を
検討しており、当該影響は関連部品メーカ

ーを巻き込んだ動きとなる）。結果として、
外食・日用品等の小売・国内自動車販売・
旅行セクター等の内需型産業は、短期的に
下振れる可能性が高いと思料する。一方、
景気下支えを目的とした公共部門は、過去
の事例からも相応の動きが期待され、建設
や建設関連セクター等にプラスに寄与する
可能性はあろう。
　また、暫定（軍事）政権の運営次第で
あるが、過去のケース同様、相応に機能す
ると仮定した場合、中期的には2015年の
ASEAN経済共同体の始動とも相まって、
今後の内需拡大を期待した現地企業群（小
売・飲食等サービスセクター、建材など）
に対する買収意欲なども、少しずつ回復す
る可能性があるのではないかと思料され
る《参考：図表３》。�

クーデター慣れ

実体経済への影響について

各産業への影響について

早稲田大学商学部卒業。1992年に日本興業銀
行（現、みずほ銀行）に入行。香港上海銀行（東
京支店）、独立系マーチャントバンクを経て、
2014年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

本稿は2014年7月10日時点での情勢を基に

作成したものであり、その後の変化については

考慮されていない点、ご留意いただきたい。

Takemi MORI
毛利 剛実

アジア事業部
シニア・ディレクター

図表
1

出所：フロンティア・マネジメント作成

投資家心理の動きから見たタイ情勢（最近１年間の株式・為替相場の動向から）

図表
2

出所：フロンティア・マネジメント作成

投資家心理の動きから見たタイ情勢（過去15年間の株式・為替相場の動向から）

図表
3

出所：フロンティア・マネジメント作成

産業セクター別 短期・中長期見通し

※SET指数は、タイ証券取引所上場の全銘柄を対象とする時価総額加重平均指数。1975年4月30日を基準日とし、その日の時価
　総額を100として算出される。
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自動車（一部）・化学・機械・素材

建設・建設関連資材素材

外食・日用品等小売・自動車・二輪・旅行・家電
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海外トピック クーデター後のタイ情勢

今年5月22日にタイで発生した軍事クーデター。
日本のメディアでも大きく取り上げられる一方、当のタイ国内では、
クーデターに深く関わる当事者らを除き総じて落ち着きを感じる。
その背景を過去の事実を基に検証し紐解くことで、
今後の投資環境への影響について考察する。

クーデター後のタイ情勢
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今年4月のインドネシア総選挙の結果、最大野党の闘争民主党が
18.95％の得票を得て第一党となりました。しかし、単独で大統
領を擁立できる25%には達していなかったため、7月9日の大統
領選挙に向けて、各党には連立による大統領擁立の動きがありま
した。新興大国インドネシアの今後の動向には、国内外から注目が
集まっています。

　4月のインドネシア総選挙の結果、最大野党の闘争民主党が得票
率18.95％を以て第一党となり、旧スハルト政権を支えたゴルカル党
が同14.75％、グリンドラ党が同11.81％、ユドヨノ大統領が率いる
民主党が同10.91%と続きました。
　大統領を擁立するために、ジョコ・ウィドド・ジャカルタ特別州知
事を擁立する闘争民主党は、国民民主党（同6.72％）とイスラム団
体を基盤とする国民覚醒党（同9.04％）との連立を決めました。グ
リンドラ党が推すプラボウォ・スビアント元陸軍戦略予備軍司令官
は、第二党であるゴルカル党からの支持も取り付け、大統領選はジ
ョコ氏とプラボウォ氏の一騎打ちとなりました。
　7月9日の国民投票は、民主主義が確立されたばかりの同国を象
徴する「新世代」のジョコ氏と、スハルト独裁政権時代に活躍した「旧
体制派」のプラボウォ氏のいずれかを大統領として選出する選挙と
なりました。翌10日の時点では、清廉潔白であり汚職の弊害にも染
まっていないジョコ氏が、長年にわたり軍高官としての経験を持ち、
強靭な国家主義的リーダーシップを持つプラボウォ氏を得票率で上
回っているという調査結果がある一方、両候補が共に勝利宣言をす
るという異例の事態となっております。どちらが大統領になるにせよ、
今後の政権運営は連立を組みながらいくつもの難題を解決していく
必要があり、強力なリーダーシップが必要となるでしょう。

