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　年度が変わり、4月から色々な商品や

サービスの値上げラッシュが始まりまし

た。メディアでは身近な商品として食品

の値上げが大きく報じられていますが、

東京ディズニーランドの入場券などサー

ビス分野でも幅広く値上げモードとなっ

ています。

　しばらくデフレが続いてきた我が国で

は、物価に対する不正確な言説が横行し

て、デフレ脱却の重要性があまり認識さ

れてきませんでした。しかし、経済学で

学習するフィリップ曲線で明らかなよう

に、デフレは失業を増やし、社会的厚生

を引き下げます。「良いデフレ」など存在

しないのです。

　日本の人口減少や中国からの廉価商品

の輸入などをデフレの原因とし、日本の

デフレは不可避であるという考え方を唱

える人もいます。しかし、世界を見ると

過去四半世紀で労働人口が減少した国は

日本以外にも複数国ありますが、デフレ

になっているのは日本だけです。また、

中国からの廉価商品は他の先進国にも輸

出されていますが、これがデフレを招い

ているという話はあまり聞いたことがあ

りません。

　食品など身近な商品の値上げは、一義

的には悪いニュースとして報じられがち

です。ただ、物事には複数の側面があり

ます。別の側面から見ると、現在の商品

やサービスの値上げラッシュは、数年か

けてしか実現しえないデフレ脱却という

長い道程のスタートなのかもしれません。

企業の戦略を立てる際も、このような大

きなパラダイム転換を常に意識しておく

必要があると感じている今日この頃です。

　本年３月に北陸新幹線開通、7月に北

海道新幹線開通（函館まで）と、今年に

なって全国的な交通網が急速に整備され

てきており、2027年のリニアモーターカー

開通はまだ随分先の話ですが、ネット社

会の浸透も相まって、東京と地方との物

理的・心理的な距離は少しずつ短縮され

ている状況にあります。

　しかしながら、地方と首都圏における

経済格差と人口の流動性トレンドの格差

の問題は引き続き深刻な状況にあり、現

在の安倍政権の大きな課題として「地方

創生」が取り上げられ、「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（案）」が、昨年末に発

表されています。

　当社もこれまで、地方銀行の方々を通

じてお仕事をさせて頂く中で、地域企業

の再生支援から始まり、ここ数年は成長

戦略支援、海外進出支援及び事業承継と

そのサービススコープを広げてまいり

ました。今後も、当社としては、「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（案）」での言葉

を借りるなら、地域の「しごとの創生」を

図るための「地域産業の競争力強化」に

貢献すべく、「地域を担う中核企業支援」、

「新事業・新産業と雇用を生み出す地域イ

ノベーションの推進」、「事業承継の円滑

化、事業再生、経営改善支援等」に関わ

る業務に尽力していければと考えていま

す。

　「Frontier Eyes」第9号は、昨今の話

題である「インバンド需要の取り込み」と

「コーポレートガバナンス・コード」等の

記事を盛り込んだ内容になっております。

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。
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　近年訪日外国人数が急増し、2014年は
過去最高の1300万人に達した。これに伴
い2014年度のインバウンドの市場規模は2
兆円となり、低迷する国内消費を下支えし
ている。ホテル・外食等サービス分野は勿論、
物販でも高額品から日用品に及ぶなど裾野
の広がりを見せている。
　インバウンド市場には「魅力」と「危う
さ」の二面性がある。インバウンド市場の
拡大はアジア等の経済成長とグローバルな
人の移動の活発化に支えられており、長期
的には不可逆の潮流だ。その意味でこの市
場は魅力的である。一方、円安の進行や東
京五輪を背景とした「訪日ブーム」は一時
的なものにとどまる可能性もあり、その意
味で同市場は危うさをも秘めている。企業
は危ういブームによる恩恵をスピーディに
享受しつつも、長期的に魅力的な成長機会
を取り込む戦略構築が不可欠だといえる。
　現在の企業の動向を見てみると、ごく一
部の企業が継続的成長の土台を構築する
一方で、大半の企業はブームを追いかける
単発的施策に終始している。このままでは
一時的売上増を実現できても、いずれ大き
なリバウンドに直面する可能性が高い。企
業がこの市場で継続的・長期的に成長する
にはどのような取り組みが必要なのか。

　多くの企業が免税手続き簡素化、多言語
による接客対応など、訪日客の利便性を高
める施策導入を急いでいる。しかしこれら
の大半は「日本国内の」「リアル店舗での」
「一度きりの」購買に訴求するものだ。
　訪日客は来日時だけ日本の商品やサービ

スを消費する訳ではなく、現地の日本製品
や和食店での消費体験が訪日の契機に
なったり、来日を機に日本製品やサービス
への関心を更に高め帰国後にウェブ経由等
で再購入したりすることが多い。買い替え
や修理等のアフターマーケットも潜在的に
拡大している。すなわち訪日客の購買は、
海外と日本、ネットとリアルを相互に行き
来しながら相乗的に活性化していく。
　このように考えると、国内消費支出の
1%程度の顕在化したインバウンド市場だ
けでなく、背後の訪日客の莫大な購買力（例
えば中国人の中国国内消費は約300兆円に
上る）を「アフター市場含め」「リアル/ネッ
ト問わず」「消費地問わず」捉える発想が
重要とわかる。逆説的な言い方になるが「イ
ンバウンド需要」の取り込みには「インバ
ウンド消費」だけを見ていては十分ではな
い。世界で拡大する消費市場をどう掘り起
こし、いかにインバウンド消費として取り
込むかが重要である【図表1】。

　このためには顧客を逃がさず、そのライ

フタイムバリューを取り込む施策が重要だ。
海外現地店舗と連携した顧客マーケティン
グ、国内外での継続的で一貫したブランド
コミュニケーション、商品の検索・選択・
購買の際のあらゆる障害（言語・商習慣等）
を除去し国内外でシームレスに消費を促す
仕掛け、きめ細かいアフターマーケットへ
の対応、それらを可能とする現地企業等と
の連携が必要となろう。
　海外現地店舗と連携した顧客マーケティ
ングでは中国蘇寧雲商集団傘下となった量
販店ラオックスが好例だ。同社は中国固有
の価格交渉の習慣に精通し、中国現地店舗
で培った対応ノウハウを日本でも適用して
中国人消費者の支持を集めている。
　このような海外事業との連携は必ずしも
全て自社内で行う必要はない。マツモトキ
ヨシはタイの流通大手セントラルグループ
と提携し、自社のPBをタイで拡販し現地
でのブランド認知を高めることで訪日客の
購入に繋げようとしている。

　顧客育成・囲い込みを実現するうえでボ

出所：フロンティア・マネジメント作成
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インバウンド需要を一過性のブームに終わらせず長期的に掘り起し、継続的に囲い込むには、①海外事業
と連携した顧客の育成、②「おもてなし」に安住しないサービスレベルの底上げ、③他社との連携による労
働生産性の向上が不可欠である。

インバウンド需要の拡大が注目を集めているが、為替変動一つで一時的なブームに終わる危うさもはらんでいる。アジア
等の旺盛な消費意欲を着実に取り込み継続的成長を実現する鍵は何か。現地市場を含む広い視野でインバウンドを捉え直
すことで、大きな機会と進むべき道が見えてくる。

市場の捉え方を変える

顧客を逃がさない 組織の壁を打ち破る
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トルネックとなるのが、企業の縦割り組織
だ。例えば多くの百貨店では海外の店舗運
営を「海外事業部」等が行っており、国内
の営業部門と殆ど交流がない。このため、
海外の現地店舗では常識となっている商慣
習に関する知識が共有されず十分なサービ
スを行えないケースや、逆に訪日客対応で
蓄積した知見も海外店舗に共有されず、苦
戦しているケースが多い。ネット販売を企
画・運営する部門も「国内関連事業部」等
に一任されているため、海外顧客のニーズ
に対応できないケースがほとんどだ。組織
の壁を打ち破り、相互に連携を促す仕組み
構築が不可欠である。

　五輪候補地選考プレゼンテーションで
「お・も・て・な・し」がキーワードとなっ
て以降、その魅力を取り上げるマスコミ報
道が目立つ。企業も海外の競合に対する差
別化要因として「おもてなし」を挙げるこ
とが多い。
　しかし現実にこれらの企業の取組を見る
と、海外の競合に勝つための具体的施策に
繋がっているケースは稀であり、むしろ単
に従来のサービスを肯定し踏襲するための
言い訳に使われている印象すら受けること
がある。

　実は、「おもてなし」は国内で非常に肯
定的に語られているが、海外では冷ややか
な見方も多い。確かに日本特有のきめ細か
いサービスは訪日客を惹きつけることもあ
るが、画一的なサービスの押し付けと捉え
られることも少なくない。例えば旅館では
食事や布団の準備が手厚い半面、食事や
起床の時間まで旅館都合で決められること
が多い。これは訪日客に感動を与えるどこ
ろか戸惑いや不満の要因となっている。
　企業は従来の日本的サービス全体を漠
然と「おもてなし」と捉えて丸ごと肯定す
るのではなく、日本的サービスの何が訴求
し何がしないのかを謙虚に洗い出す必要が
ある。特に外資ホテル等に比し満足度が明

らかに劣るサービスは早急に改め劣位を改
善すべきだ。その上で、優位性に資するサー
ビスは顧客の嗜好に合わせて進化させ、具
体的施策に繋げるべきである。
　インバウンド需要を巧みに取り込む星野
リゾートは、まず外資ホテルが満たすサー
ビスレベルを充足しつつ、「旅館メソッド」
と呼ばれるローカルな食文化やライフスタ
イルの提案を付加している。世界的に支持
を得るアマンリゾートやバンヤンツリーも
同様の考え方だ。

　近年、外資ホテルチェーンは訪日客増大
に注目し新規参入や出店を進め、圧倒的ブ
ランド力とグローバルに標準化されたサー
ビスレベルを武器に日本企業のシェア奪取
を狙っている。
　市場拡大により近年売上を伸ばしている
国内系ホテル・旅館の中には、外資との競
争では苦戦しているところも多い。市場規
模拡大による売上増を「おもてなし」によ
る競争力のゆえと曲解し現状肯定と無為無
策に陥っていると、円安などの追い風要因
が一巡した時に競争力の弱さが露呈するリ
スクが高い。一刻も早く劣位改善と優位構
築に向けて手を打つ必要がある。

　提言①②は、いわば企業の売上向上に向
けた「攻め」の施策と言える。しかし攻め
るには相応の投資が必要であり、確実に利

益を生み出す筋肉質の組織を作る「守り」
も不可欠だ。特に小売・サービス業では労
働生産性の向上が最重要課題である。
　日本の第三次産業の労働生産性は米国
やフランスに比べて低水準であり、特に小
売、飲食・宿泊などの産業では米国の水準
の半分程度だ。これを企業規模別にみると、
個人事業主や中規模企業の労働生産性が
低く、規模の経済が働く余地も大きいと推
測される。更に、小規模であるほど労働生
産性のばらつきが大きく、競争が進まない
まま生産性の低い企業が温存されているこ
ともうかがえる【図表2】。

　実際、各企業で個別に行われている経
理・財務・労務管理、販促・マーケティング、
出退店、人材調達などの業務は規模を集約
化することにより、飛躍的に労働生産性が
向上するケースが多い。また、生産性が低
いまま温存されている業務や事業を抱える
企業は、効率的なオペレーションを実現し
ている企業のやり方に合わせることで生産
性向上が期待しうる。
　ただし、この際には、過度の画一化によ
り競争力の源泉たる独自性を失ってしまう
リスクにも注意が必要だ。特に今日では、
ウェブ上の旅行サイトやグルメサイト、買
い物サイトの充実により、消費者の情報劣
位が格段に解消され消費者が個店レベル
で良否を判断できるようになっている。そ
の結果、大手チェーンはブランドによる「安
心感」の訴求力が相対的に低下し、画一的
なオペレーションばかりが目立って消費者
に回避される傾向も生じている。何を集約
して効率性を追求し、何を現場に任せて独

