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　小林雅一氏著『AIの衝撃（講談社現
代新書）』に興味深い記述がありました。
本著は人工知能の発達によって、人類の
生き方や働き方がどう変わるかについて
様々な角度から記述されていて、大変読
みやすい新書となっています。特に興味
深かったのは、本著後半の「創造性」に
ついての記述です。
　従来は人間とコンピュータを区別する
ものは「創造性」だと考えられていました。
しかし今や、過去のオペラを学習したコ
ンピュータが作った新作オペラを、（作曲
者がコンピュータとは知らない）地元紙
が絶賛するような時代となっているよう
です。つまり、人間が持つ深い魂や豊か
な人間性が素晴らしい芸術を生み出すの
では（残念ながら）ないということが徐々
に明らかになっています。
　確かにルネッサンス以降、人間性の発
露を賛美してきた我々現代人からする

と、上記の結果は残念です。しかし、科
学や思想に限らず、新しい技術やビジネ
スモデルなどにおいて我々が求めてやま
ない「創造性」を生み出す解が、ここに
見えていると私は感じました。つまり、「創
造性」とは偶然性や天才的能力が生み出
すものではなく、「物事を結び付ける事に
過ぎない（スティーブ・ジョブズ氏）」と
いうことです。
　同著では米国のSF作家アシモフ氏の
「創造性とは一見異なる領域に属すると
見られる複数の事柄を、一つに結び付け
る能力を持った人から生まれる」という
言葉も引用されています。フロンティア・
マネジメントは、創業以来一貫して、様々
な専門性を持った人間をチームアップす
ることで創造的なソリューションの提供
に努めてきました。本著を読み、改めて
この戦略を継続・推進していく気持ちを
強くした今日この頃です。

　コーポレートガバナンス・コードが、
今年の6月1日に東京証券取引所で定め
られましたが、今ほど、資本市場から見
た経営の在り方が注目されることはこれ
までなかったと思います。
　従前は、上場会社の不祥事による巨額
な損失発生を未然に防ぐため、監査機能
強化の趣旨によるコーポレートガバナン
スが提唱され、取締役会の「守りの機能」
の重要性が強調されていました。
　これに対し、今回は、取締役会の役割・
責務として、「経営陣幹部による適切なリ
スクテイクを支える環境整備を行うこと
を主要な役割・責務の一つと捉え」「経
営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援
すべきである」（原則4－2）、「自らの守備
範囲を過度に狭くとらえることは適切で
なく、能動的・積極的に権限を行使し」（原
則4－4）と規定され、取締役会の「攻め
の機能」が重視されています。

　このことは、独立社外取締役に対して、
従来の「経営の監視役」から、「経営の監
視役兼指導者」の役割を担うことが期待
されていることを意味するものと思われ
ます。
　昨今の各企業におけるM&A戦略の重
要性に鑑みると、M&Aの専門家出身の
独立社外取締役の存在が不可欠となる日
も遠くない将来に来るものと思われます。
その場合、これまで以上に、①M&Aが当
該会社の企業戦略の中でどのように位置
づけられるか、②M&Aの経済合理性は
確認されているか、③買収シナジーの実
現のための経営体制は十分か、等の考慮
要素の検討が進化していくのではないで
しょうか。
　「Frontier Eyes」では、今後も「企業戦
略向上に資するM&Aとは何か。」という
点を徹底的に掘り下げていく所存ですの
で、ご期待頂ければと思います。
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　　アベノミクス第三の矢として、産業や企業に刺
激を与え、日本経済全体を継続的に活性化させるこ
とが希求されている。その中の一つの論点として「日
本における企業の開業率の低さ」が挙げられており、
更なる開業を増やすことが模索されている。
　中小企業庁の資料を見ると、日本と米国における
開業率と廃業率を比較して論じている箇所がある。
日本の開業率が過去20年にわたって３～６％となっ
ているのに対し、米国では10～11％と高水準にある。
また、廃業率についても、日本では３～６％となって
いるのに対し、米国では９～10％となっている。【図
表1】
　これらの数字を比較して、中小企業庁だけでなく、
経済学者やエコノミストの声もほぼ全てが「日本で
は、産業や企業の新陳代謝がなされておらず、これ
が日本経済の活力を弱めている」という結論に達し
ているようである。
　ただし、この中小企業庁の資料を注意深く見ると、
「国によって統計の性質が異なるため、単純に比較
することはできない」と注記されている。「単純に比

較することはできない」と注意書きしておきながら、
日本の開業率や廃業率の低さを論じているところに
奇妙さが内包されている。実際、統計を詳しく見て
いくと、こうした単純比較からは、かなり粗野な結
論がミスリードされていると感じられる。
　開業率とは、新たに開業された企業数を分子とし、
当該年の年初における総企業数を分母として計算さ
れる比率である。多くの論調が、分子に当たる開業
数の不足に焦点を当てているが、ここでは分母に当
たる総企業数も含めた観点で議論をしてみたい。し
かも、日本と米国では人口数も大きく異なるため、
人口当たりで見た開業数や企業数を見ていく必要が
あると思われる。
　開業率については、様々な異なる手法で計算され
ているが、中小企業庁などでは一般的に、総務省「事
業所・企業統計調査」に基づいた計算を行っている。
これを見ると、直近では分母に当たる総企業数につ
いては約420万カ所となっており、分子に当たる開
業数が約22万カ所となっているため、この割り算に
よって開業率が5％と計算されている。
　分母の総企業数420万カ所という数字は、日本の
人口数1億2000万人との比較で考えると、人口1000
人当たり35社の企業が既に存在していることを示し
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【図表１】 日本の開業率・廃業率の推移（非一次産業）
企業（個人企業+会社企業）

出所：総務省「事業所・企業統計調査」より
フロンティア・マネジメント作成

注：01年時点（1993年分類）期首企業数4,739,929
　 06年時点（2002年分類）期首企業数4,240,326
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日本は企業の開業率が低く、企業や産業の新陳代謝がなされていないと言われるが、高度
経済成長期に高い収益性を持った中小企業が爆発的に増加したことなどから、人口当たり
で見た場合の企業数や開業数は必ずしも低くはない。
開業率をいかに増やすかではなく、既存企業の収益性や廃業率の向上こそが
日本経済全体の活性化の論点である。
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ている。また、分子の開業数22万カ所という数字は、
日本では人口1000人当たり1.8社の割合で毎年開業
がなされていることを示している。
　一方、米国の10％超という開業率の計算の基と
なっているデータを見てみよう。よく使われている
資料は、U.S. Small Business Associationの「The 
Small Business Economy : A Report to the Presi-
dent」である。この資料の直近値によれば、分母の
総企業数は約600万カ所であり、開業数は約50万カ
所となっている。
　これら数値を、米国の人口数３億2000万人と比較
して考えるとどうであろうか。米国では人口1000人
当たり19社の企業が存在していることになる。また、
開業数については、人口1000人当たり1.6社の割合
で年々開業されていることとなる。
　改めて、日米の総企業数や開業数を、人口1000人
当たりの数値で並べてみよう。
　人口1000人当たりの年間開業数は、日本が1.8社、
米国が1.6社となっており、日本の開業数は米国と
比べるとほぼ同等あるいは若干優位な数字となって
いる。
　一方、人口1000人当たりの既存の総企業数は、日
本が35社、米国が19社となっており、日本が米国と
比べて1.8倍程度も総企業数が多いことが分かる。
　一般的には、米国では企業や産業の新陳代謝が
活発で経済が活性化されており、日本では新陳代謝
がなされていないという自虐的な批判が行われてい
るが、そのような言説が必ずしも正しくないのでは
ないかという疑念が出てくる。上記数値を見る限り、
米国は喧伝されているほど新規の開業数が多いわけ
ではないように見える。
　もちろん、米国の開業率が10％前後というのは高
い水準であり、ある種の新陳代謝がなされているこ
とは事実であるが、それは日本と比較した場合、分
母の総企業数の少なさから言えることに過ぎない。
　逆もまた然りである。日本の５％という低い開業
率を要素分解し、更に人口比で見た原単位分析をし
てみると、日本の開業率の低さが、分子に当たる開
業数の少なさというよりも、分母に当たる既存の総
企業数の多さが原因ではないかと考えられる。