　今回の大統領選に向け、各党は一枚岩の強いメッセージを国民
に謳っていく必要があり、その中で各党が共通項目として掲げたの
が「国家主義」です。すべてではないものの、多くの政党が国家
主義的政策に賛同しており、例えば、第一党の闘争民主党と同党と
連立を組む国民覚醒党は、共に国家主義的政策を共通政策として
掲げています。例えば、石炭やパーム油などの資源の輸出を制限す
る可能性もあり、そのような事態になれば、インドネシアから資源を
輸入して加工している国々は、輸入エリアを多様化するなどのリスク
分散が必要となるでしょう。
　一方で、輸出を制限し、資源が国内に滞ってしまっては、国内の
経済成長は望めません。貯まった資源を有効に活用するためには、
付加価値を付けるための加工技術の向上が国内で欠かせないもの
となるでしょう。そうなると、加工技術を持つ外資企業の投資を呼
び込む政策を展開する可能性もあり、開放的な政策がとられる可能
性もあります。
　今後は、保護政策と開放政策とが産業別に棲み分けられて展開さ
れる可能性があり、日系企業は複数のシナリオを念頭におきつつ、
インドネシアでの戦略検討を進める必要があるでしょう。
　その他、日系企業が動向を注視する必要があるのは、労働コスト
の上昇リスクです。ジョコ氏率いる闘争民主党は、強力な労働者階層
を支持基盤としている政党です。実際、ジョコ氏は2013年にジャカル
タ特別州の最低賃金を12年比で4割引き上げ、日本企業が集積する
ジャカルタ周辺地域のカラワン県においては約6割引き上げています。
今後も労働組織が大規模な組織的デモやストライキを通じて、政治
的圧力をかけるリスクは少なくありません。
日系企業はこれに留意しつつ、労働集約型
から資本集約型への生産構造の変革や販
売価格への転嫁、長期的には、労働コスト
が他アセアン各国と比較して低いカンボジ
ア、ラオス、ミャンマーへの生産機能の移
管なども検討する必要があるでしょう。

4月の総選挙の結果と、
7月9日の大統領選挙

日系企業が
検討すべきこととは？

中国のSNSは他国とは異なる独自の発展を遂げています。日本
ではLINEが主流の無料通信サービスもその1つ。今回は、リリー
スから約3年で中国の3人に1人が登録している中国で最も人気
のアプリ、WeChatを紹介します。

　WeChat（微信）とは、テンセント（Tencent、騰訊）が2011年1月
21日にサービスを開始した、無料通信サービスアプリケーションです。
チャットや近況の投稿ができるのはLINEと同様ですが、WeChatに
は銀行カードでの支払やショッピング等の機能もあります。

　WeChatとLINE（LINE中国）はどちらも2011年に誕生し、前者
は中国最大の総合インターネットサービス企業であるテンセントが、後
者は韓国NHNの子会社NHN Japanが開発したものですが、LINE
が中国ユーザーを本気で視野に入れ始めたのは2012年末です。

❶ユーザー群
　WeChatは膨大なテンセントユーザー群を基礎としています。
LINEは上海の地下鉄内に広告やキャラクターの展示等はあるもの
の、中国市場ではまだ発展途上で、中国ユーザーは日本または韓
国の友人から紹介されて始める場合が多いようです。
❷基本情報
　画面の構成、チャット方法、スタンプ等、WeChatとLINEは類
似機能も多く、文字・音声・PC版でのチャット機能があります。
❸サービスの特色
　WeChatは中国生まれのブランドとして、中国ユーザーの需要や
習慣を理解しており、中国人のライフスタイルに合わせた各種生活
サービスを提供し、ユーザーとの密着度を高めています。例えば「銀
行カード」画面では、ユーザーは自身の銀行カードとリンクさせるこ
とによって、携帯のチャージ(中国ではプリペイド式)やタクシー予約、
映画チケットの予約などのサービスが受けられますが、LINEには
中国版でもこの種の支払い機能はありません。一方、LINEは各種
アプリ（LINE camera、LINE Card、LINE PLAY等）を提供し
て娯楽性を高めていますが、WeChatには類似のものはありません。
また、キャラクターやスタンプの豊富さもLINEの特色の一つです。