　中国訪日者の購買志向性【図表3】から、
旅行時以外に販売機会を増やす方策に焦
点を当てていく。
　同庁の別報告書では、中国訪日者の全体
費用の60％が買物代で全国籍平均の37％
を大きく上回り、購買内容も異なる。その
中で、化粧品・食品・日用品は中国でも日
本のNBが現地生産、輸入販売が行われて
いるが、これら品目の購買率が高いのは、
日本で購買した方が安い事と、日本生産品
と中国生産品で規格が違う事の２つが主な
要因と推測する。
　日本で購買し、使用後に継続購買の要望
が高まれば、製造業、流通業にとって現地
販売のチャンスが生まれる。

　中国に輸出する場合、各種証明書と検査・
関税納付等後に通関する。個人輸入の場合
は、行郵税にて関税より低く、更に行郵税
も納付せず入手しているケースも見られる。
　中国のECでは、B2CよりC2Cの比率が高
く、また、日米の知人等を通じて購買する
「代購」も多く、この傾向はまだ続くと見ら
れる。

　製造業が代購等で中国流通状況を把握
できない傾向が続くのだろうか。
　中国税関総署は2014年8月1日、「国境を

越える電子商取引」を行う個人に対し、輸
出入品リストを提出する旨を定めた。
　上海以外でも、地域を拡大して実行する
「自貿区」（自由貿易試験区）で個人輸入業
が整備され、越境取引基準が明確になると
期待する。また、物流に力を入れる企業の
B2Cが将来はC2Cを抜くと見られ、市場動
向が把握出来てくると予想する。
　上記の実現には、中国訪日者の日本で購
買率の高い商品をECプラットフォームに掲
載するだけで解決するとは思えない。
　下記を検討点として挙げる。

　cではEC価格が小売店価格を下回る
ケースが多くみられる。しかし、製品にも
よるが、売り場をECに浸食されつつある
小売店での価格がECより高いままでは販
売は伸びにくい。ただ、小売店の売価に合
わせてEC価格が高めの設定となったり、
また、法的にグレーの小口輸入が行われて
いき価格上昇の可能性もある。
　今後は、その中でも「今この場で欲しい」
「手に取ってみたい」「ネットでは売ってな
い」が小売店舗での購買動機になっていく
とも見られ、製品により販路をEC、店舗
のいずれかに制限するという事も必要とな
るかもしれない。
　訪日者が購買した製品を、現地市場でも
購買できる様にする事で商機をつかむ為
に、ECと店舗販売の動向や流通経路を見
直し、施策作りをしていく必要があると考
える。�

自性を担保するかの見極めがますます重要
になってきているのだ。

　今後訪日ブームが一巡すれば、二度目以

降の目の肥えた訪日客の需要を取り込むこ
とが重要だ。その際には上述の独自性と効
率性のバランスが極めて重要になる。
　クリエイトレストランツホールディング
スは傘下のチェーンの個性を重んじる「連
邦経営」のもと、独自性を活かしながら成

長をサポートするモデルを追求している。
このような取り組みは、現在は国内消費者
への訴求に役立っているが、今後は訪日客
への訴求においても不可欠になってくるだ
ろう。�

a輸出コストの低減
b中国に製造拠点があれば、販売を見つ
つ現地生産への切替可能性を検証
　　　　　　 ⬇
日本製造と同品質・機能の製造販売へ

c小売店での販売とECの併用

出所：訪日外国人の動向（H26年10-12月期）観光庁報告書をもとにフロンティア・マネジメント作成

訪日外国人の購買動向図表3

出所：財務省企業統計年報（平成23年）をもとにフロンティア・マネジメント作成

日本のサービス業の労働生産性図表2

菓子類
他食料品・飲料・酒・たばこ
服（和服以外）・かばん・靴
医薬品・健康グッズ・トイレタリー
化粧品・香水
電器製品
和服・民芸品
マンガ・アニメ・キャラクター類
書籍・絵葉書・CD・DVD

購入率

9,980

12,149

24,145

20,359

24,036

43,977

13,426

11,288

6,438

購入者単価（円）
全国籍・地域

13,469

15,518

58,155

34,734

44,566

63,154

15,245

11,262

6,034

中国
64.7%

49.9%

36.9%
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全国籍・地域
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49.9%

42.4%
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38.4%
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中国
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インバウンド需要の拡大の中で、日本での購買後、短期にリピート性が高い品目の中国市場での販売機会を
捉える為の検討点は、「日中価格差の低減」「機能重視の消費者層への対応」「急成長のEC市場へのアクセ
ス」の3点と考える。

外資と戦う

情報化時代における集約化の功罪

目の肥えた訪日客を取り込むには

日本製品の継続販売には

代購市場の推移
中国EC

両面の活用
ECと店舗市場

安心材料に使われる「おもてなし」

まず劣位を改善する

なぜ労働生産性が低いのか

提言③
他社と連携し抜本的な
労働生産性向上を図れ

提言②
『おもてなし』に安住せず
グローバルなサービスレベルを
確立せよ
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　2014年の会社法改正によって、上場企業
を対象に、社外取締役の選任は法的に義務
付けられないものの、社外取締役を選任し
ない場合には、「社外取締役を置くことが相
当でない」理由の説明・開示義務が課され
ることになり（会社法第327条の2）、同法は、
本年5月1日に施行を迎えることとなった。
　これに先立って、2013年6月に閣議決定
された「日本再興戦略」においては、機関
投資家が受託責任を果たすための原則と、
上場企業が実効的なコーポレートガバナン
スを実現するための主要原則を取りまとめる
方向性が打ち出された。これに伴い、2014
年2月には、「責任ある機関投資家」の諸原
則（日本版スチュワードシップ・コード）が
策定・公表され、その後に実施に移された他、
金融庁と東京証券取引所が設置した「コー
ポレートガバナンス・コードの策定に関す
る有識者会議」によって、2015年3月5日に
「コーポレートガバナンス・コード原案」（以
下、「本コード案」という。）の取りまとめが
なされて公表され、今後その実施がなされ
る予定である。本コード案では、上場会社
における実効的なコーポレートガバナンス
の実現のため、「独立社外取締役」の役割・
責務が掲げられており（本コード案原則四
－七）、また、会社の持続的な成長と中長

期的な企業価値向上に寄与するという役
割・責務を果たすための資質を十分に備え
た独立社外取締役を少なくとも2名以上選
任すべきと規定されている（本コード案原
則四－八）。
　このように、近時、「コーポレートガバナ
ンス」の遵守というテーマが、上場企業を
中心に大きくフォーカスされてきている。
その中で、「独立社外取締役の役割と業務
執行」を論点として取り上げて述べていき
たい。独立社外取締役の役割の中に、「経
営の方針や経営改善について、自らの知見
に基づき、会社の持続的な成長を促し中長
期的な企業価値の向上を図る、との観点か
ら助言を行うこと」（本コード案原則四－
七ⅰ）と規定されているが、社外取締役が、
経営会議等の取締役会以外の社内会議に
出席したり、社外取締役が、その個人とし
ての専門性を生かして、当該会社が関わる
重要な個別取引（M&A他）に対し直接ア
ドバイスをしたり、その取引に関する会合
に出席したりするケースがたまに見受けら
れる。これは、「独立社外取締役の有効活
用」として評価される要素もある反面、社
外取締役は、その客観的な見方を期待され
るがため、「業務執行に関与しないこと」が
その要件となっており、当該要件との関係
で、独立社外取締役の役割はどこまで認め
られるのかという点が問題となる。

　取締役会は、

といった三種類の業務を遂行する役割を
担っているが、社外取締役は、一定期間
（10年間以上）対象会社において業務執行
を行っていないことが要件となるため、①
社外にいる者としての客観的な視点と、②
これまでの経営経験又は経営に関する一
定の分野（法律・会計等）の専門性を生か
して、上記A乃至Cの業務を取締役として
遂行することが期待されている。
　このうち社外取締役としての職務遂行を
積極的に認める考え方（積極論）は、社内
の事情等を知らない社外取締役が、業務に
関する適正な意思決定と業務執行を行う取
締役に対する十分な監督を果たすため、会
社内部に存在する情報収集の拡大が不可
欠であり、当該情報の中には業務に関する
書類上の情報のみならず会議やインタ
ビュー等を通じた社内の人（社員）に対す
る情報も含まれる、という考え方に基づい

ている。従って、この積極論は、取締役会が、
A業務に関する意思決定とC業務を執行す
る取締役の監督の役割を基本的な役割と
する考え方と言うことができる。ここでは、
「業務を執行しない」要件は緩和して考え
られ、業務執行が執行取締役の責任の下
で行われる限り、社外取締役が、当該執行
に関与したとしても問題ないとされる。本
コード案の「取締役・監査役は、その役割・
責務を実効的に果たすために、能動的に情
報を入手すべきであり、必要に応じ、会社
に対して追加の情報提供を求めるべきであ
る」（本コード案原則四－一三）という規
定も、この考え方に馴染む。
　これに対して消極論は、取締役会が、業
務に関する意思決定というよりも、B業務
を執行する代表取締役の選解任を中心と
した業務執行の監督と捉える、欧米のいわ
ゆる「モニタリング・モデル」に基づく考
え方である。ここでは、「業務を執行しな
い」要件は厳格に考えられ、基本的に取締
役会に上程される情報以外の情報を積極
的に収集したり、業務執行に直接関わりを
持つことは、社外取締役としての客観性を
欠くことが懸念されるため、好ましくない
ものと考えられている【図表】。

　Cの紹介行為は、A社の企業価値の向上
に資する行為であり、当該M&Aは、A社
の代表取締役の責任の下で行われたこと
から問題は生じない。また、Eが紛争関連

の会議に参加する行為も、代理行為ではな
くオブザーバー参加にすぎない以上、社外
取締役として問題がない行為である。

　Cの紹介行為は、単に人を紹介しただけ
に過ぎない場合には、問題がないと思われ
るが、紹介にあたって度々 A社とD社の間
の交渉に立ち会う等をした場合は、「業務
を執行しない」要件に抵触するものと思わ
れる。また、Eの紛争関連の会議に参加す
ることは、それがオブザーバー参加であっ
たとしても、業務執行へのかかわりが深い
ことから、社外取締役として好ましくない
行為と考えられる。

　以上の検討から、日本における「コーポ
レートガバナンス」を考える上で、積極論
と消極論はいずれが妥当するのであろうか。
　代表取締役の選解任を基本として執行取
締役を監督する「モニタリング・モデル」は、
欧米のように、社外からプロ経営者を起用
することが頻繁に行われている社会におい
て妥当する考え方である。社外取締役に
とって、社内の有能な人材がどこにいるか
を見つけることは難しい反面、社外で活躍
しているプロ経営者が多数存在する場合に
は、当該会社にふさわしい後任の経営者を
外部から選定することは容易である点で、
欧米においては、代表取締役の選解任権の
行使がしやすいからである。
　これに対し、社外からプロ経営者を起用

することが頻繁に行われていない日本の社
会においては、代表取締役の選解任権の
行使をしようにも、社内に有能な人材がい
ないか、又は、社内の有能な人材が誰であ
るか分からない場合が多いため、その実行
可能性は乏しい。従って、意思決定の適正
性と業務執行の監督のために、重要な意思
決定および執行業務については、積極的な
情報収集を図りつつ、執行取締役に対しア
ドバイスを実施する積極論の方が日本の社
会には妥当するものと思われる。
　「本コード案」も、複数の独立社外取締
役が、定期的に会合を開催し、独立した客
観的な立場で意見交換を図ることを奨励す
る規定（本コード案原則四－八①）、取締
役会における審議の活性化のために十分な
情報提供を必要とする規定（本コード案原
則四－一二①ⅰⅱ）、取締役の能動的な情
報収集と取締役の支援体制の確保を要求す
るとともに、必要に応じて外部専門家の助
言を得ることも可能とする規定（本コード
案原則四－一三）等があるため、比較的積
極論に近い考え方を採用しているように推
察される。�
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2015年3月に「コーポレートガバナンス・コード原案」が公表された。近時「コーポレー
トガバナンス」の遵守が大きくフォーカスされてきていることもあり、本稿ではコー
ポレートガバナンスのテーマの1つである「独立社外取締役の役割と業務執行」を積
極論と消極論の両側面から考察する。