　なぜ日本では人口比で見て総企業数が多いので
あろうか？
　時計の針を60年ほど巻き戻してみよう。我が国で
は、1957年の『経済白書』によって一般に広まった
「二重構造論」という視座で中小企業を捉える時代
があった。
　「二重構造論」とは、当時の日本経済における近
代的大企業と前近代的中小企業の併存状態を指し
ている。そして、政策目標として、日本という一国
の中に先進国と後進国の二重構造が存在している状
態を早く解消すべきであるという考え方である。
　「二重構造論」は、その後に主流となった近代経
済学の観点からすると、多分に情念的な理論と思え
るが、戦後のマルクス経済が盛んだった時期には、
物語性を持ったこの理論は瞬く間に人口に膾炙した。
結果として、“虐げられている”中小企業を優遇すべ
く、補助金や政策金融などによって1960年代以降、
我が国の中小企業政策は進められていった経緯があ
る。1963年に制定された「中小企業基本法」がその
証左であろう。
　しかし、「二重構造論」が想定していたような“虐
げられた”中小企業像とは全く異なり、1960年代以
降の中小企業の収益性は高水準を維持していた。
　この観点については、「法人企業統計」などを使っ
て中小企業を精緻に分析した『わが国中小企業の収
益性と競争力』という2010年に発表された論文が
大変興味深い。本論文は、みずほ総合研究所エコノ
ミストの徳田秀信氏による論考であるが、この論文
では1960年から1980年の20年間、日本の中小企業
（資本金１億円未満）のROAが、大企業（資本金１
億円以上）のそれを一貫して上回っていたことが明
示されている。しかも、製造業でも、非製造業でも
同様に、中小企業のROAが大企業のそれを上回り
続けたのである。【図表2】
　同様の分析を、『規制緩和は悪夢ですか』において、

経済学者の三輪芳朗氏（本著執筆時は東京大学教
授）も披露している。三輪氏は本著で「中小企業の
利益率は大企業に比べて目立って高い状態が続きま
した。（中略）搾取されたとされた中小企業の方が
利潤率が高かったのであり、多くの起業家が中小企
業の設立を有利なビジネスと判断して新規に参入し
たのです。」と記述している。結果として、我が国の
企業に占める中小企業の比率は99％以上と、主要先
進国で最も高い水準となっている。
　つまり、高度経済成長期において、日本の中小企
業セクターは、大企業を上回る高い収益性を確保し
ており、“おいしい”事業であった。中小企業セクター
の高い収益性は、起業家の努力による部分もあった
であろうし、政策としての中小企業保護策による部
分もあったであろう。
　あるいは、大企業と比べて安い労働力が支えてい
た中小企業セクターでは、生み出した付加価値の労
働分配率が低かったのかもしれない。これは日本特
殊のものというよりも、現在のアジアで起こってい
る「人口ボーナス」を迎える国ではどこでも生じる
現象である。「二重構造論」も現代のコンテクスト
で見ると、当時の日本だけで生じた特殊な状態など
では全くなく、「人口ボーナス」の成長国では一般

的な現象であったと言えよう。
　いずれにしても、高い収益性が見込まれた中小企
業の設立・運営というビジネスに、多くの資本が集
まり、日本の経済構造は中小企業数の急激な増加に
よって形作られたと推測される。
　日本におけるこうした中小企業の爆発的な増加こ
そが、諸外国と比べて、日本の既存企業数が高水準
となっている主な要因と考えられる。言わずもがな
だが、高水準の総企業数によって、日本の開業率を
計算する際に用いられる分母が大きくなっており、
開業率を諸外国と比べて必要以上に低水準に押し
下げているのではないかと考えられる。

　企業数が多いという日本の経済構造は、アベノミ
クスなど政策によってどのような経済刺激策があり
うるのであろうか？現在、様々なメディアの記事を
見ると、我が国では開業数をいかに増やすかという
観点からの政策が検討されているようである。
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注：大企業は資本金1億円以上、中小企業は資本金1億円未満。
　 ROA=営業利益/総資産

【図表2】 中小企業のROAの長期推移
（製造業・非製造業別）
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大西　私たちの出会いは1997年、日本リースの会社更生案件
でした。服部さんは当時ゴールドマン・サックス企業情報部長
として大変なご活躍で、その案件には、M&Aの実務責任者、
財務アドバイザーとして入られた。私も日本リース管財人団の
一員の立場でM&Aの実務責任者でした。
服部　あれは、最終的には評価ベースで7,000億円のビッグ
ディールでしたね。
大西　日本リース案件は、国内の再建型法的倒産手続きで
M&Aを用いた第1号としても知られています。会社更生の開
始決定後、更生計画を出す前に速やかに事業を譲渡する先例
となった非常に注目すべき案件でした。
服部　1998年10月から始まって、ディールの譲渡契約締結が

翌年1月末。相手がGE（ゼネラル・エレクトリック）でしたから、
7,000億円の事業譲渡に絡む手続きは複雑で案件執行が大変
でした。GEは、包括承継ではなく事業譲渡で瑕疵を引き継が
ない必要があったので、その時の契約書は山積みにするとゆ
うに50センチはありました。
大西　4カ月という短期間に7,000億円のディールをまとめる
中で、大変力強いお力添えをいただきました。振り返ると当時
は、今と比べるとまだM&Aの数が少なかったですね。
服部　ちょうど増え始めた頃でしょうか。

大西　1990年代後半のM&Aと2000年代、現在の傾向を時系
列に見ると、どんな違いがあるでしょうか。

　しかし、前述したように、既に日本では、人口比
で見ると低くない水準で開業がなされている。むし
ろ、更に起業をしやすくすることは、ベンチャー企
業の安易な粗製乱造につながるリスクさえ出てくる
のではないかと懸念される。
　一方、本論考で指摘した通り、我が国では人口比
でみた既存企業数が多く、過剰供給構造となってい
る産業があると思われる。実際、1960年から1980年
の間、大企業を上回っていた中小企業の利益率は、
1990年代半ば以降は大企業の利益率水準を大きく
下回った状態が続いているが、みずほ総合研究所の
徳田氏も、上記の論文の中で、現在の中小企業にお
ける過当競争の可能性を示唆している。
　徳田氏によれば、日本における政策金融の金額は、
米国のそれの10倍に達しており、非効率な経営や
不採算な中小企業が温存されている可能性が議論
されている。赤字の中小企業が政策金融によって温
存されれば、健全な中小企業だけでなく、大企業も
含めて無意味な競争にさらされることで収益性が悪
化してしまう。金利優遇を受けている企業の割合が
高い国は、健全な企業の利益率（ROA）が低くなる
という相関性も指摘されている。
　もちろん、非効率経営をしている中小企業を市場
から退出させることで、当該企業に携わっていた資
本家、企業経営者、従業員、地域などそれぞれの当
事者やステークホルダーには痛みが伴う。日本のバ
ブルが崩壊した90年代以降は、国民経済の安定の
ために政策金融をフル動員して痛みを最小限に留め
る施策には一定の合理性があったし、現在から振り
返ってその政策を云々議論することは生産的ではな
かろう。
　現在、アベノミクスの効果は発現してきており、
非効率企業の市場からの退出に伴う痛みを吸収でき
る経済体制が徐々に整いつつあるのではないかと推
察される。歴史的に見ると中小企業保護という目的
で、そして最近20年はバブル崩壊後の不況対策と
して、政策金融が拡大してきた経緯があるが、徐々
に転換していくことで、マイルドな格好で総企業数
を減らしてくことを考える時期に来ているのではな
かろうか。
　日本の知識層の少なくない人間が、シリコンバ