　WeChatの「公式アカウント」（ユーザーに情報を提供するもの。チャ
イナデイリーやシンガポール観光局などがある）と「サービスアカウント」
（ユーザーにサービスを提供するもの。各種銀行やスターバックスチャイナ

などがある）を、まとめて「WeChatパブリックプラットフォーム」と名付
けており、有名人や政府、メディア、企業等にマーケティングサービス
を提供しています。企業はWeChatチャネルから億単位のWeChatユ
ーザーにブランドをアピールすることにより、広告費の減少や知名度・
ブランドイメージの向上を図ることができます。2013年11月までに
WeChat公式アカウント数は200万を、1ヶ月のアクティブユーザーは
2.7億人を超えており、「WeChatマーケティング」は多くの中国企業の
宣伝課題の1つとなっています。LINE中国の公式アカウントは、2014
年6月時点で、ショッピング系4件、商品・サービス系3件、旅行・レ
ジャー系3件、エンターテイメント情報13件、芸能人40件に過ぎません。

WeChatとは？

WeChat vs LINE

1個人ユーザー

●WeChatの画面サンプル

●WeChatの発展過程

《メイン画面》

2企業ユーザー

「公式アカウント」
購読中の企業の公式アカウント

「QQ※メールボックス」
QQメールのメッセージ着信通知

グループチャット

1対1のチャット

「クレジットカード」
銀行毎のアカウントが、リアルタイムで利用
状況や毎月の利用明細を通知

《发现（発見）画面》
「朋友圏（モーメンツ）」
音楽や動画、写真などをシェアできる

「扫一扫（QRコードのスキャン）」
QRコードで友人や公式アカウントを追加

「游戏（ゲーム）」
“天天爱消除-Craz3 Match”などが人気

「购物（ショッピング）」
京東商城（テンセントが出資する中国2位
の電子商取引会社）のショッピングサイトに
リンク

※QQ： 中国テンセントがWeChat 以
前の1999年より提供している、無料の
インスタントメッセンジャー（IM）。中国
国内では最も一般的なIM。ユーザーア
カウント数は6億に上るとも、また中国
のIMユーザーの99%はQQを利用し
ているとも言われる。

本稿は2014年7月10日時点の情報を基に作
成されました。

2012/3/29

2012/9/17

2013/1/15

2013/7/25

2013/8/5

2013/4Q

2014/1/28

2014/2/20

2014/3/19

2014/4/8

ユーザー数が1億を突破（サービス開始から433日後）。

ユーザー数が2億を突破（増加スピードは6か月未満に短縮）。

ユーザー数が3億に達する。

国内ユーザー数が4億を突破。8月15日、海外ユーザー数が1億を突破。

ver.5.0を公開、“ゲーム”、“微信決済”等のビジネス系機能をリリース。

月間アクティブユーザー数が3.55億に到達（アクティブの定義：月内にメッ
セージ送信 or ゲーム画面ログイン or モーメンツ更新が行われた）。

ver.5.2を公開。インターフェース平面化の流れに合わせ、デザインを一新。

テンセントがQQ※ブラウザのWeChatバージョンを発表。

決済インターフェースを正式公開。

「微信智能開放平台」（オープンプラットフォーム）を正式公開。

Ryota TANOZAKI
田野崎 亮太

フロンティア・マネジメント㈱
シンガポール支店

Michelle DING
丁 晶瑩

Frontier Management
(Shanghai) Inc.

アレ中国・上海とシンガポール
オフィスより、
最新の現地情報を
お伝えします

フロンティア・マネジメント

ASEAN現地レポート

現地

ジア
ポート

大統領選後の
インドネシア

中国現地レポート

WeChat（微信）
LINEに似て非なる、中国で最も使われている
チャットツール

On-site report
from Asia
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