積極論

消極論

はじめに

総論

事例に対するあてはめ

社外取締役の役割
（積極論と消極論）

考察

A業務に関する意思決定
B業務を執行する代表取締役の選解任
C業務を執行する取締役の監督 A社は、某自動車メーカーB社関連の自

動車を販売する独立系の代理店運営会
社（上場企業）であるが、A社の社外
取締役C（B社のOB）は、近時、近隣
エリアで同一メーカー系列の販売代理店
を運営しているD社が、事業承継により
M&Aの先を探している旨の情報を聞い
たため、D社社長をA社社長に紹介した。
そのM&A取引は、結果的にブレイクす
ることになったが、その交渉過程で、D
社との間で紛争が生じたため、A社の弁
護士資格のある社外取締役Eは、D社
とA社の紛争協議の席にオブザーバーと
して参加し、紛争を回避するために尽力
をした。

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。

Shoichiro ONISHI

大西 正一郎
代表取締役
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　戦略の実行過程には、決めた事をやりき
る1年目と、自らやる事を考える2年目以降
の間に深い谷がある。企業価値向上を目指
す戦略では、重要な要素の一つとして人材
の生産性の抜本的向上が織り込まれること
が多いが、現状業務をより少ない人数で負
担する発想は持続しない。多能工化や業務
改革も、理論先行では定着しない。その谷
を越えるには、現場人材の人間性に配慮し
た仕組みと、それを実行に移してゆく過程
や議論の場そのものが非常に重要なのであ
る。
　一般的に人材の生産性は「付加価値÷平
均人数」で計算されるが、分母である人材
は知識、やる気といった無形資産の影響を
強く受ける。無形資産活用における阻害要
因を排除する事は、企業自身で管理可能で
ある。統計的品質管理に邁進した日本製造
業では、その活用手段として方針管理（本
稿では、より広義に目標管理を内包するも
のとして扱う）が広く普及し、現場主体の
改善が慣習となっている。 それは硬直性の
一因とも考えられる一方、強みの源泉の一
つであり、企業変革の優れたツールにもな
りうる。
　多くの日本製造業が抱える問題は、現場
主義の行き過ぎにより、変革を主導する本
社システムが弱体化していることであろう。
変革の実現には、企業の中核社員が戦略を
理解し、納得し、行動すること、即ち「中
核社員を主体とした自己強化サイクル」の
構築が必要である。そのため、変革のリー
ド役は能動的に企業の本社機能を支援し、
以下2点のバランスを取りながら適宜適切

なマネジメントを行う役割が期待される。

●人を活かす経営システム（経営基盤）
●実行障壁を乗り越えるアレンジメント
（利害調整）

　本稿では、企業戦略を対象に、人を活か
す経営管理システムに関する弊社の考え方
を示したい【図表】。

　付加価値向上に直結することが明らかで
はない取り組みは、組織では敬遠されがち
だ。大半の企業では、変革への熱意を維持
する事、組織慣性の壁をうまく乗り越える
事、それ自体が大きな負担となる。企業変
革の取り組みは、プロジェクトのキックオ
フ時点でその成否を概ね判断できる。活動
開始時、即ち戦略計画策定時に、以下の社
内コンセンサスが形成されているだろう
か？　これらは組織構造、スタッフに対応
する項目でもあり、「なぜやるのか」という
大義に相当する。

　職制ポスト過多の団塊世代後遺症、本社
の全社統制力欠如、結果主義と減点評価等、
これらは一般的に日本的経営の負の側面と
して指摘される内容である。戦略計画策定
も、企業変革も、その取り纏めは社内の論
理ありきでなく、他ステークホルダーの論
理とのバランス感覚が求められるため、中
央集権的に行う事となる。本社が全体最適
の為にイニシアチブを発揮することに対し、
関連各部の協調姿勢は不可欠である。

　10社あれば10通りの組織慣性の形があ
る。変革の実行力には、論理的な「スキル」
だけでなく、人間性に配慮する「マインド」
が欠かせない。変革に向けた掘り下げた議
論の場や環境に対する経営層の理解がな
いと、日常業務との両立はおぼつかない。
最大の壁は、経営否定に繋がりかねない活
動関与への恐怖心だ。直接間接のリーダー
の行動は、現場組織の変革意識に大きな
影響を与える。変革活動のメンバーが梯
子を外されることは、絶対にあってはなら
ない。
　変革の取り組みの成果としては、経営管
理システムが重要である。それは、管理会計、
人事評価、及び意思決定といったサブシス
テムを通じて変革基盤を形成しており、そ
れぞれが人を活かすことを支援するよう再
構築される必要がある。戦略計画で作成し
た施策のモニタリング負担を、そのまま現
場に押し付けていないだろうか？経営シス
テムが管理すべきは結果ではなく、その過
程である。
　以下、経営管理システムの側面から、弊
社が企業変革をご支援させていただいたク
ライアント企業様の取り組みと成果の概要
を示す。

　経営スタイルは、予算の立て方、予実管
理の仕方、結果評価の仕方、に表れる。不
透明な環境変化に対応するには、最前線と

なる現場の裁量と判断力を高めるのが近道
だ。戦略的に重要な職場や事業の小集団単
位に収益責任を持たせつつ権限移譲を進
めることが、その実現手段の一つとなる。
仮説に基づき管理会計の構造を見直し、統
制を通じて検証し、軌道修正するサイクル
を構築し、徐々に現場に落としていく作業
を担う部署は、本社以外に存在しない。
　自動車部品製造業A社は、部門別採算
管理を事業軸で再編し、また予算策定も
ガイダンス型から事業リーダーと経営の協
議型へ変更した。協議を通じて、事業軸の
長に対して権限移譲を徐々に進めることで、
事業軸単位での会議、及び全体会議が活
性化した。工程別への応用等、その取り組
みは発展を続けている。予算策定時の負
荷は高いが、掘り下げた手段の議論を通じ
て組織の知識が形成され、関係者をまとめ
るミドルリーダーを得たことも大きな成果
だ。

　競争優位の源泉の一つである知識は、組
織的に蓄積し、活用を促進する仕組みが重
要である。その手段として、会社と個人を
方針や目標で繋ぐ事が有効である。成果の
出にくい、財務に表れない定性的な現場活
動が全社的に促進され、また評価される必
要がある。経営管理と評価において、結果
指標（財務項目）と先行指標（非財務項目）
とのバランスを取るのも、本社の重要な仕

事の一つである。
　化成品製造業B社は、経営資源を強みで
ある試作対応力に振り向ける差別化戦略を
打ち出していたが、企画側と実行側の歩み
寄り不足が変革の阻害要因となっていた。
そこでB社は、会社と職場、職場と個人を
つなぐシンプルな方針管理を実施した。半
期毎の人事評価前に方針レビュー会を実
施し、プロセスの協議を重ねる度、経営層
と現場層の相互理解が深まった。方針の組
織内整合性が高まるにつれ、試作対応力強
化に向けた情報投資や、自律的な部門間協
力が動き出した。

　当然であるが、過去からの教訓を生かし、
確実に学びに生かしていくことが重要だ。
企業哲学を再解釈し、新たな行動規範を明
文化することは、変革を加速する一つの契
機になる。それは次世代の未来志向な意思
表示であり、同時に過去との決別の意味合
いを持つ。世代交代の移行期間は、経営層
には新旧価値観のダブルスタンダードは居
心地の悪さを伴う。その組織的な浸透への
対応もまた、本社の重要な役割の一つと言
えよう。
　多角化した総合部品製造業C社グルー
プでは、各社の経営者がそれぞれ異なる経
営方針を立てていた。本社の各社自立を促
す狙いは、グループ間人材異動等の全体最
適に誰も協力しない状況を生んでいた。C

社グループは、グループ横断でのシニア経
営層、ミドルリーダー層の合同幹部合宿を
実施し、「次世代の体制作り」の課題意識
を共有、確認した。その後、挑戦と変化を
是とするグループ行動規範を新たに策定し、
グループトップが各社に説明をして回り、
グループ本社主導で世代交代の建設的な
取り組みが始まった。

　上記は、革新的変化の環境整備として、
経営システムが部分的に再構築されたに過
ぎない。ただ、変革に向けた自己強化サイ
クルが維持されれば、引き続き化学反応が
起こる。弊社は経営基盤の操作レバーを示
す事、組織内の利害調整を行う事を通じ、
触媒役を果たしたに過ぎない。適切な戦略
ストーリーと接続されれば、日本製造業の
方針管理の慣習は、変革実現の最も強力な
手段になりうる。
　第三者が居続けないと維持されない経
営システムは持続的と言えない。従来のコ
ンサルティングの在り方に囚われず、変革
に向けた取り組みを中核人材の育成を兼ね
て行う事を推奨したい。経営人材難を嘆く
企業は多いが、上記のような取り組みを通
じてミドルリーダーが頭角を現すことは珍
しくない。弊社は、ミドル人材に対するス
キル移転も含め、より多くの企業変革のご
支援に関わりたいと考えている。�

●人を活かす経営システム（経営基盤）
●実行障壁を乗り越えるアレンジメント
（利害調整）

出所：フロンティア・マネジメント作成

経営基盤と人を活かす手法図表

小集団収支／自立型組織
（管理会計システム）

方針管理・評価／KPI設定
（人事評価システム）

ミドルチーム形成／規範・環境
（意思決定システム）

経営基盤

実行基盤 変革基盤

人を活かす手法

戦略

組織構造

人材

経営
システム コアスキル

価値観

経営
スタイル

組織において変革が困難を伴うのは周知の通りである。戦略により方向性、合理性を
示すだけでは足りない。より重要なのは、経営層と現場層のベクトルを継続的に合わ
せる仕組みであり、現場の実践知を重視する慣習を上手く活用することで、変革の実
現性を向上できる。

本社のイニシアチブ

人を活かす経営システム

変革マインドの重視

経営スタイルの変更
事例

コアスキルの構築
事例

価値観のバージョンアップ
事例

人を活かす意義

変革への取り組みの成果

変革への取り組みの紹介

名古屋工業大学工学部、カリフォルニア州
立大学ノースリッジ校経営学部卒業。アク
センチュア㈱、メリルリンチ日本証券㈱を
経て、2007年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。2015年にマネージング・
ディレクターに就任。2008年ハローフー
ヅ㈱社外取締役、2010年㈱ウィルコム事
業管財人代理に就任。

Katsuji YANO

矢野 勝治

コンサルティング第2部
マネージング・ディレクター
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　「BPR」（Business Process Reengineer-
ing）は、1990年代に世に生み出された概
念であるが、「コスト、品質、サービス、ス
ピードのような、重大で現代的なパフォー
マンス基準を劇的に改善するためにビジネ
ス・プロセスを根本的に考え直し、抜本的
にそれをデザインしなおすこと」と定義さ
れる。「業務改善」と同義にとらえられが
ちであるが、「既存の概念やプロセスにと
らわれることなく顧客志向で組織やプロセ
スを一から見直し、白紙の状態から再設計
することで、業務量・スピード・品質等を
（数％程度の改善ではなく）大幅に向上さ
せる」ものであり、抜本的なBPRは、競合
から遅れをとっている場合や、競合を大き
く引き離す場合に、非常に有効な手段であ
るとされている。

　BPRの一般論は巷に情報があふれてい
るため詳細説明は割愛するが、BPRで実
施するべきことを単純化して述べると概ね
以下のような点に集約できる。

　要するに、会社が設立されて以降、必要
性の観点から自然発生的に業務が行われ、
脈々と現場で受け継がれていく間に結果と
して複雑かつ重層的な組織・プロセスと

なっているものを抜本的に見直す、という
ことである。

　昨今は、様々な産業の企業で経営主導に
よる「全社BPRプロジェクト」が立ち上が
ることがよくある。ここでは、事業環境に
鑑み、短期もしくは中期的に業績改善が必
要となることが見込まれる企業や事業にお
いて、「収益改善」に主眼を置き、全社の
全業務（プロセス）を対象として、「業務
量を圧縮」＝「現行業務を行うに要する人員
数を最低限の水準まで低減」して、その分
コスト削減効果を得るか、もしくは捻出さ
れた人員を更なる収益獲得に回すことを目
的としていることが多い。

　限られたメンバーで「全社」の「全業務」
を対象に抜本的なBPRを一気に行うこと
は現実的には難しい。そのため、ある程度
アプローチを標準化して、BPRにあたるこ
とが望ましく、全体の立てつけとしては、

とするのがよいと考える。

　1に関しての手法は【図表】の通りだが、
本稿では、弊社のこれまでの経験を通して
全社BPRプロジェクトを成功させる上で
特に重要と考えるポイントを体制、手法、
適用範囲につき、それぞれ述べていきたい。