レー型の「まっさらなベンチャー」が次々と生まれ
る仕組みを作って“開業率”を上げることが日本経
済の活性化につながると考えているようである。し
かし、「まっさらなベンチャー」が日本で短期間に成
功を収めて経済全体にインパクトを与える確率は高
いのであろうか。
　むしろ、低収益率となっている産業では営業レバ
レッジが効きやすくなっているため（売上の増減が
利益の増減に与えるインパクトが大きくなっている
状態と同義）、非効率企業が退出することで、既存
の残った健全企業の収益性は大きく上昇することが
見込まれる。収益性が向上すれば、経営者の意思と
して新規の設備投資や更新投資などが行われ、眠っ
ていた現金が動き始めたり、新たな資金調達が発
生したりする。また、収益性が向上すれば、従業員
の給与やボーナスにもプラスの効果が出ると考えら
れ、それがひいては個人消費の上昇にもつながっ
ていく。
　非効率企業の退出は、一見地味だが、残った健全
企業のパフォーマンス改善を通じて、日本経済全体
に大きなプラスの効果をもたらすと考えられる。非
効率企業の退出は、センセーショナルに一部メディ
アに書かれるようなハードランディング型の倒産ば
かりではない。健全企業との企業統合や、健全企業
への一部事業の譲渡など、様々なソフトランディン
グの手法が開発されている。非効率企業が市場退出
に向けて自発的に動けるような税制など、インセン
ティブ政策は有効と考えられる。
　ここ10年で、債務過多になった企業の債務処理
のプロセスとして、裁判所を通じた法的整理ではな
く、当事者間で債務処理のプロセスを合意して行う
私的整理が広まった。日本では現在、私的整理の手
続きにおいて全債権者の同意が必要であるが、英国
など諸外国で一般化している債権者による多数決制
の導入の検討が日本でも行われている。こうした動
きも、非効率企業の退出の一助となろう。いずれに
しても、現在の日本で求められている政策は、ベン
チャー対策のような「動脈強化」だけではなく、不
振企業の退出という「静脈強化」である。むしろ、
後者の重要性が過少評価されている可能性さえある
と思われる。�
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円安傾向が続く中でも日本企業の海外M＆A熱は覚めやらない。第３次海外買収ブームとも呼ぶべき現状をつぶさに眺め
ると、経営人材の不足、戦略性のなさなど、日本企業が従前から抱える経営課題が浮かび上がる。M&Aのグローバル・
トレンドから日本企業の最新動向、成否を分けるポイントまで、その現状を著名な元バンカーである服部暢達氏と弊社代
表大西正一郎が語り尽くした。
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服部　90年代後半は、アウトイン（Out-in：海外企業
による日本企業の買収）の時代です。バブル崩壊か
らしばらく経って持ちこたえられなくなった企業が
増え、日本長期信用銀行（長銀）が破綻し、日本リー
スもそれと関連して破綻しました。山一証券もしかり。
　いざというときに助けてくれた金融機関がダメに
なると、日本の事業会社も傾きかねない。日産自動
車などは、もはや国内では処理できなかった。当時
の日本はまだGDP（国内総生産）世界第２位でしたが、
自動車から製薬まで業種を問わず、欧米の世界的企
業は、日本市場では10位、20位と劣位にあって割り
負けしていた。日本市場を開拓するためにも日本企
業を買いたいけれど買えない時代が80年代から続
いていた。そこへ日産や三菱自工などが、せきを切っ
たように買われた。90年代後半は、さながらアウト
インブームでした。
　それが、2000年代に入って竹中平蔵金融担当大
臣（当時）の金融再生プログラムが始まった頃に一
段落します。結局のところ、バブル崩壊後、日本の
金融機関には、不良債権が約100兆円あった。好況
時の銀行全体の経常利益は年間約5兆円でしたから
100兆の損金処理は、単純に考えて20年かかる。そ
れを増資なども含めて12～3年かけて片付けた。
大西　私が以前、所属していた産業再生機構も2003
年のスタートでまさに不良債権処理の仕上げの段階。
それから、2007年に向けて景気がよくなっていきま
した。

服部　2007～8年からはずっとインアウト（In-out：
日本企業による海外企業の買収）の時代ですね。イ
ンアウトに関しては80年代のバブル期、2000年前後
のネットバブル期とあって、2007～8年からは第3
次の日本企業による海外買収ブーム。それが今
も続いています。当初は、日本の景気が堅調
な一方、欧米がサブプライム、ソブリン危
機で沈んだことが、相対的に日本企業
に有利に働き、円高も後押した。それ

が、欧米景気も回復し、2013

年頃から急激に円安になって、インアウトを促進し
ていた要因がなくなったのに、いまだにその傾向が
続いている。これは不思議です。
大西　そうですね。当初のインアウトは、まさに円
高の強みを生かすというはずでしたけれど。
服部　ヨーロッパもソブリン危機等で株価が下落し、
90年代後半の“失われた○年”の日本と同じ状況に
陥った。EU域内で処理しようとしても域内に買える
競争者がいないから、日本は競争に勝てるという図
式があったんです。
大西　ドル／円レートが一時、平均すると80円前後
だったのが、現状では120円前後にもかかわらずイ
ンアウトの勢いが落ちない。この現状をどう分析さ
れますか？
服部　現在に関していうと、日本は景気がいいんだ
と思いますよ。アベノミクスに端を発した金融政策
の結果ですが、景気刺激となって株価も上がってい
る。実体経済への波及はタイムラグがありますが企
業経営者のマインドはポジティブ。だから買うんで
すよね。
　案件によってはいつか来た道でもあります。イン
アウトはとにかく失敗の歴史で、学びがない。2008
年以降というのはごく最近ですが、すでに結果が出
ている案件も結構あって、第一三共のランバクシー
は最悪でしたし、武田薬品のナイコメッドは1兆
3,000億円ぐらい使って新薬ゼロですから、もうほぼ
失敗。LIXILのグローエもひょんなことでさっそく
つまずきましたし厳しいですね。
大西　円安にもかかわらずというところに戻ります
と、業績がよく、体力もあるのに加えて、インアウト
に打って出る必要性もあるだろうと思いますが。
服部　もちろん、国内市場は縮小していますからね。

大西　将来的な人口減少問題を考えれば、特に消費
財系メーカーなどは外の市場を取り込まないと、成
長が難しい。最近のGDPも必ずしも高成長ではない。
地方ではオーナーの事業継承も課題で、そこから再
編が加速すると考えられます。