　最も重要な点として、プロジェクトの実
施体制があげられる。全社プロジェクトな
ので各部署がそれぞれに検討を行い、事務
局は権限もなく事務的にそれを集約する役
割を担っているのみ、という推進体制が散
見されるが、この体制では全社BPRは成
功しない。単に各部署で多少の業務改善が
行われるにとどまり、コストがかかるだけ
で、本質的なBPRはなされず人員捻出効
果も出ないからである。BPRは組織横断か
つ抜本的に推進していくべきものであるの
で、権限のある部門（経営企画部門が望ま
しい）を主管部門として設定の上、役員ク
ラスがプロジェクトオーナーとなって直
轄・権限付与し、トップダウンで組織横断
の改革を推進していく体制が望ましい。ま
た、改革プラン策定後のフォローこそ、改
革の成否を左右するものであるため、計画
策定時に旗振り役となった部門が引き続き
全体を統括し、各方面から挙がってくる課
題の管理、解決策の提示、ステアリングコ
ミッティーへの報告等、BPRの実行フェー
ズを推進するための核となって機能し続け
ることが必要である。なお、当該部門は実
態としては兼務者だけで構成されること
が多いが、専担者を最低でも1名設置する
ことが望ましく、弊社が経験した成功事例
では、極めて優秀な専担者が最初から１
名（途中から３名に増員）アサインされて
いた。

　「現行業務に過度にとらわれることなく
改革する」ことがBPRの本質であるものの、
それを行うためには、逆説的かもしれない
が「現行業務の棚卸」が欠かせない。よく、
棚卸を割愛して「改善テーマの洗出し」を
行って「それらへの対応」を行うアプロー
チが取られることがあるが、「全社BPR」
の場合は改善効果を積み上げて人数を圧
縮することも意図することから、各部門・
各社員の現状の業務内容及びそれに要す
る時間の洗い出しは必須である。技術的に
は、共通フォーマットの調査票での調査の
実施、サンプル提示による記載水準の平準
化、仮説を確認できる形での調査の実施（社
内報告会に対する準備と参画の時間を改
善する必要があるなら、それを抽出できる
ようにする等）、といったポイントが挙げら
れるが、何より重要なのは、その業務がど
の程度の経験、言い換えれば人的単価で
遂行できるかを明確にする、ということで
ある。（業務習得に相当な期間が要すると
考えられていた業務について精査すると、
実際は半年で十分であったということもよ
くある。）
　終身雇用を維持したままでも会社が回っ
ていた時代は問題なかったが、その前提が
崩れた今、単価の高い人間が低単価の人
材（パートを含む）で代替できる労働を行
うことは許されない。狭義のBPRではプロ
セス変更に主眼が置かれがちだが、経営的
観点からの全社BPRでは、プロセスの変
更は行わなくても「担い手の変更」による
収益改善は立派なソリューションとなりえ
る（一概には言えないが、弊社の事例では、
パート化が不十分な会社では大抵１割程度
（100名の組織なら10名程度）は容易にパー
ト化可能である）。なお、低単価な労働力
へのシフトは、物理的に人を入れ替える以
外にも、人事制度をそれに見合ったものに
変更する（キャリアパスを明確に分け給与
カーブを低位に抑えるコースを設定する
等）という手段もあり得る点も念頭に置い
ておくべきである。（ただし、後者の実施

は交渉と移行に一定の期間を有する。）

　弊社のこれまでの経験から申し上げると、
プロジェクトにおいて積上った業務量削減
の内訳は、「なくすことが可能な業務」を丸
ごと切り捨てることによる効果の占める割
合が非常に大きく、事例にもよるが、内訳
の5割に近い水準となることもある。これは、
プロセス変更は数10％程度の改善効果し
か生まないが、業務をなくすと業務量全体
が削減されるからである（実際は、「大幅
圧縮」にはなるものの、ゼロにはならない
ことも多い）。ただし、「なくす業務」を特
定し意思決定していくには、業務プロセス
の視点に加えて「その業務が生み出す付加
価値（利益）」にまで検討範囲を拡大させ
る必要がある。その業務が絶対的に（時に
は相対的に）見合った利益を創出している
か検証することで、必要性が確認できない
場合に業務そのものをなくすという選択肢
が出てくるからである。このアプローチは、
バリューチェーン上にある研究・開発、生産、
営業部門の業務に向いており、弊社の事例
では、営業拠点や生産拠点は言うに及ばず、
不採算な販売チャネル（直販店等）、取引先、
新規事業やブランド・商品群等の廃止がよ
く発生する（ただし、それぞれその将来性
に留意が必要）。また、間接部門も付加価
値という観点では社内を含めたステークホ
ルダーからの評価（360度評価等）をベー
スにその機能や存在意義を一から見直すこ
とが可能である。弊社の事例では、20人～
50人単位で人員数が圧縮可能となったケー
スもある。

　BPRは「業務プロセス改革」の方法論で
あるが、これを「全社BPRプロジェクト」の
形で経営的視点から取り組むと、狭義の
BPRで到達できなかった効果を生み出す
ことが可能となる。ただし、その分難易度
も高くなることから、トップがコミットした
うえで、しっかりとプロジェクト体制を整
備し、方法論にのっとり粛々とこれを推進
することが重要である。�

出所：フロンティア・マネジメント作成

BPRによる業務の仕分け図表

手 法

業務プロセスの廃止、大幅縮小

業務量の削減（プロセス見直し）

適正レベルの職位への業務移転

業務プロセスの所属部門の適正化（移転・集中）

業務プロセスの外部化（アウトソーシング）

昨今、事業会社や金融機関で「全社BPRプロジェクト」が立ち上がるものの、戦線が拡大・拡散して収拾がつかず、結
果として思うような成果が上がらないことがよくある。本稿では、「業務を抜本的に改革すること」を目指しつつも、一方
で「確実に成果を出す」ための全社BPRプロジェクトの進め方について考える。

「BPR」の着目点

「BPR」の定義

「全社BPRプロジェクト」
立ち上げの背景

全社BPRプロジェクトの
進め方

実施体制
ポイント①

業務の棚卸の手法
ポイント②

業務の取捨選択
ポイント③実践的な

「全社的BPR」の実施

BPRとは

終わりに

【参照資料】
『リエンジニアリング革命』（M・ハマー＆J・チャンピ―）
（日本経済新聞社）

1定型的な分析手法でプロジェクトを
推進

2その中で本質的なテーマをピックアッ
プの上優先順位をつけて個別に検討・
対応

●プロセス（業務）を自然な流れで行う
●複数の仕事を一つにまとめる
●最適な場所で仕事を行う

早稲田大学商学部卒業。アクセンチュア㈱、プライスウォー
ターハウスクーパース㈱等を経て、2013年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。間接業務のコスト削減、生産
現場の改革、種々の業務プロセス改革等、現場業務の改革
実行支援の経験を有する。

Norio FUKUHARA

福原 則夫

コンサルティング第3部
シニア・ディレクター

東京大学工学部卒業。1993年にアンダーセンコンサルティ
ング（現、アクセンチュア㈱）に入社。その後㈱産業再生
機構を経て、2007年にフロンティア・マネジメント㈱の
設立に参加し、マネージング・ディレクター並びに執行役
員に就任。消費財メーカー、小売・流通企業、金融機関等
に対する各種コンサルティングプロジェクトで案件を主導。

Masaya YAJIMA

矢島 政也

執行役員
コンサルティング第3部長
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　金融庁による2003年のリレーションシッ
プバンキングの機能強化に関するアクショ
ンプログラムの公表以降、地域金融機関等
に対して企業の目利き力向上やコンサル
ティング機能発揮が求められてきた。2014
年には、人口減少時代に備えて、事業性を
評価する融資の促進等が講じられ、事業性
の評価に対する重要性は一層高まっている。
　かかる状況下、弊社においても成熟期か
ら成長鈍化期における同族企業の事業性
評価事案が近時増えており、特に業歴50
年超かつ２～３代目社長の同族企業の案件
が目立っている。

　同族企業は、日本では税法で明確に定義
されているが、一般的には、一族によって
株式の多くが所有され、経営に関する支配
権を有し、一族のメンバーが代表権のある
役職に就任している企業を指している。
　同族企業の主な特徴として、株主と経営
者が一体化している、長期的視点からの経
営が可能である、家族的である、経営者が
孤独になりやすい、という点が挙げられる
が、最大の特徴は「１人の経営者が20～30
年の間隔で経営にあたるため、外部環境の
変化による戦略転換と事業承継による戦略
転換が必ずしも一致しない」ということに
ある。特に成熟期から成長鈍化期の同族企
業においては、戦略転換の巧拙がその後の
取引金融機関とのリレーションに与える影
響が大きいと言える。
　そこでここからは、沿革を通じて、代々

の経営者による戦略転換の見るべきポイン
トを解説したい。

　戦略転換とは、経営者がビジョンと企業
戦略に基づいて、取りうるべきポジショニ
ングとリソース配分を見直すという意味で
使用している。しかし、中堅中小の同族企
業では、一族と会社の利害のコンフリクト、
会社における従業員や取引先とのコンフリ
クト、等の様々なしがらみが存在し、結果
として、場当たり的な対応に終始し、ビジョ
ンや企業戦略が存在しないケースも多い。
　一方、前述の通り、1人の経営者が20～
30年の間隔で経営にあたることから、沿革
を見ていくと、その経営者の戦略志向や癖
が自ずと見えてくるものである。従って、沿
革は戦略転換を見るための極めて重要な資
料であり、これまで代々の経営者が行って
きた意思決定の記録となるものである。
　弊社では、この沿革を活用し、過去の経
営者の「ポジショニングの志向」と「リソー
ス投入」、それらの「意思決定の背景」を
整理し、これまでの戦略転換の巧拙を明ら
かにすることが、将来の事業性評価を行う
上で極めて有効と考えている。

　各々の事業には必ずライフサイクルが存
在し、一般的には、創生期、成長期、成熟期、
成長鈍化期（淘汰の時期）、衰退期、の5つ
のステージに分けられる。本稿で対象とな
るのは、主要な事業が成熟期、成長鈍化期

の同族企業であるが、中には様々な事業を
複数展開している企業も散見され、事業毎
にライフサイクルが違うことも多い。
　これは同族企業が発展する形態として、
アンゾフの事業拡大マトリックスをベース
に例えると【図表】、「⒜既存製品/サービ
ス＆既存市場/エリア」が成熟する前に、
「⒝既存製品/サービス＆新市場/エリア」
「⒞新製品/サービス＆既存市場/エリア」
と拡大し、更に「⒟新製品/サービス＆新
市場/エリア」に展開しているケースがよ
く見られることにある。
　代々の経営者は、在籍期間中にどのよう
なポジショニングの志向にあるのか。過去
の事例では、成長期から成熟期にある事業
において、本来であれば⒜のポジショニン
グを維持し競争優位を構築すべきところ、
⒝や⒞、または一気に⒟に戦線を広げて
いるケース（浮気型）がよく見られる一方、
⒜が衰退期に差し掛かっている事業にお
いて、これまでの戦略に固執し、⒜にリソー
スを重点投入し、⒝や⒞にリソースを投入
せず戦略転換が図れていないケース（執着
型）もよく見られる。
　これらは一例であるが、ポジショニング
をパターン化することによって、経営者の
癖が見えてくると同時に、事業のライフサ
イクルとポジショニングの適合性を概ね掴
むことが可能となる。

　各々の事業にはリソース投入の定石があ
る。最も一般的な例では、ライフサイクル
に応じて、成長期にはシェアを高めていく
ために必要なリソースを一気に投入してい

く必要がある一方、成熟期や成長鈍化期（淘
汰の時期）については、シェアを維持して
いくために一定のリソース投入を行いつつ、
他の事業にリソースを割いていく必要があ
るという考え方である。成熟期や成長鈍化
期において対象事業に大きな投資を行って
いる場合には、沿革を通して、その後、戦
略上の優位性が構築できているかという点
を読み取っていく必要がある。
　また、優位性構築の可能性と競争上の戦
略変数が多いか少ないかという2つの視点
から事業の経済性を見ることも重要である。
特に中堅中小の同族企業では、分散型事
業や特化型事業が大勢を占めるものと考え
られるが、分散型事業であれば、特定エリ
アでのシェア拡大を図り、規模型事業への
足掛かりとなるリソース投入が行われてい
るか、または特定セグメントに対して競争
優位を構築するためのリソース投入が行わ
れているか、さらに、特化型事業であれば、
主要な競争要因に合致する形でのリソース
投入が行われているか、などを照らし合わ
せて、設備投資額や人員数などを確認する
ことによって、リソース投入量が適切で
あったかという点を読み取っていく必要が
ある。
　ただし、これらは機械的にフレームワー
クに当てはめるというものではなく、ヒア

リング等を通じて、より実態に迫ることが
求められることは言うまでもない。

　同族企業における意思決定は、一族の
様々な感情や葛藤の中で、必ずしも合理的
でない判断で行われることのほうが多い。
特に、ビジネスと一族の感情の対立や一族
の世代間の対立の中で、どのような意思決
定が行われているかという点を読み取って
いく必要がある。
　例えば、現社長の在任期間が長く、事業
承継がスムーズに実施されていない中で君
主型となり偏った意思決定が行われている
事例や、反対に、現社長の在任期間が短く、
前社長の影響力が強いことから自分の思う
ような意思決定が行われていない事例等が
これまでもよく見られている。これらも社
長就任の年月や組織の変遷等の情報を基
に、沿革を見ながら、きちんとした戦略転
換が図れているのかを読み取っていく必要
がある。

　永続してきた同族企業の現存する事業

は、進化の過程での歴史の産物である。事
業性評価においては、限られたスコープの
期間において実態を把握しがちであるが、
歴史観を持って事業性評価を行うことはよ
り深く実態を把握することに繋がる。また、
深く実態に迫ることにより、対象企業との
関係構築が上手に図れるものと信じている。
沿革はそのための貴重な情報を与えてくれ
る。
　以上、「同族企業における経営分析の視
点」について述べてきたが、同族企業の経
営分析はそもそも様々な視点からの見方が
あり、一つの参考として頂ければ幸いであ
る。�

事業拡大マトリックス図表

出所：アンゾフの事業拡大マトリックスを基にフロンティア・マネジメント作成
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事業性評価に注目が集まる中、企業の歴史観を的確に持つことが重要となっている。
本稿では同族企業に焦点を当て、弊社関与事例を念頭に置きながら、
経営者の意思決定の記録である沿革に基づいた過去の振り返りの重要性について考察する。

同族企業の特徴

事業のライフサイクルと
ポジショニングの適合性

ポイント①

各事業における
リソース投入量の適切性

ポイント②

意思決定の背景
ポイント③

歴史観を持つことの
重要性

戦略転換を見る
3つのポイント

はじめに
本来は

重点投資すべき領域
本来は

見極める領域

日本大学経済学部卒業。日本証券アナリス
ト協会検定会員。三菱銀行（現、東京三菱
UFJ銀行）入行。㈱KPMG FASを経て、
2013年にフロンティア・ターンアラウン
ド㈱に入社。2014年にフロンティア・マ
ネジメント㈱に転籍。

Takashi GOTO

後藤 尊志

事業開発第1部
シニア・ディレクター
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　まずインドと日本の事業環境の違いを述
べたい。筆者がアメリカ、インドおよび日
本での勤務経験を通じて感じていることは、
日本では企業間や個人間において信頼関係
があるため、物事の進み方がある程度予測
可能であるといえる。
　しかし、インドの場合は少し異なる。イ
ンド企業との交渉時に、理解できない相手
方の思考や行動に遭遇することが多く、日
本では「インド（でビジネスをするのは）
は難しい。」という声をよく聞く。なぜその
ようなことが起こるのか？ 次のような歴史
的背景を理解することで解決の糸口が掴め
ると考える。

　現在のインド経済およびプロモーター

（後ほど詳述）の考え方を理解するため、イ
ンドの過去70年間の歴史を見てみたい【図
表1】。インドは1947年に独立したが、その
前250年間は大英帝国に支配されていた。
そのため、民間企業の設立は増えず、1947
年までにいくつかの大きな財閥のみが存在
するだけであった。タタおよびビルラグルー
プがそうであり、インド全域にわたる事業
展開に成功した。他方、今でこそ大財閥で
あるゴデゥレージグループ、ワディアーグ
ループ、ムルガッパグループ等は、独立当
初は地方財閥であった。その後1980年代後
半頃までも、インド政府の大型基幹産業の
国有化政策や中小企業設立規制により、民
間企業は増えることはなかった。
　地域で見ると、独立後間もなくパキスタ
ンからヒンズー教の人々がインド北部や中
央部に移住してきた。彼らはパキスタンで
自己の財産を失ったため、インドでは起業
するよりも安定的な政府系の企業に就職し
た。そのため、この地域で大規模な民間企
業は創立されなかった。

　1980年代後半以降になり、独立後の第2
世代は企業家精神を持って事業拡大に取
り組んだ。現在の中堅企業およびIT業界の
大企業の多くは1980年代に設立された企業
である。1991年のインド政府による経済解放
後、海外直接投資（FDI：Foreign Direct 
Investment）の第1波の到来、有名大学出
身の優秀な人材の増加等、様々な要因が重
なり、民間企業の成長が加速化した。1995
年から2011年は成長率が最も高かった期間
である。この間、インドの経済は大きく変貌
したといえる。例えば、地方企業の全国展開、
中堅企業の大企業化、大企業による海外進
出等である。しかし、直近３年間は、景気が
低迷しその影響で、特に資本集約型産業の
多くが財政困難に直面している。

　インド証券取引委員会SEBIの規定では、
取締役の任命あるいは会社運営又は事業方

針を直接または間接にコントロールできる
法人／個人を「プロモーター」と呼ぶ。また、
一般的に株式を保有している人達および親
族を「プロモーター一族」あるいは「プロ
モーターグループ」と呼ぶ【図表2】。
　日本企業にとって、その一族内の人物の
相関関係を理解することも重要となる。プ
ロモーター一族の中心人物（達）を「メイ
ンプロモーター」と呼ぶ。メインプロモー
ターは、会社の経営に積極的に関与する。
メインプロモーター以外のビジネスプロ
フェッショナルも会社経営に関与すること
があるが、彼らはプロの経営者でありプロ
モーターではない。では、誰と交渉をすれ
ばいいのだろうか？
　対象企業の①事業運営、②会社所有、③
会社売却時における意思決定権は誰にあ
るのかを見極めることが必要である。プロ
モーターでない経営陣の関与のレベルは、
事業規模あるいはプロモーター一族の考え
方によって変わる。大企業以外の企業にお
いて、プロモーターでない経営陣は売却の
意思決定がないといえる。実際、いくつか
の中堅企業の売却案件で経営陣が買収候
補者と交渉を行うが、その場合も意思決定
者はプロモーター一族であることが多い。

　一般的にインドでは、父親、父親の兄弟、
それらの息子達がメインプロモーターであ
る。姉妹はあまり経営に関与しない。息子
の権限はその企業の歴史と当人の年齢によ
る。また、大企業および中堅企業の一部（特
にサービスやIT業界）では、娘も積極的
に経営参画する。日本企業にとって、相手
側の家族構成や各人の人生設計に関する

情報は重要であり、それを知ることができ
れば、交渉を上手く進めることができる。
例えば、一部のメンバーだけが株式の早期
売却をしたい等、足並みが揃っていなかっ
たりすることもある。また、会社のブランド・
知的財産を保有する会社がある場合、家族
の複数のメンバーが別々に地域毎でブラン
ドを使用出来るようなライセンス契約が締
結されている場合がある。その場合には、
ライセンスを持っている全てのメンバーと
交渉しなくてはならない。

　1995年から2011年までは、インド経済が
最も好調な期間であったが、最近の３年間
は状況が一変した。このことがプロモー
ターの心理にどのように影響を与えている
かを理解しなくてはいけない。
　多くのインド企業は1980年代に設立され
ており、その後30年間の成功体験は大きい。
しかし、彼らは実は精神的に不安な部分も
ある。彼らにとって昨今の景気低迷は初め
ての経験であるため、会社や一族の将来へ
の不安が高まっている。グループレベルで
財務的な困難に直面しているため、特に産
業財等の資本集約型企業においては、グ
ループ内企業の売却、外部からの資金調達
を目的としたM&A案件が増えてきている。
着目すべきは、彼らは他のM&A事例での
実績を自社の株式価値の参考として使わず、
グループが必要なキャッシュに基づいて考
えることが多い。従って、日本企業が、相
手のグループ全体の財務状況を把握出来れ
ば、上手く相手方と交渉できることになる。
　逆に、キャッシュニーズのない企業は特
別な問題があるわけではないため、マー

ケットバリューを上回る“プレミアム”を希
望する。彼らの考えとして、「自分は過去
大変な事業環境でこの会社を作り育てた。
高いプレミアムが付与される場合だけ、売
却を検討する。」というスタンスであること
が多い。概して、交渉のためには、相手の
財務状況や心理状態を把握する必要があ
る。そのため、現地の知識やノウハウを有
するアドバイザーは必要不可欠である。

　プロモーターは会社への愛着心が強く、
M&A交渉の最終段階で突如売却を中止し
たり、売却後も継続的に会社運営に関与し
ようとする場合がある。そのため、支配権
の異動を伴うM&Aでは、メインプロモー
ターの処遇が重要となる。彼らは、取引後
も影響を持ち続けたいと思うことが多い。
日本企業側も継続的な協力が必要なことも
ある。そのため、例えば交渉の際に「創業者
を名誉会長とし、一族メンバーはこのように
継続関与頂く」という提案を通じ、こちら
からプロモーター側に対して尊敬の念を表
わせば、他社とは違う特別な買収候補者で
あるといった印象を与えることができる。

　インド企業との交渉では、対象企業の歴
史やプロモーターがどのような環境にある
のか、その情報をいかに収集し交渉戦略に
反映するかが成功のカギになる。インド企
業側の動きに振り回されることがないよう
交渉戦略を都度立てながら進めることが必
要となる。�

出所：フロンティア・マネジメント作成

インドの歴史と経済図表1

出所：フロンティア・マネジメント作成

インド企業とプロモーターとの関係図表2

1947 1980 1991 1995 2011 2014（年）

歴
史

インド独立 経済開放

経
済

所有企業

1メイン
　プロモーター

プロモーター一族・プロモーターグループ

3経営陣（ビジネスプロフェッショナル）

●リライアンス財閥・
ブハルティ財閥設
立

●独立運動の影響が
小さい地域にて小
規模企業の設立が
相次ぐ

●全国規模の財閥は
タタ一族・ビルラ一
族のみで、両家以
外は地方企業・財
閥の段階

●250年間の英国
支配

●大型産業・基幹
産業の国有化

●独立運動第2世代
が新事業を開始

●現在の中堅企業・
地方企業の大部分
が設立

●FDIによる投資活
動の第一波、ITブー
ムが発生

●多数の地域企業が
全国展開開始

●大部分の産業が強
い成長を果たし、
大企業は海外進出
を開始
●グローバル企業の
インド参入開始

●経済成長に伴い都
市化及び近代化、
社会環境が変化
（バブル状態）

●資本集約型産業が
不良債権化

●景気低迷化、“事業
資産に対する課題
が量から質へ転換”

一族の意思決定者

2その他一族の
　株主

持分の多寡や一族内での
地位により決定権がない

地方企業ではメ
インプロモーター
が大部分を占め
るが、大企業では
プロの経営者に
委託する

インドのM&Aでは、インド経済の歴史的背景およびプロモーターの現在の状況を
理解することが成功確率を高める。

日本とインドの
事業環境の違い

インドの創業者：
プロモーター

プロモーター一族内の
関係の影響

買収後のプロモーターの処遇

最近のプロモーターの心境

結論

インド企業発展の歴史

デリー大学CS 、IIM大学MBA卒業。 アメリカン・エクス
プレス社を経て、2007年コタック投資銀行に入社、
2012年にヴァイスプレジデントに就任。 2013年にコ
クヨ㈱（東京）に入社し、M&Aおよびアジア戦略のチー
ムリーダーとして勤務。2015年、フロンティア・マネジ
メント㈱に入社。米国、インド、日本において、10年強
のクロスボーダーM&A、事業開発の経験を有する。