　服部さんのご著書『日本のM&A』では、日本は世
界のGDPの約8％を占めており日本のM&Aシェア
の累計は、1999年から2013年で3.9％で、最近は2％
台で、GDP比でも少ないと指摘されています。
服部　だんだん増える傾向にはあります。1998年頃
まではほとんどなかったわけですが、1999年からク
オンタムジャンプしています。これからさらに伸び
る渦中にある。
大西　となると今まさに大事なのは、日本企業がイ
ンアウトでクロスボーダー M&Aをやるときに、それ
をどうやって成功させるか。しかし、服部さんのお
話では、うまくいっている企業は少ない。なぜでしょ
うか？
服部　端的に言って、経営できないからです。国内
の場合は、それなりに成功している大企業の経営者
が日本企業を買うので、対等合併にせよ何にせよ、
基本は同じ。欧米でM&Aの成功確率はだいたい5
割と言われますが、国内のM&A成功率は、ほぼ同
じだと思います。ところが海外に行くと打率1割ぐら
い。海外企業を本気でハンズオンで経営できる経営
人材が日本企業にはほとんどいない。経営できない
のに買っている。これに尽きると思います。
大西　例えばGEなどは、M&Aのポートフォリオを
組んで、売りも買いもすることで、バランスを取って
いますが、それができていないのも原因かと思いま
す。そのあたりはいかがですか？
服部　それはありますね。M&Aは売りの方が圧倒
的にリスクが低い。売りというのは、プレミアムを受
領して、その事業から撤退しますから、いわばIRR（内
部収益率）を確定する行為。100億円の事業が、130
億円で売れれば30億円の儲けが出る。それを現金
でもらえば利益確定ですからノーリスクなわけです。
　同じ案件を買い手から見ると、100億円のものを
130億円で買って、一生懸命努力して経営して120
億円まで上げてもまだ10億円負けです。プレミアム
は平均して30～40%ぐらい払いますけれど、3割、4
割の負けから始める投資というのはものすごくリス
クですよね。なのに、日本企業はリスクの高い買い
の方ばっかりやる。
　リスクの低い売りから入ってM&Aの交渉過程や
ノウハウを学んだ方がいいし、ディールの最中でも

交渉に負けたり、契約書の文言の細かいところに目
がいかないから思わぬところで落とし穴があって負
けたりといったケースもたくさんあります。だからこ
そ、買い一辺倒というのは弊害があります。
大西　結局、売りの経験が少ないことで、交渉のタ
クティクスに必ずしも精通してない企業が多いとい
うことですね。
服部　一方で、「売り」と「買い」でプレミアムの支
払いと受け取りを程よく相殺するのは難しい。以前
調べたところでは、IBMやP＆G（プロクター・アンド・
ギャンブル）などのM&A常連企業でも、7：3で買い
が多いのです。
　M&Aはあくまでも成長戦略です。仮に売り買い
が5：5であれば、買った事業の半分を売っていて、
買いの目利きが失敗しているということになります
からね。いずれにせよ、買いだけでなく、ある程度
売りも経験しないといけない。

大西　日本企業は売らなすぎだということですが、
それはなぜでしょうか？
服部　いろいろな理由がありますが、日本的な経営
の承継システムは大きな原因です。不思議なことに
日本企業は、後継者を前任の社長が指名することが
慣習になっている。欧米で独立した社外取締役が過
半数を占めるボードのある企業では、社外のボード
が後継者を決める。業績不振となれば、社外から人
材を連れてくる。
　日本では、会社法の規定でもないのに、なぜか前
社長が後継者を決める場合が多い。それが慣例なの
で買った会社や社内の新規事業をやめたくても、社
長にしてくれた先輩の顔に泥を塗ることはできない
からやめにくい。
　これは日本企業に特有の問題です。ほかにも理由
はあるでしょうが、日本企業は、従業員を大事にする
ので、「せっかく新卒で入ってくれたのに、
ある日突然、外資に売りますなんて、僕
はとても言えない」という社長さんも結
構いらっしゃる。そういうメンタリティー
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高リスクな「買い」一辺倒で、
「売り」ができない日本企業

円安でも衰えない
日本企業のインアウトブーム

前任者の決定を覆しにくい
大企業の経営承継システムの罪
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も、じつは根深い。終身雇用を前提に、長期的な視
点で経営することに異論はないのですが……。
大西　最近、スチュワードシップ・コードなどで機関
投資家も含めた投資家から見た企業に対するディシ
プリンをきちんと働かせるようにという動きもありま
すが、日本は米国と比べると資本市場からの圧力が
緩いので、利益が十分出ていない事業が問題視され
ない状況もありますね。今、話題になっているコー
ポレートガバナンス・コードのように例えば社外役
員を2名以上入れるという流れができればどうで
しょうか？
服部　2名では無理でしょう。過半数にならなければ。
社外取締役になる人材もまだ不足しています。ただ
しこれについては、大企業で実績を上げて役員に
なって引退される60代の方はたくさんいます。そう
いう方には、優秀な人が多いので、異業種企業の社
外取締役も担えると思います。そこはその気になれ
ば人材供給も可能です。

大西　そうですね。先ほどのM&Aの成功確率を高
めるという意味ではPMI（Post Merger Integration）
の重要性も話題になります。私どもの会社はM&A

部門と、コンサルティング部門があって、マーケティ
ング段階から一緒にやって、場合によってはPMIを
その流れの中で提案する。そういった志向で実践し
ていますが、日本企業では必ずしもPMIが十分に浸
透しない。特に欧米企業と対比すると、不十分だと
いう印象もありますが、このあたりはいかがですか？
服部　PMIは必要ですが、あくまでツールですよね。
それ以前に買った会社をどうやって経営するかとい
うのをコンサルティング会社に聞くようではダメで
すよね。
大西　買収する側の企業の経営者、もしくは幹部が
PMIの骨となるところをしっかり把握しているべき
だと。
服部　インテグレーションというのはストラテジーの
根幹が問われる。しかし、「100億円の価値のものを
150億円で買ったけれど、本当にこれは200億円に
なるのか」「なりますよ。なぜなら」というのが、だ
いたい3分で説明できないとダメです。3時間かけて
スライド30枚で説明するシナジーは実現しない。
大西　服部さんが経験した中で象徴的なディールの
お話を伺いたいですね。
服部　分かりやすいシナジーという面であれば、例
えばKDDとDDIとIDOの通信3社合併ですね。こ
れはNTTドコモが全国一気通貫で、あとは京セラ
系のDDIと日本テレコム系のJフォンがあった。しか
しDDIは、東京と東海の800メガヘルツ帯をトヨタ系
のIDOに取られていたのでこの2社が一緒になって
全国一気通貫というのは、誰が考えても最適解だっ
た。これは2～3分で説明できるシナジーです。第3
グループのJフォンは日産系のツーカーの一部と一
緒になって1.5ギガヘルツ帯で全国一気通貫になり
ました。
大西　分かりやすいですね。PMIは当然必要だけれ
ど、それよりもっと必要なのはM&Aのストラテジーを
買収前の段階からきちっと構築することであると。そ
れが必ずしもできてないケースも少なくないのでは？
服部　戦略があってそれが明確に分かっていること
は大前提。その後は実行するために経営権を取得す
る。基本は100％です。49や39なんてあり得ない。
さらに100％の経営権を持っても、それを振るう経

営能力がないと意味がない。そもそも経営能力がな
いことにも気付かないという失敗例も残念ながらた
くさんある。

大西　ここ数年の傾向として増えているのが、投資
銀行出身者が事業会社に行ってM&Aの担当者にな
るケースがあります。彼らはM&Aに長けていますが、
経営者の中にはそういう人を雇ったから彼ら任せと
いうケースも少なくないですね。やはり経営者自身
がM&Aをしっかり自分でコントロールすることが
大事なんですね。
服部　M&Aのテクニカルな実行は、アドバイザー
に任せればいい。でも、おおもとの、なぜこの会社
を買うのか、買っていかに経営するのか、当初3年
間のアクションプランは何なのか、これらを社長が
分かっていなければ失敗しますね。
大西　そうですね。そういう意味では今後M&Aを
成長戦略の柱に置く企業は、経営者がM&Aについ
ても基本のところは押さえる必要があると？
服部　そうなるとM&Aという言葉でさえなくて、
買った後の経営、経営する能力そのものでしょうね。
大西　経営者必要な業務、もしくは能力の中にM&A
を通じて買った会社を経営する、経営統合能力が当
然、含まれてくる。
服部　それがない経営者はM&Aなんてもってのほ
かでしょう。日本の経営者は、M&Aを軽く見すぎです。
大西　欧米の経営者はどうなんでしょうか？ 
服部　M&Aを頻繁にやる経営者は、当然ながらよ
く分かっています。アメリカの場合はクラスアクショ
ン（集団訴訟）の存在も大きい。派手な買い物をし
て株価が下がると怖いですから慎重にもなります。

大西　M&Aのファイナンシャルアドバイザリーに
ついて日本も少し成熟してきたとは思います。欧米

と比べると、いかがでしょう？
服部　アドバイザーというのはずいぶん定着しまし
たね。大手の外資系もあるし、日本の証券会社も定
着しているし、ブティックもある。
大西　私たちのようなブティックファームのよさは
どんなところだとお考えですか？
服部　大手の証券会社は他のビジネスをやっていて、
コンフリクトとまではいかないけれど、別の下心が
付くことも常にあります。

大西　中立性、独立性に良さがあるということです
ね。
服部　大いにあるでしょうね。お客様第一になれる
ところがある。加えて御社の場合は非常に強力な
ネットワークを持つエクイティアナリストであった
方が共同経営者でいらして、エクイティリサーチの
チームも立ち上げて常に最新動向をフォローできて
いる。一見、独立系の弱点になりがちな資本市場の
理解という部分に磨きをかけているわけですから独
立系のお手本になると思いますね。
大西　ありがとうございました。
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３分でシナジーが説明できないM＆Aは、
失敗に終わる

M＆A担当者に任せっぱなしでは
せっかくの成長戦略も実現できない

ブティックファームならではの
サービスはどこにあるか？

いま最も求められるのは、
買った会社を経営する経営統合能力
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　この10年で、外食業界、特に90年代ま
で市場の成長を牽引してきた「外食チェー
ン」を取り巻く競争環境は大きく変わった。
　一つは、PC・スマホ等の普及により、誰
でも簡単にグルメサイトにアクセスし、行っ
たことのない店でも気軽に行くことができ
るようになったこと、そしてもう一つは、
食品製造技術の進化により、中食の質が大
幅に向上したことである。これらの変化に
より、かつて外食チェーンが保持していた
「安心感」や「利便性」といった競争優位性は、
絶対的なものではなくなりつつある。
　単なる出店による成長が難しくなった飽
和市場下で、さらに上述のような環境変化
が起きたことで、外食業界というくくりの
中でも、ファミレス・ファーストフード・居
酒屋などといった従来的な業態定義の枠を
超え、互いの領域を侵食し合うような競争
が発生するようになった。
　このように、「チェーンと個店」、「外と家」、
「業態間」などにあった垣根はもはや絶対
的なものではなく、消費者にとって食のた
しなみ方は多様化した一方で、飲食店に求
められる価値は高度化し、複雑化し、流動
化しているのである。

　もともと参入障壁の低い業界であること
に加え、上述したような今の環境を踏まえ
ると、単一の業態フォーマットで大規模に
チェーン展開することのリスクはかつてよ
り大きくなったと考えられる。「規模の経済
」というメリットを、「消費者トレンドの変
化に即応的に対応できない」というデメ

リットが上回るリスクが高まったためだ。
　従って、現在の市場環境に即したチェー
ンストアモデルは「単一業態・大規模展開」
から、「複数業態・中規模展開」へとシフト
しつつあると言える。その上で重要なポイ
ントは以下の2つであると我々は考えている。

　このうち、特に❶のポイントについては、
当たり前のことのように思われるであろう
が、いざ現場を見てみると、うまくいって
いない例が少なくない。弊社が手がけたプ
ロジェクトでの実例も踏まえ、本稿では❶
について考察していきたい。

　先述の❶で挙げたポイントは、換言すれ
ば「PDCAサイクルの高速化と定着化」と
いうことであり、既に一般的な概念として
普及して久しいが、しかし【図表】に示し
たような典型的な現象により、その運用が
滞っているケースが多く見られる。特に外
食業界においては、目まぐるしく変化する
消費者ニーズに対応していくためにも、サ
イクルの「高速回転」が必須であり、この
ような弊害は致命的になりかねない。
　弊害が発生する根本的な問題は、仮説検
証段階における「実践への意識」にあると
考えている。そこで、我々として、実践的
な仮説検証プロセスの構築のための勘所と

して「3つのM」を提唱したい。

　販促やメニュー変更など、何か新たな取
り組みを実施しようとした場合、往々にし
てリスクばかりを誇大に取り上げ、検証に
非協力的な勢力が社内に現れることがある。
しかし、そうした抵抗勢力の人たちの頭に
は、「全店一斉」といった大掛かりな検証
が自然に前提とされていることが実は少な
くない。一方で、そのような抵抗勢力に屈
し検証対象を過小に設定してしまうと、店
舗与件（立地環境など）で左右される割合
が大きく、何も示唆が得られないという結
果に終わることにもなりかねない。
　例えば、ある外食チェーン企業では店舗
オペレーションの効率化に向けて「メニュー
注文タッチパネル」を実験的に導入したと
ころ、実験1店舗目で客単価が減少するよ
うな現象が見られ、タッチパネル導入に懸
念が現れ始めた。しかし、実験店舗を徐々
に増やし検証していく過程で、実験1店舗
目のアルコール売上減少は全く違う要因の
影響であることも立証され、「店舗オペレー
ションの効率化のためのタッチパネル導入」
という施策実施に踏み切ることが可能と
なった。
　重要なのは検証実施に対する抵抗に配慮
しつつも、店舗ごとの個別事情が平準化さ
れる適正規模を検証対象として死守するこ
とで、「間違った因果関係の解釈」をもとに
した「誤った経営判断」を回避することで
ある。

　仮説検証の目的は、文字通り仮説が正し

いかどうかの答えを得るための動作であり、
その目的に沿ったアウトプットでなければ
意味をなさない。何が要因かよくわからな
いが売上が上がったから取りあえず良し、
ということでは持続的成長に昇華し得ない。
　例えば、繁華街で勝負するメニューとし
て「少し高いが、希少な材料を使った商品」
の投入を検証したい場合、まずは既存店舗
で実験投入するということが考えられるが、
単に繁華街にある数店舗で商品投入した結
果を見るだけでは、仮説が正しかったのか
どうか判断が難しい。仮によく売れたとし
ても、それは単に新しい商品だから短期的
に注文されただけかもしれないし、売れな
かったとしても、それがどの要因によるも
のなのかが不明瞭なままであるからだ。
　この事例において有効なのは「比較可能
性」の確保であり、具体的な案の一つとして、
繁華街ではないエリアでも同じ商品を投入
してみるという取り組みも有り得よう。少
なくとも「繁華街というエリア特性に即し
ていたかどうか」という一つの示唆が得ら
れる可能性がある。
　いずれにせよ重要なことは、仮説検証の
意図・目的を明確化し、「意味のある」アウ
トプットが得られるような設計をするとい
うことであり、そうした所作が引いては本
部・現場の意識統一にも寄与する。