Ritesh SHARMA

リテッシュ シャルマ

ファイナンシャル・アドバイザリー
第2部
シニア・ディレクター
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　経営変革を求める環境条件、例えば銀
行など既存債権者主導で資本注入がない
経営再建と、資本注入がある場合との違い
として、第一に、企業の業況・ステージの
相違が挙げられる【図表】。既存債権者が
主導するのは、債権価値が毀損する危険性
が高まった場合が多い（E）。他方、資本
注入による経営変革は再生期に留まるもの
ではなく局面は広がる（A～E）。
　次に、対象企業が企業価値を毀損して
いる場合は、まず企業価値をニュートラル
に戻すコスト削減・構造改革などの引き算
が基本の対応と言える。一方、新たに資本
注入する投資家は、引き算は当然のことと
して、プラスアルファの価値の創出（バ
リューアップ）、足し算を求めもするだろう。
　第三に、資本注入に伴い資本構成が変
化し、ガバナンス構造も異なる。資本注入
を行う主体は、大別すると、いわゆるフィ
ナンシャルバイヤー（投資ファンド等）と
戦略的バイヤー（事業会社等）に分けられる。
しかし、投資家がいずれであっても、独立
した企業としての価値とともに、投資の意
図に合った経営・事業の戦略転換、経営変
革を求めることは共通と考えられる。あえ
て言い換えると、対象会社の既存資源を活
用しながらイノベーションも志向する「リ
ノベーション」が資本注入がある場合にお
ける企業変革のゴールと言えるだろう。

　リノベーションの主眼は、経営・事業戦略、

オペレーション、組織・経営機構の変更、
そして何より業績結果となるだろう。
　第一に、経営・事業戦略では、例えば既
存事業の統廃合やロールアップ、また海外
展開、新規チャネル開発、他社との戦略的
提携等の新たな方向性が掲げられる。加え
て、スマートフォン等の進展に伴い既存の
国内市場では消費者接点（タッチポイント）
のオムニ化、コンテンツ・マーケティング
等への対応がなされるようになっている。
　第二に、オペレーションでは、上記の戦
略を実現するために、バリューチェーンや
サプライチェーンのどこを補強投資し、逆
にどこを短絡化するか、何を共用して活用
しシナジーを得るか、製品・サービスの
キャッシュ化速度等が主眼となるだろう。
資本注入は事業・設備投資の自由度の向上
に繋がるが、同時に安易な投資にならない
ようモラル・ハザードに対する注意も要す
る。対象企業の経営者の、思い通りに何で
も買えるという誤解が不満に変わったり、
投資側にとっては対象会社との軋轢も起こ
り得る場面でもある。
　第三に、組織・経営機構面では、取締役
会等の合議体、経営判断に資する経営情
報のあり方、管理会計・業績評価等のマネ
ジメント＆コントロールの整備他新たなガ
バナンス構築に力点が置かれる。
　投資家にとってのゴールである企業価値
向上は、現場の従業員にとっては漠然とし
ており、行動変容を促す目標にはなり難い。
大目標“Wildly Important Goal”は現場単
位のKPI（Key Performance Indicators）
に分解・展開され、数値化され、モニタリ
ングされ、現場の行動の変容や促進を補強
するものでなければならない。昨今では、
主体的に目標に誘因するゲーミフィケー

ション※等の考え方も体系化されつつある。
　新たな投資家は制度的には統治者で
あっても自動的に組織的な統治者になり得
るとは限らず、既存従業員との情緒的な繋
がりの形成が必要となる場合もあるが、時
間が不足しがちな投資側担当者にとっては
負荷になることもあろう。投資家から旧経
営陣には、インフォーマルな組織運営から
フォーマルな組織運営への転換を求められ
ることもある。

　前述の視点を交えつつ、筆者が関与した
ファンド出資の中堅企業、事業会社出資の
ベンチャー企業の事例を紹介する。

　対象会社は、PEファンドから出資を受け、
駅前立地の小型店舗中心の店舗構成中心
から、商業施設内の大型アミューズメント
中心へと戦略転換を図ったものである。詳
細な投資スキームの説明は割愛するが、事
業譲渡での第二会社方式が用いられた。
　経営陣は、ファンド側と元オーナーとで
構成され、元オーナーは社長として続投し
た。
　ファンドからの出資を得て、投資へのリ
スク許容度は変化した。従来の自己資金で
は、施設規模1,000坪を超える施設などは
不可能な投資であった。一方で、資金の死
蔵には目を光らせ、また、資金レバレッジ
を高めるために長期タームローン、また一
部でメザニン資金やノンリコース・ファイ

ナンスも調達、債権者は多様化した。
　一方、大型化に伴う坪効率の維持と施設
回遊性の両立は、事業運営上の重要なポイ
ントと位置付けられた。回遊させるための
接客技術やステージショーマンの育成、
POP改善強化等は、資金効率を担保する
重要な手段であるとし、スタッフ教育の充
実とアンケート等を通じた態度改善、回遊
率・複数立寄り等をKPIとしたPDCAを組
織統制の主軸とした。
　足元だけでなく、同業他社とのロール
アップという近い将来を想定し、相互送客、
機械の相互利用を目的とした社内システム
などのインフラを整備、顧客向け会員シス
テムの共通化等を推進した。
　こうした取り組みは、ファンド側担当者、
現場を知る幹部等の協働タスクフォースに
よって実施され、経営ボードに高頻度で報
告される体制となった。

　大手小売業がワイン等輸入食品の通販
ベンチャー企業を買収した事例である。買
収側としては、ワイン等高価格商品を購入
する顧客リストを高く評価し、新たなチャ
ネル・顧客層開拓を戦略目標とした。
　対象会社の経営者以下従業員は、ワイン
好きで会社を興した集団であったため、そ
の商品選定は趣味的かつ属人的であった。
また、ワイン類は時間が経つほど価値が上
がるという考えのもと、在庫回転期間を無
視した仕入れや在庫となり、資金は窮状に
あった。各バイヤーにはファンのような固
定客も付いていたため、彼らの独立心と専
門意識の高さを活かしつつ、財務バランス
とを両立させることが重要と考えられた。
　まず、営業管理者に対し、商品の在庫投
資粗利益率を目標として設定するよう指示
し、週次PDCA会議で内容をチェックする
運用に切り替え、業績評価もこれを基軸と
した。また、商品ストーリーやコンテンツ
の充実など定性的な取り組みは、ファン化
指標KPIとして、購買転換率・併売率、頻度・

単価・購買間隔などモニタリングするよう
可視化した。これらの結果、各バイヤーは
贔屓のワインとともに買収会社の商材の併
売提案も行うようになった。
　オペレーション面では、市街地にあった
配送倉庫は買収会社の倉庫との同居に変
更し、荷合わせによる配送コストの削減が
図られ、また、顧客満足度に大きな影響を
与える配送品質も向上した。

　次に、誰がこの経営変革・リノベーショ
ンを主導していくのかを整理したい。
　第一に、既存社員が挙げられる。例えば
キーマン条項に指定される人材が見出され
ることも少なくはないだろう。しかし、経
営チームを編成するには数として不足がち
で、しがらみにも巻き込まれやすい。
　第二に、ファンドの担当者や事業会社で
投資を担う担当者であるが、優秀かつ精力
的な方々が多い。一方で、多くの場合は少
数精鋭であり、人員的・物理的また体力的
にも自ずと限界がある。
　第三に、外部の経営人材の招聘も重要な
選択肢である。一方で、修羅場の中で、対
象会社の事業詳細を把握する識眼、組織
を率いる実行力、出資者への説明責任（ア
カウンタビリティ）を鼎立できる人材は母
数が少なく、調達できてもその時には投資

して相当の時間が経ってしまうこともある。
特に地方企業ではこの困難が増す。
　フロンティア・ターンアラウンドは、多
様な専門性を総合してチームとして当たり、
ファンド担当者・既存従業員・招聘人材の
誰とも組んで臨む。また、しがらみのない
立場を活用しての経営変革をリードする経
験を有し、既存債権者等のステークホル
ダーとの調整の経験も豊富である。何より
数値結果へのコミットを旨とするファーム
である。今後も増加するであろう資本注入
を伴う経営変革に対して、我々としても一
層貢献して参りたい。�

※ゲーミフィケーションとは「課題の解決やロイヤリティ
の向上のためにゲームデザインの技術やメカニズムを
利用する活動全般」を言う。

出所：フロンティア・ターンアラウンド作成

企業の業況とステージ図表

A 戦略が明確であり
実行されているか？

B 既存事業の収益を
いかに拡大するか？

E 構造改革による収益
回復を果たせるか？

D M&Aによる拡大を
成功裡に導けるか？

C 新たな成長の柱を
創出できるか？

０ t

創生期

企業価値

成長期 成熟期 再生期

前回は、資本注入を伴わない経営変革の事例を見てきた。
今回は事象を変え、M&Aを含む資本注入を伴うターンアラウンドの事例を概観したい。
生き残りから成長も志向したリノベーションがゴールになる場合である。

資本注入ある経営変革が
起きる環境

リノベーションを実現する
ターンアラウンド

資本注入を受け経営・戦略転向
を実行した企業例

ファンドが投資した
アミューズメント施設運営企業

事例①

事業会社によるワイン通販会社買収
事例②

経営変革の担い手とは

中央大学法学部卒業。信金中央金庫に入
庫、財務企画部・総合企画部・審査部等を
経て、PEファンド投資先の財務責任者と
して財務・経営管理に従事。2007年に楽
天㈱に入社、経営戦略本部、複数の事業責
任者を経て、2014年にフロンティア・ター
ンアラウンド㈱に入社。

Masashi HIRANO

平野 雅史

フロンティア・ターンアラウンド株式会社
シニア・ディレクター

外部第三者からの資本参加による
企業・事業の変革

経営改革の現場から
経
営
改
革
の
現
場
か
ら±

外
部
第
三
者
か
ら
の
資
本
参
加
に
よ
る
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業
の
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ゴールは経営・事業のリノベーション
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　中国の高度経済成長の源泉として、海外
からの直接投資受入れ（対内投資）は大き
な役割を果たしてきた。2000年代に入って
からは、政府部門から「分離」された大手
国有企業の経営が安定し（主な分野として
は、資源・エネルギー・電力、素材、重電、
自動車、インフラ、金融、流通、通信等）、
一方で、民営企業も育ってきたことから（同、
電子・電機、機械、流通、食品、薬品、小売、
不動産、IT、各種サービス等／国有事業の
払下げ含む）、中国政府は「走出去」（zou 
chuqu：外に打って出る、Go Global）と言
われる、中国企業の海外投資を奨励するよ
うになった。
　当初は海外における資源・エネルギー権
益の確保など、「国の意向」に基づいた戦
略的な投資が先行し、それゆえに受入国側
の安全保障上からの反発・拒否が散見され
た。その状況は現在も続いているが、次第
に対象国・地域、対象分野、投資主体は多
様化、分散化してきている。投資規模も、

分野ごとの濃淡・増減はあるものの、また、
近年の伸び率は多少鈍化しているものの、
総額としては着実に拡大している【図表1】。

　中国国務院商務部の公表したデータでは、
2013年の中国本土企業の海外投資の主な
投資対象分野の構成は「ビジネスサービス」
（25.1％）、「鉱業」（23.0%）、「金融」（14.0%）、
「流通」（13.6%）、「製造業」（6.7％）、「その
他」（17.6%）であった。
　ちなみに、「不動産」は3.7%で少ない印
象だが、こうした分類は実態を表していな
い可能性もある。例えば、「ビジネスサー
ビス」とは香港やオフショア地域等にある
持株会社株式の買収を指しており、資源・
エネルギー関係の案件が多いと推定される。
実際の投資分野が判然としない点では留
意が必要である。
　なお、現在は緩和されているようだが、
中国本土企業の海外投資において、従来は
1,000万米ドル以上の投資案件は中央政府