　以上のように設計をしっかりと組み立て、
いざ結果の検証という段階になった際にあ

りがちなのが、多面的な切り口であれやこ
れやと盲目的に分析し始めるパターンだ。
確かに緻密な検証作業が必要になる状況は
時として存在する。しかし、多くのKPIを
設定し、毎回膨大な手作業や複雑なデータ
加工を経る必要があったりすると、担当者
が疲弊し、現場にとっても理解が困難にな
り、結果的に追究作業が怠られがちになる。
　こうした事態を防ぐための有効な手段の
一つが「幹になるKPIを“1つ”に絞ること」
である。例えば、某小売企業の成長戦略策
定プロジェクトでは、お客様にとっての「利
便性」を幹になるKPIに設定し、評価尺度
を「お客様の待ち時間」に絞ってその減少
率を検証し続けた。単純な尺度であれば、
社員の理解は早く、かつ統一されやすい。
ある程度運用が定着化した段階で、評価尺
度を深める・増やすといったステップを踏
まえていくことで、検証作業をスムーズに
高度化させていくことができよう。

　本稿で始めに述べた通り、今の外食市場
において、長期にわたって消費者を訴求し
続けられるような価値を創造するのは非常
に難しい。今ある大手外食チェーンの多く
は、第1号店が「ホームラン」となったから
こそ、その地位を確立したわけだが、同じ
ようにバットを振っても再びホームランを
打てる可能性は決して高くない。一方で、
本稿でお示しした「3つのM」は、いわば「ス
モールベースボール」的ではあるものの、

チェーン企業としての持続的成長のために
は非常に重要である。
　事業成長の踊り場を感じられている経営
者だけでなく、PDCA経営を自負されてい
る方々にも今一度「3つのM」で高速にサ
イクルを回せているかを明確にすることを
おすすめしたい。�
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慶応義塾大学経済学部卒業。アクセンチュア㈱を経て、
2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。小売・
流通分野を中心に、構造改革実行支援、新規事業構築、成
長戦略策定等のプロジェクト経験を有する。

Kengo IKEBA

池葉 健吾

コンサルティング第１部
ディレクター

ニューヨーク州立大学経済経営学部、ロチェスター大学経
営大学院（MBA）卒業。ジレット・ジャパン（現P&Gジャ
パン）、日本コカ・コーラ等を経て、2013年にフロンティア・
マネジメント㈱に入社。小売・流通分野を中心とした多岐
の業界に亘り、戦略策定から実行支援まで広範なプロジェ
クトを多数手掛ける。グロービス経営大学院客員准教授。

Takatomo ITOI

糸井 孝富

コンサルティング第１部
シニア・ディレクター

❶消費者ニーズのトレンド変化に対して
機敏に対応できるような仮説検証プ
ロセスを構築し、定着化させる
❷複数業態を展開させ、それぞれのコ
ンセプトを明確に発揮させながら、チ
ェーンメリットを享受できるような体制
を構築する

出所：フロンティア・マネジメント作成

PDCAサイクルの高速回転を阻害する典型的現象図表

仮説薄弱

目指す姿に根拠がなく、
KPIも曖昧なまま練られない

批評家

計画の意図が共有されず、
リスクばかりに目が行き、
一向に実行に移らない

言い訳

KPIの未達要因が特殊要件や
外部環境に帰着され、
必要な対応策が導けない

やりっぱなし

ただ数値結果を得て満足し、
本質への追究を行わない

Plan

Plan

Do Do

Act

Act

CheckCheck

競争が激化し、消費者ニーズの変化も早くなった昨今、外食企業にとって仮説検証プロセスを社内に根付かせ、かつ高速に
回すことの重要性が高まっている。そのための実践的なポイントとして、「3つのM」を意識したプロセス設計を提示したい。

求められる
「あるべきチェーンストアモデル」の再考

検証対象を「適正規模に」設定する
1. Moderate

目的に沿った「意味のある」
アウトプットを目指す

2. Meaningful チェックの仕組みを
「管理しやすい」形にする

3. Manageable

外食チェーンに求められる変革

ホームランは打ち続けられない

「３つのM」で仮説検証プロセスを
高速に回せ

外食業界で勝ち抜くための
仮説検証プロセス

消費財トピック
消
費
財
ト
ピ
ッ
ク±

外
食
業
界
で
勝
ち
抜
く
た
め
の
仮
説
検
証
プ
ロ
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「３つのM」による定着化と高速化
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　日本の製造業は新興企業の台頭、製品の
コモディティ化により、競争が激化してい
る。競争激化する不透明な先行きの中、完
成品メーカーからは、中小・中堅部品メー
カーに対し、ますます小ロット化、低価格化、
短納期化の要請がなされている。
　中小・中堅部品メーカーのサプライヤー
との交渉力は大手競合ほど強くなく、単価
交渉も容易ではない。そのため、完成品メー
カーからの要請を自社にて吸収することが
当然となっている。短納期化への要請を受
け、中小・中堅部品メーカーの多くは、実
質的な見込み生産、言い換えれば在庫対応
によって要請に応え、欠品による売り逃し
を防いでいるのが実態である。
　このような競争環境において、中小・中
堅部品メーカーは新しい販路・顧客、製品・
事業等の新規事業展開を試みている。しか
し、中小・中堅部品メーカーは、在庫増加
による運転資本悪化のために投資資金に制
限があり、人材の不足が常態化している中
で、成功している企業は多くない。中途半
端な資源で新規事業展開を行うことは、結
果として新規事業展開が計画倒れとなるだ
けではなく組織を疲弊させ、さらには競争
激化により既存事業の悪化が生じ、投資で
きる資金の減少といった負のスパイラルに
陥ってしまう。負のスパイラルから脱却す
るためには、既存事業からの「カネ」と「ヒ
ト」の解放が必要であり、解放するために
柔軟な生産システムが求められる。

　企業が製品を一定の期間に生産する際に

必ず策定するのが生産計画である。通常、
製品の生産を行うには、生産計画の策定作
業そのものに要する時間、生産に必要な材
料や部品の調達、および人員や設備などの
事前手配が必要となり、生産計画はある程
度の時間的先行を持って策定される。生産
計画は策定段階での需要予測値が基礎と
なり、販売時期と計画策定時期が短いほど、
需要予測の精度は高くなる。需要予測の精
度を高めることで、市場の変化に対応する
ことが可能となり、需要予測と実需との乖
離のために必要となる欠品を防ぐための在
庫が不要となる。
　需要予測の精度を高めるためには、生産
計画の策定時期と販売時期を短くすること
が必要となり、そのためには生産リードタ
イム（以下、生産LT）短縮が不可欠である。

　生産LTとは製品の生産指示がなされて
部品や材料が投入され、生産工程を経て出
来るまでの時間である。この生産LTは、
実際の加工がおこなわれている正味時間、
完成品あるいは部品や仕掛状態での加工待
ちの在庫としての滞留時間及び運搬時間か
ら構成される。ところが、実際には生産LT
の中のほとんどを占めるのは在庫滞留時間
である。そのため、生産LT短縮のために、
まず取り組むべきは滞留時間をなくすこと
である。
　滞留時間・在庫を削減するためには、各
工程だけを捉えるのではなく、工場の生産
ライン全体を捉えることが必要である。滞
留は工程間の生産能力のばらつきが要因の
一つである。言い換えれば、部分最適で特
定工程の改善を行っても、生産LTの短縮
にはつながらず、ボトルネックとなる工程

の改善が必要となる。
　しかし、製品の多様化の進展に伴い、工
程の複雑性が増している。そのため、生産
ライン全体を俯瞰した上でのボトルネック
工程の存在が、可視化・共有化出来ていな
いことが多い。また、共有化が出来ていて
もボトルネック工程はすでに高稼働状態に
あり、手を加えることが出来ていないこと
もある。生産プロセスを可視化し、柔軟な
生産システム構築のために、生産プロセス
の見直しをすることが有用である。

　生産プロセスを可視化し、着目すべき点
は以下の通りである。【図表】

　生産プロセスの可視化では生産能力、サ
イクルタイム（1つの工程・プロセスに要す
る時間）と共にプロセスに必要なインプッ
ト（情報、モノ）、プロセス（作業、必要と
されるリソース）、アウトプット（情報、モノ）
を明記することが必要である。

　担当者において、熟練が必要なプロセス
は実際には多くない。熟練者でないといけ
ないという固定観念から、聖域となってい
る領域もどのような情報でどのようなこと
を決めているかをプロセスとして整理する
ことで、実態を浮彫にすることが出来る。
同様に機械設備としても実施している内容
が他遊休設備にて代替可能なことも多い。

そのため、プロセスをリソース軸で細分化
することは有用である。

　ボトルネックとなっているプロセスを細
分化し、リソースの再配分を行うことに
よって、工程間の生産能力の改善が可能と
なる。生産能力が余剰となっている工程か
ら、熟練が不要なプロセスに対する担当者
を割り当てることが考えられる。結果として、
生産プロセスの同期化が可能となり、滞留
の削減を行うことが出来る。

　インプット、アウトプットを明確にする
ことで、プロセス間の従属関係が把握でき、
プロセスの並列化、順番の入れ替えを行う
ことで生産LT短縮が可能となる。
　生産LT短縮、生産量増加により生産計
画の策定時期と販売時期を短くし、柔軟な
生産システムが構築される。在庫圧縮は運
転資本の改善とつながり、新規投資の幅を
広げることが出来る。また、熟練を必要と
するプロセスが明確になることで、標準化・
多能工化の推進につなげることが出来る。
これらによって、熟練者の工数負荷軽減を
可能とし、熟練者を新規事業展開に投資す
ることが可能となる。

　A社では生産プロセスを見直し、生産LT
を30%短縮させている。そして、滞留在庫
を中心に在庫を30%程度削減し、かつ熟練
者をより付加価値の高い新規開発業務に投
入し、新規製品の販売を実現させている。
　取り組みとして、生産プロセスを加工要
求精度とリソース（設備、担当者）を軸とし
て、可視化を行った。分析の結果、熟練が
必要であり、かつ設備不足によりボトルネッ
クと思われていた工程が、他設備にて代替
可能であることが判明した。担当者の教育、
工程設計の変更、生産プロセスの同期化を
行い、また代替設備にて外段取りを可能と
することで本成果をあげている。

　生産LT短縮による効果は、需給乖離に
よる製品在庫、生産ライン内の滞留在庫圧
縮による運転資本改善、熟練者・優秀な人
材の工数確保だけに留まらない。生産LT
が圧倒的に短くなれば、変化の時代の中で
増大しつつある製品陳腐化リスク、製品切
り替え時の廃棄リスクの軽減にもつながる。

そもそも、市場の需要変動に迅速に適応す
る柔軟な生産システムの構築は、競争力向
上に欠かすことの出来ない取り組みの一つ
である。競合企業と品質・価格が同程度で
あれば、顧客は納期の短い製品を選択する
のが当然である。従って、顧客が許容する
納期内に顧客に届ける仕組みが企業の競争
力の一面を左右する。新規事業展開の阻害
要因を取り除く取り組みは、既存事業の競
争力強化となり、結果として収益性の改善
にもつながることが想定される。
　グローバルでの競争は今後ますます激化
していくことから逃れられない。新規事業
展開もさることながら、柔軟な生産システ
ムを構築することにより、苦難を乗り切る
ための一助になると考えている。�

早稲田大学理工学部、慶應義塾大学経営管理研究科（慶
應ビジネススクール）卒業。2006年に㈱インクス（現、
SOLIZE㈱）入社。2012年にフロンティア・マネジメント
㈱入社。製造業を中心に中期事業計画、新規事業計画の
策定、実行支援等に従事。

Koichiro TANAKA

田中 浩一郎

コンサルティング第2部
ディレクター

❶リソース軸でのプロセス細分化
❷生産プロセスの同期化
❷従属関係整理によるプロセス再配置

出所：フロンティア・マネジメント作成

プロセス分析による生産リードタイム短縮と生産量増加図表

As-IS 
（現状）

A B

To-Be 
（分析後）

生産リードタイム：4.0Hr、生産量：10個/日

生産リードタイム：5.0Hr、生産量：5個/日

生産リードタイム
短縮

②生産プロセスの同期化

①プロセス細分化

サイクルタイム：1Hr
生産力：10個/日

Process-A
Resource-A B

A B
サイクルタイム：1Hr
生産力：10個/日

Process-A
Resource-A B

B

B

C
サイクルタイム：1Hr
生産力：5個/日

P-B
R-B or C

B C

サイクルタイム：1Hr
生産力：10個/日

P-B❷
R-C

B

サイクルタイム：1Hr
生産力：10個/日

P-B❶
R-B

C’
サイクルタイム：1Hr
生産力：20個/日

P-C
R-C

Output

滞留1Hr

B’

③プロセス並列化

B
サイクルタイム：1Hr
生産力：10個/日

P-C
R-C C’

工程間の生産能力 に
ばらつきがあるために発生

Input

中小・中堅部品メーカーは厳しい競争環境にあり、競争を勝ち抜くための新規事業展開にはリソースの解放（カネ、ヒト）
が必要である。生産リードタイムを短縮することで、新規事業展開に必要なリソースを開放し、既存事業の競争力強化となる。

需要予測の精度向上には、
生産リードタイム短縮が不可欠

生産LT短縮には工程間の生産能力を
同期化し、滞留をなくすことが必要

プロセス分析による生産LT短縮と
熟練者の解放

❶リソース軸でのプロセス細分化

❷生産プロセスの同期化

❷従属関係整理によるプロセス再配置

携帯電話・複合機部品金型、
成形品メーカーA社のプロセス改善

事例

負のスパイラル脱却には
「カネ」「ヒト」の解放が必要

生産LT短縮により、
既存事業の競争力が強化される

中小・中堅部品メーカーにおける
生産LT短縮の意義

産業財トピック
産
業
財
ト
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ッ
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堅
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　企業のコスト構造を大別すると、モノ・
サービスに対する費用として、直接材に掛
かるコストと間接材に掛かるコスト、さら
に人件費が存在する。また、固定資産もコ
スト削減対象になり得る【図表1】。
　多くの企業が生産に直結する原材料・資
材・部品など本業に係るコスト（直接材コス
ト）には細心の注意を払い創意工夫をこら
して削減努力を行っている。一方で直接材
以外のコストや人件費については、なかな
か手を付けられていないのが現状であろう。
　特に間接材コストについては、弊社の経
験則から10～30%程度削減できる可能性
があるが故、販売管理費総額が高い企業
にとっては大きな削減効果が期待できる。

　コスト削減には複数の削減方法が適用
できるが、削減対象品目ごとの購買付帯条
件に応じた最適な手法を選定することが
重要である。例えば、サプライヤー（購買先）
を自由に選べる状況にある場合は、複数
のサプライヤーからの見積を比較するだ
けで削減効果がすぐに期待できるが、営
業上の理由などからサプライヤーを変更
できない場合は、一筋縄ではいかない【図
表2】。以下、これらの２つのケースに分け
てポイント解説を行う。

　多くの企業において購買部門は存在しな
い。品目によっては総務部門が一括調達を
行うが、各部門の裁量でバラバラに購入し
ている。その結果、市場のベストプライスか
らかけ離れた価格で購入してしまうことが
少なくない。また、同じ品目をバラバラで購
入するよりも、一括で購入することで割引が
利くケースが多い。理想は、最良な購買方
法を選定し、最良価格で購入することである。
それには対象品目に関する専門的知識やサ
プライヤーに関する情報が必要である。情報
が不足している場合は、コスト削減に精通し
た専門家のアドバイスをもらうのも有効であ
る。こうした専門家は大抵、アドバイス料は
無料で削減金額に応じた成功報酬のみで対
応している。従って、各部門の必要購入数を
集約するなどして一定の規模で購入する際
に相談すると削減効果が期待でき、互いに
Win-Winの関係が成立しやすい。