の認可が必要であった。そのため、民営企
業は海外投資に当たって国内手続きのス
ピードも考慮せざるを得ない状況にあった。
また、資金の出所によっては、香港等海外
拠点からの投資（外外の投資）というスキー
ムになることもあるが、こうした案件は政
府統計には入っていない可能性がある。
　投資先の国・地域という視点では、日本
への投資は総額の0.2％程度（2011年1.5
億ドル、2012年2.1億ドル）で、世上言われ
るほど大きくはない。投資対象も、経営不
振で再生を目指すような、対象日本企業が
リストラ過程にあるケースが多いと見られ
る。山東如意科技集団によるレナウンへの
出資（2009年、投資規模は40億円程度と
される）、蘇寧電機によるラオックスへの
出資（2010年、８億円程度とされる）等が
有名である。
　一方で、デフレを経験した日本の不動産
は、中国人からは十分に「安い」と見られ
ており、最近の円安傾向と相まってますま
す注目されており、日本のホテルや温泉等
への関心も高いようである。

　ここまで、中国企業による海外直接投資
の状況について全体として「着実に拡大し
ている」と述べた。フロンティア・マネジメン
ト上海が中国国内での報道をベースにまと
めた結果によると、2014年11月から2015年
2月までの約4か月間において、中国企業の
海外直接投資事例は40件以上に上った※。
　もとより全ての報道を網羅しているわけ
ではなく、限定された期間でのチェックで
あるが、対象業種も対象地域も多様であり、
投資主体となる中国企業、更にはその背後
で投資を奨励している中国政府の「意気込

み」が感じられる。

　弊社で収集した情報に基づき、あえて特
徴を読み取れば、以下の点が挙げられる。

　また、【図表2】に挙げた通り、日本企業
に対する投資も散見されるが、不動産投資
かファンドによる事業投資が多く、中国の
事業会社による日本の事業会社への投資
（買収）は、事例としては少ない。一方で、
ファンドによる投資は、売却案件からの類

推も含めて、堅実な技術を持った事業会社
がターゲットになっているようである。

　中国企業の目線はあくまでも成長する自
国市場であるが、既存製品・サービスの品
質向上に加え、環境・健康・流通等の新分
野や電子系などのハイテク分野への参入は
避けて通れないと考える経営者は増えてい
る。ゆえに、戦略的に日本企業の技術・ノ
ウハウを獲得し、それを中国国内で活用す
るための手段として日本企業への投資を行
う、という流れは、今後増加すると考えら
れる。
　日本企業への示唆という観点から注目さ
れるケースが、浙江水晶光電科技股份有
限公司による、オプトラン（埼玉県川越市）
への出資による筆頭株主化である。両社は
ともに光学部品・装置関連分野に強みを持

つ。中国側によれば、今回の資本提携を通
じて、両社は先端技術開発、新市場開発等、
双方の強みを持ち寄り、今後競争の激化が
予想されるグローバル市場での競争力の向
上を目指す。また、日本側の持つ国際財務
管理やリスク管理等、経営管理ノウハウの
共有にも期待している。
　このようなケースを代表例として、今後、
中国企業の日本企業への投資は【図表3】
のように、これまでのような経営再建企業
のいわばスポンサーのような立場（パター
ンＡ）に加えて、グローバル市場で生き残
るためのパートナー（パターンB）にもな
り得るのではないかと考えられる。
　中国企業の対日投資は変化しつつある。
日本企業としては、例えばマイノリティー
での出資受入れという選択肢も生じること
になり、自社の経営基盤強化という視点で
は十分考慮に値するものとなろう。�

※対象業種が資源・エネルギー・金融（銀行・保険・証券）
のケースは含まれていない。

❶対象国・地域は先進国（欧米）中心に
広く分散している。中では、日本人から
見るとやや意外感があるが、イタリア・
スペインといった南欧が目立つ。
❷対象業種は、製造業案件よりサービス
業・不動産案件が多い。
❸投資主体は一般の事業会社よりも、中
国国内で著名、かつ投資経験も豊富
なコングロマリットが目立つ。特に、復
星国際、中信集団（CITIC）、また事業
会社系だが活発にM&Aを行っている
上海の光明集団等が挙げられる。また、
保険会社は米英でのオフィスビル・複
合ビル投資に活発な印象が見受けら
れる。
❹事業会社による投資は、食品・環境・特
定技術といった分野で、買収先現地で
の展開よりも、中国国内への導入、展
開を志向している印象が見受けられる。

401,200

1,000

800

600

400

200

0

35

30

25

20

15

10

5

0

（%）

201420132012201120102009 （年）

（億米ドル）

出所：中国国家商務部公表データよりフロンティア・マネジメント作成

中国本土企業による対外直接投資額（金融分野を除く）図表1

注：本表は、商務部が各年の翌年1月に発表した速報値および伸率を、そのまま掲載している。ちなみに、2011年の数値
については、その後の発表である685.8億ドル（14.0%増）と比べて乖離が大きい。
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出所：中国内の報道等を基にフロンティア・マネジメント作成

中国企業による日本企業への最近の投資事例（売却案件含む）図表2
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【売却案件】傘下ファンドが96%保有。投資
額は約30億円。全株式を大塚化学に売却。

2014年11月17日、浙江水晶光電がオプト
ランの約20.4%の株式を買収、筆頭株主化
を発表。投資金額22億5,100万円。

2014年11月26日、子会社の海通国際が
同日本企業の全株買収を発表。
1.8万円（1182HKドル）

2014年12月、傘下投資会社が18億円にて
71.6%を取得と開示。5日に独親会社と合意。

【売却案件】2014年12月17日、傘下ファン
ドが石塚硝子（株）に全株を売却と発表。

2014年12月、購入完了と発表。8月のTen-
nouzu Citic Bank Centreに続く物件。

経営不振の日系企業のサポート
廉価での経営権・資産の取得

中国企業との連携強化による
中国・アジアへの投資・進出

出所：フロンティア・マネジメント作成

中国企業の日系企業に対する投資姿勢の変化（イメージ）図表3
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中国企業による海外投資は増加を続けているが、近年は投資分野・地域が多様化している。資源など国家戦略の観点か
ら海外に投資するケースが多かったが、今では民間企業の競争力強化という視点での投資も増加しており、日系企業を
戦略パートナーとしてとらえる動きも出ている。
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確にする必要がある。加えて、規制、土地、
技術・資本、流通チャネル、労働力、消費
者知識など、業種によって何が重要なポイ
ントとなるのかを把握しておく必要がある。

　現在のインドの中堅・地方企業の多くは、
1980年代に設立されたものである。1991年
の経済開放後、FDIによる投資活動の活発
化や多数の地方企業の全国展開が見られ
た。さらに1995年から2011年頃まで続い
た高成長期には、大部分の産業が高成長し、
大企業は海外進出を開始するとともに、グ
ローバル企業のインド参入が進んだ。しか
しながら、2011年以降はインド経済にも減
速が見られ、金利の上昇とともに、製造業
等の資本集約型産業で財政困難となる企
業が増加した。この時期、事業の「量から
質への転換」が課題となった一方で、IT・
eコマース業界が台頭した。
　インドの成功企業は、2005年以降業績悪
化を経験することなく成長を遂げたため、
過去の業績が良好に見えがちであるが、将
来計画の実現可能性に関しては慎重に検討
する姿勢が必要であると弊社シニア・ディ
レクターのリテッシュ シャルマは強調する。
また、過去数年で財政状態が急速に悪化し
た資本集約型の企業においては、売却によ
るキャッシュ・インだけではなく、財務体
質を改善するために資本を受け入れるイン
センティブも強くなってきており、日本企
業は、売り手企業の財政状態等も見極めた
上で、対応を決めていく必要があると。例
えば、一回のM&Aで100％買収せずに、支
配権獲得に必要な株数のみ取得し、残りの
株式は、買収後の業績に応じて追加取得す
るような手法も有効である。

　規制が複雑なインドへの参入のハードル
が高いことは間違いない。しかしながら、
規制の存在はチャンスでもあると、西村あ
さひ法律事務所の久保光太郎弁護士は指
摘する。インドの法制度を研究して、適法
に参入することで、巨大市場への扉が開か
れる。例えば、世界最大の小売である米国
Wal-Martは、100％まで外資参入が認めら
れている「卸売業」としてインド市場に参

入するという戦略をとった。
　インド現地には、コンプライアンスやガ
バナンスに問題を抱えている企業も少なか
らずあり、真の株式保有者、株主構成、関
係会社取引の把握や、現地情報プロバイダ
を活用した企業情報の収集や素性調査が
必要になる。特に、土地資産には注意が必
要である。現地の専門家も起用して、土地
の所有権、利用権、担保設定状況等の確
認が欠かせない。
　M&Aの代表的なスキームは、株式譲渡
と事業譲渡である。インドでは、株式譲渡
においては、クロスボーダー取引における
株価規制があり、公正価格と比較した譲渡
価格の高低が問題となることがある。一方
で、事業譲渡においては、許認可が承継で
きないなどの制約はあるものの、株価規制
を回避することができる。久保弁護士は、
株式譲渡と事業譲渡の両者の「いいとこど
り」をした二段階出資スキームを提案する。
すなわち、インド企業が子会社を新設し、
買収対象事業と、関連する許認可を当該子
会社に承継させる。その上で、日本企業が
当該子会社の株式を取得するのである。

　勢いのあるインド経済も、中国や他の新
興国と同様に、いずれは成長が鈍化してし
まうのだろうか。中国では経済開放後の
1979年から25年後に、GDPに変曲点（成
長率の低下）が見られた。インドは1991年
から25年近く経過した現在でも、成長率
が低下せずにGDPはさらに拡大を続ける
と予測されている。
　インドは多言語の国であり、東に住んで
いる人が西に行っても言葉が通じない。そ
のため、日本のように東京に人口が一極集
中して、短期に高成長して成熟するという
パターンではなく、インド全土に分散した
労働力が、外国から流入する資本や技術と
相まって、長期にわたる成長をもたらす。
インドの成長が持続する背景について、弊
社代表取締役の松岡真宏はこのような見
方を披露する。
　頭が象で体は人間。片方の牙が折れて
いる。ネズミに乗っている。ガネーシャは、
ヒンズー教では商業や学問の神とされて
いる。ガネーシャは、障害を取り去り、富
をもたらしてくれるという。政府間の取り
組みもあり、日本とインドの距離はかつて

ないほど縮まっている。インド市場に対す
る理解を深め、日本の資本と技術を適切
に導入すれば、日本とインド相互にとって
有益なビジネスが発展するであろう。今、
ガネーシャは日本に微笑みかけている。�

　インド市場の魅力は端的に「3D」である
とインド大使館のアルビンド・シン経済公
使は言う。一つは、今後も生産年齢人口の
増加が続き、2030年には生産年齢人口の
割合が中国を上回ると見込まれる理想的な
人口構成（Demography）である。
　また、インドの実質GDPは今後数年間に
わたり年率6.5%～7.0%で高成長し、低下
傾向にある中国の成長率を2010年代末に
は上回ると予測されているが、この先10年
間で中間層の消費が急増し、2030年にはア
メリカと中国を超えて世界最大となる需要
（Demand）を生み出すとされている。
　加えて、日本が産業・投資において協力
を続けてきたグジャラート州首相を長らく
務め、2014年5月にインド首相となったナ
レンドラ・モディ氏の政策に表れているよ
うに、インドには市場経済を基盤とする民
主主義（Democracy）がある。
　インドと日本は2005年からグローバル戦
略パートナーシップを組んでいる。2011年
には日本インド包括的経済連携協定（日印
CEPA）に調印し、現在160億ドルの取引
をしている。また、インドにとって、日本は
4番目に外国直接投資（FDI）が多い国で
ある。政府開発援助（ODA）は累計4兆円
以上に上る。インフラ整備の共同プロジェ
クトが進むなど、インドと日本の関係は年々
強化されている。

　インドのGDPの内訳をみると、新興国に

もかかわらず、IT産業の発展により三次産
業が6割を占め、二次産業が3割に過ぎな
いという特徴がある。これは、中国に見ら
れるように、二次産業の発展が先行し、三
次産業の発展が続くという、新興国に共通
する一般的なパターンとは異なる。逆に、
このことは、インドでの製造業の発展の余
地があることを示唆していると経済産業省
の笹路健通商政策局南西アジア室長は指
摘する。
　さらに笹路氏は、2050年には、GDPで
見て、中国、米国、インドが、3大経済大国
となるが、惑星が引力で引かれ合うように、
インドから中国、日本、アメリカにわたる
インド太平洋地域での協力関係が一層強く
なるとの見解を示す。かつては米国から欧
州にわたる大西洋にあった世界経済の重心
が、将来はインドと中国の近傍にシフトす
ると。
　一方で、インド市場の課題もある。電力、
水道、道路といったインフラの未整備、頻
繁な変更を伴う法制の不透明性、複雑な徴
税システムなどである。しかしながら、こ
れらの課題はインド政府も認識しており、
今後の解決に向けた取り組みが加速するで
あろう。また、インドに進出した日系企業
のうち、黒字企業の割合は5割と、アジア・
オセアニア地域では低位にとどまっている
が、実はここ数年では黒字化企業の割合は
上昇している。
　モディ首相は、近隣国を除けば、最初の
外遊先として日本を訪問している。これは、
欧米よりも日本に対する期待や信頼が高い
ことを示唆している。2014年9月の日印首
脳会談で、日本からの投資を促進するため

の窓口として、インド政府内に「Japan Plus」
を設置することに合意した。2014年10月に
は組織が設立され、3か月で約80社の日系
企業がJapan Plusを訪問したほか、日系企
業のプロジェクトの問題解決のために州の
規則の改正を実現するなど、成果があがっ
てきている。

　日本企業による対米国、中国のM&A件
数は2012年から2014年にかけて減少した
一方、対インドは2013年のインド国内の不
景気でいったん減少したものの2014年に
は増加に転じている。ただし、日本からイ
ンドに進出した企業数は2014年に1200社
余りとなったが、これは日本から中国に進
出した企業数の5％に過ぎない。インド企
業へのM&Aは、米国・EU企業が多く、日
本の2～3倍の数に上る。インド企業の売却
ニーズは、成長資金を得ることと、バラン
スシート改善に大別されるが、欧米企業に
よるM&Aが進展した結果、インド企業は
M&Aを熟知するようになったと、弊社常
務執行役員ファイナンシャル・アドバイザ
リー第2部長の光澤利幸は言う。
　日本企業によるインドM&A戦略は様々
であるが、主として①顧客追従型（自動車
部品メーカーが典型）、②市場開拓型（食品、
消費財メーカーが典型）、③開発強化型（人
材やノウハウを獲得）に類型化される。イ
ンド進出にあたっては、なぜ進出するか、
何をするか、いつするか、どこでするか、
誰とするか、どうやるかという5W1Hを明

日本とインドに働く引力
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弊社はインドを戦略的地域としており、2015年2月4日に銀行倶楽部にて、
インドM&A戦略をテーマとした弊社主催セミナーを開催いたしました。インド
大使館、経済産業省、弁護士事務所からの外部講師を交えた充実したプログラ
ムをご提供し、商社やメーカー等の大手企業様を中心に110名を超える方にご
参加いただきました。本稿では、当日の講演とパネルディスカッションの内容
を踏まえて、インド市場の魅力と攻略方法を探ります。

弊社はインドを戦略的地域としており、2015年2月4日に銀行倶楽部にて、
インドM&A戦略をテーマとした弊社主催セミナーを開催いたしました。インド
大使館、経済産業省、弁護士事務所からの外部講師を交えた充実したプログラ
ムをご提供し、商社やメーカー等の大手企業様を中心に110名を超える方にご
参加いただきました。本稿では、当日の講演とパネルディスカッションの内容
を踏まえて、インド市場の魅力と攻略方法を探ります。

インド市場の「3D」

規制の存在をチャンスに変える

インド経済の歴史と
M&Aの留意点

ガネーシャは日本に微笑みかける

インドM&Aの潮流

東京大学博士（理学）。スタンフォード大学
MBA。㈱三菱総合研究所を経て、2014
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Satoru MUTO

武藤　覚経営企画室長 兼 
営業推進室長

基調講演Ⅰ

アルビンド・シン氏
在日インド大使館経済公使

基調講演Ⅱ
パネルディスカッション

笹路 健氏
経済産業省 通商政策局
南西アジア室長

基調講演Ⅲ
パネルディスカッション

久保 光太郎氏
西村あさひ法律事務所
弁護士

フロンティア講演①
パネルディスカッション
モデレータ

光澤 利幸
弊社
常務執行役員

フロンティア講演②
パネルディスカッション

リテッシュ
シャルマ

弊社
シニア・ディレクター

パネルディスカッション

松岡 真宏
弊社
代表取締役

代表挨拶

大西 正一郎
弊社
代表取締役

司 会

柴田 宏樹
弊社
アソシエイト・ディレクター

インドM&A戦略セミナー
開催報告
ガネーシャは日本に微笑みかける

インドM&A戦略セミナー
開催報告
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　「SG50」。建国50周年を祝う国を挙げての
プロジェクトですが、そのピークはマリーナ
ベイサイドで開催予定のカウントダウン花
火でしょう。毎年恒例ですが、弊社オフィス
からも見えるこの花火も、今年で3度目を迎
えます。
　さて、シンガポール共和国は、国土の広さ
718.3㎢（＝東京23区程度）、現時点の人口
547万人（中国系74％、マレー系13％他の構
成）、名目GDP297,941百万㌦の国家規模で、
1965年8月9日に、当時のマレーシア連邦か
ら分離独立して出来た国家です。船舶寄港
地として地理的優位性を持っていたことか
ら、ポルトガルやオランダ、英国による植民
地支配があり、日本も「昭南島」として第二
次世界大戦の終戦まで治めています。その
後、マレーシア連邦結成に参加しますが、
イギリス植民地時代に流入した華人が人口
の大半を占め、マレー人と華人の平等政策
を進めるシンガポール人民行動党（リー・
クアンユー党首）と、マレーシア中央政府
のマレー人優遇政策との軋轢は、マレー系
住民と華人系住民との間で死傷者を出す暴
動にまで発展したこともあり、両者合意の
上で独立します。
　ところで、国家単位としては小国との位置
付けではありますが、シンガポールの2014年
人口一人当りGDPは56,113㌦と、日本（37,540
㌦）を上回っているアジア随一の大変豊かな
国家と言えます【図表】。具体的には、2007
年以来日本を越え、その差は広がり続けて
おり、2025年時点ではシンガポール：94 千㌦、
都市別高順位の東京都：49千㌦と、その格
差は更に拡大するとの試算もあります。
　建国50年で、これだけ豊かな国へと成長

したシンガポールと日本との間でその豊か
さが逆転し、かつ格差が拡大する背景には
様々な要素や背景がありますが、とくに今
回はそのうち、❶政治体制、❷経済政策、の
2点を切り口に相違点を検証します。

　建国以来、シンガポールでは、与党であ
る人民行動党が定数87議席のうち80議席
を有する実質一党体制であり、その安定し
た権威主義的体制下で、民意を意識した規
制緩和や、政府と官僚が一体となった直接
投資などを経て「抑制に対する不満と経済
成長の恩恵とがトレードオフされる」絶妙
なバランスを保ちながら上手く機能してい
る点は、日本との大きな違いです。次回総
選挙は2017年1月までに行われる予定です
が、これまで50年間、ほぼ一貫して経済成
長を遂げ続けている点には、政官の能力の
高さや協調性・先見性に特筆するべき点が
あります。一方、前回2011年の総選挙では、
野党議席数はその前の2議席から7議席に
増えており（総議席数も3議席増）、与党に
対する有権者からの信任（得票率60.1％：

過去最低）に少し変化が見られる点には注
目しています。

　シンガポールでは、バイオテクノロジー
やIT等の産業誘致や、アジア統括会社設立
誘致等、これらを呼び込むための優遇策や
税制を明快に打ち出しています。これまで
多くの国の植民地化を経て、現在では外国
を活用しこれを誘致することで「時間を買
う」と選択している点も、日本との違いか
と思います。他方、高所得者への税率引き
上げや、中低所得層に対する住宅政策など、
有権者を意識した経済政策も打ち出され
ています。

　シンガポールは、日本の一人当りGDPを
越え、これまで経験の無い領域にチャレン
ジする立場にある中、リー・クアンユー氏
亡き後のアセアン域内における勢力図の変
化の可能性を含め、弊社でも検証して参り
ます。�

　騰訊控股（テンセント・ホールディングス）
が提供するWeChat（微信）は、中国の若者
にとっては欠かせないコミュニケーション
ツールの一つです。WeChatは今やメッセー
ジ交換機能だけではなく、タクシー予約の
機能も持っています。2012年9月にサービ
スが開始された配車アプリの「滴滴打車」は、
タクシーの予約から代金支払までを簡単に
行える便利さが受けていますが、2013年4
月に騰訊グループの傘下に入りました。
　一方、アリババも2012年8月より、滴滴打
車と同様の機能をもつ「快的打車」のサー
ビスを開始しています（2013年4月よりアリ
ババが出資）。両社は電子タクシー予約市場
のシェアを二分していましたが、2015年2
月に合併を発表しました。合併後もそれぞ
れのブランドを存続させていますが、合併
によるシナジー効果が注目されます。
　今年2月の中国の旧正月は、「電子お年玉
大戦」が勃発しました。この主役もテンセ
ント（WeChat）とアリババ（アリペイ）です。
　WeChatの電子お年玉は、アプリのお年
玉機能を通して友人に「お年玉」をプレゼ
ントできます。受取側は、通知の受取後24
時間以内に画面をタッチするとお年玉がも
らえます。簡単で楽しい点が若者に大変な
人気を博しました。
　アリババグループの第三者保証決済アカ
ウントである「アリペイ（支付宝）」が提供す
る「口令红包（パスワード付お年玉）」は、「暗
証コード＋画像」を用いたクイズ形式によ
り正解者がお年玉をもらえるシステムです。
　WeChatでは2015年の旧正月の大晦日の

電子お年玉の発信・受取は総計10.1億回で、
前年の200倍となりました。旧正月期間全
体で32.7億回となったそうです。一方、ア
リペイは、大晦日当日の発信・受取総量は
2.4億回を超え、金額は40億元（800億円）
に達しました。

　中国では携帯電話でチャットをしたいと
思ったらWeChatを、支払をしたい場合は
アリペイを利用します。両社は国内の電子
商取引市場で既に確固たる地位を築いてい
ますが、今後は海外にも目を向けていくと
考えられます。
   テンセントの2014年8月公表レポートに
よると、WeChatの国内外のユーザー数は
4.38億人まで増加しています（有効ベース）。
今後は国内でのサービス機能強化を図ると
同時に、国際化を進める狙いです。一方、
2014年9月にはアリババがニューヨーク証
券取引所に上場して、218億米ドル相当の
資金を獲得しました。
   国際化というキーワードでは、アリペイ
の動きが注目されます。アリペイは2014年
４月に日本の楽天㈱と提携し、楽天傘下の
通販ショッピングサイトの楽天グローバル
マーケットがアリペイでの決済サービスを
開始すると発表しました。続いて５月には、
韓国のLotte.comと連携し、中国顧客をター
ゲットとしたサービスの提供を開始してい
ます。
   発展が急速に進む中国電子商取引市場に
おいて、両者は“可能性と若さ”を体現する
企業になりました 。「ペンギン」がブランド
ロゴであるテンセントと、「盗賊の物語」が

社名の由来であるアリババが出会って誕生
した中国のITサービス市場の素晴らしいス
トーリーは、今後も続いていくでしょう。�
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1人当たり名目GDP比較図表

注：SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ。数値はIMFによる2014年10月時点の推計
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今年、シンガポールは「建国（独立）50周年」を迎えました。現地ではこれを節目
とした各種イベントが予定されている中、同国が「建国から50年で一人当りGDPが
日本を超えるに至った」点、私たちが学ぶべき諸点について考えてみたいと思います。

中国の若者は、スマートフォンの機能にも「便利さとスピード」を好むようになりました。
中国のITサービス市場の巨人である「テンセント」と「アリババ」は、若者のニーズに
応えるべく様々なサービスを提供して変化の激しい中国のIT市場をリードしています。

❶政治体制

❷経済政策

建国50周年

むすびに

スマホでの「タクシー配車」と
「お年玉のプレゼント」サービス
が中国の若者の心をつかむ

「二人の巨人」の影響力は
今後も持続するか

Takemi MORI

毛利 剛実

アセアン事業部
シニア・ディレクター

Michelle DING

丁 晶瑩

Frontier Management 
(Shanghai) Inc.

シンガポール建国50周年を考える 「二人の巨人」がリードする中国のITサービス市場

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
アジア現地レポート

On-site report �om Asia

ASEAN現地レポート 中国現地レポート
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