　サプライヤーを変更できないケースには
電力や水道のように専売状況になっている
場合と、営業取引上の関係構築のためや賃
貸ビルの指定業者など何らかの制約があり、
変更できない場合が考えられる。
　前者の場合、電力を例にとると、デマン
ドコントロールにより月額基本使用料を下
げる方法がある。電気代は使用量に応じた
従量部分とピーク時間帯の使用料を基準に
算出される基本使用料から成るが、基本使
用料はピーク月を基準に全ての月の料金が
固定されてしまう。そこでピークの使用量
を抑えるため電子ブレーカーなどを設置す
る方法が有効となる。また、サプライヤーに

ついても現在は50kW以上の需要家であれ
ば電力自由化の流れで新電力会社（PPS：
Power Product and Supplier）との比較選
択が可能である。
　一方、後者の制約条件によりサプライヤー
を変更できない場合は、価格交渉が必要と
なる。交渉にはどれだけ下げられるか、な
ぜ高いのかという根拠の提示が求められる。
そのため公地価格データの収集や相見積
取得により、費用の明細単位で折衝してい
くことが有効となる。この場合も専門家の
支援を仰ぐことができる。先ほどの電力を
例にとると、ビルの賃借人や管理人が2次
サプライヤーとなって電気代を請求する場
合がある。通常はメーター設置費用、点検
保守費用が加味され、電力会社からの請求
より割増しになるが、その水準が一般より
著しく高いことがある。その場合、交渉に
より削減できる可能性が高い。

　人件費に関しては、業務改革プロジェク
トを立ち上げて業務量を削減したうえで、
組織体制の最適化を行うケースが多く見ら
れる。その手段として、最近はBPO（ビジ
ネスプロセスアウトソーシング）を活用する
企業が増えている。背景には、グローバル
化の進展により国内外に分散した事業組織
の共通業務の集約効果（シェアードサービ
ス化）で生産性を高める事例が増えたこと
が大きいが、アウトソーシング技術やセキュ
リティ向上もBPO活用への後押しになって
いると考えられる。また、BPOによるコスト
削減効果については、経済産業省の『BPO
（業務プロセスアウトソーシング）研究会報
告書』の統計結果によると、概ね20～30%
削減したという企業が４割超を占めている。
　BPOの対象となる業務は、総務・経理・
人事系の定型業務が主体であるが、最近
は定型業務だけではなく、顧客問い合わせ
対応や対外折衝、企画・指針策定などより
高度な作業の割合が増加している。国内の
某旅行会社は、個人旅行の旅行工程表作
成や旅行中のオプショナルツアーの見積・
手配、事故や病気などトラブル時の緊急対
応など難易度の高い領域をオフショアに委
託している。このように、現在はBPOに対
する品質面の不安要素がかなり解消されて
きている状況である。

　コスト削減への取り組みは一過性のイベ
ントに陥りがちであるが、本来は継続的な
運営を可能にする仕組みを構築することが
望ましい。多くの企業において、一部は総
務部門や主計部門がその役割を果たして
いるものの、集中購買の企画・立案や、各
購買プロセスを監視して有効なアドバイス
を行うガバナンス機能（以下、購買マネジ
メントシステムとする）が欠如している。
購買マネジメントシステムを追加するには、
社内に購買部門を設置する方法と、アウト
ソーシングを活用して仮想の購買部門とし
て運営する方法がある。しかし社内に設置
する場合においても、購買品目に関する深
い知見と幅広いサプライヤーとのネット
ワークが不可欠なため、社外の専門家との
連携がある程度は必要になる。
　購買マネジメントシステムには、以下の４
つのインフラとそれを活用して運営するた
めの組織態勢が含まれる。

　次に、購買マネジメントシステムの運営イ
メージを紹介する。例えば、得意先（＝サプラ
イヤー）に対する営業シェアが年々低下して
いるにも関わらず、指名でその得意先から高
値で買い続けるケースを想定する。購買担当
者は、購買マネジメントシステムにより得意
先に対する営業シェアの推移と購買履歴を
参照し、営業シェアが年々落ちているにも関
わらず何年も同一単価で買い続けているこ
とを確認する。一方、同システムにより当該品
目の見積単価と市場価格との大きな乖離を
発見する。その結果、購買担当者は明確な
根拠を持って価格交渉に臨むことができる。
　最後に、購買マネジメントシステムの留意
点を付け加えておく。過度なコスト削減ガバ
ナンスにより社内のモチベーションがダウン
することは本末転倒である。すべての品目を
ガバナンス対象にするのではなく、効果が高
いものから順次対象に組み入れていくことを
薦める。また、コストと品質はトレードオフの
関係にあることから、品質や制約条件を加味
して総合的に判断できる仕組みこそがある
べき姿である。ITコストや顧客サービスに影
響する間接費は、品質（サービスレベル）を
優先した判断が必要な典型例であろう。�

出所：フロンティア・マネジメント作成

コスト削減手法図表2

❻調達プロセスの標準化、量の抑制 平均調達価格の低減

❺取引先との関係再構築 調達方法の見直しや価格低減機会の獲得

❹類似事例との比較 見積精度の向上と取引先との交渉力向上

❸ベンチマークとの比較 適正価格の把握による見積精度の向上

❷サプライヤー分散 競争原理による調達価格の低減

❶ボリューム集約 ボリューム集約によるディスカウント

コスト削減手法 期待される効果

出所：フロンティア・マネジメント作成

企業のコスト構造図表1

直接材

人件費 給料手当、臨時雇（アルバイト）賃金、法定福利費、 退職給付費用、通勤費、
福利厚生費など

工場施設関連費 工場内清掃、設備保守、廃棄物処理、賃料

製造副資材費・MRO 梱包材、補修パーツ

業務委託費 業務の外部委託

その他業務委託費 Webサイトの更新・維持管理、マイナンバー対応など

ＩＴ関連費 ＩＴ運用・保守、ネットワーク、レンタル・リース

販促費 カタログ、チラシ、販促物、広告宣伝

施設関連費 清掃、警備、ビル管理、各種設備保守、廃棄物処理、
光熱費、賃料

物流費 宅配、倉庫物流、チャーター

諸費 事務用品、コピー、リース代、プリンタートナー、
什器備品、引越し、交通費

生産に直結する原材料・資材・部品など

アセット（固定資産） 建設工事・改修工事、 システム開発、ソフトウェアライセンスなど

間接材

間接材

販
売
管
理
費

原 

価

品目（例）

モ
ノ
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
費
用

コストは利益に直結するにもかかわらず、長年の慣習や制約条件が足かせになって削減が進んでいない企業が多い。また、
人件費削減の手法として最近では、シェアードサービス化やBPOの活用が注目されている。本稿では制約条件等を考慮
したコスト削減のポイントとマネジメントの在り方について解説する。

サプライヤーを自由に選べるケース

サプライヤーを変更できないケース

コスト削減の方法について

人件費削減の方法について

購買マネジメントシステムの
必要性

1市場価格をベンチマークとして購買
費用の推計を可能にするコストデータ

2サプライヤー情報とサプライヤー毎の
過去の購買履歴、営業取引実績など
を参照できるサプライヤー関連データ

3過度な使用や購入をモニタリングでき
る機能

4上記データや機能を利用して最適な
購買方法を選択できるワークフローシ
ステム（購買プロセス標準化）

東京理科大学工学部卒業、システム監査技術者、システム
アナリスト。㈱大和総研、朝日監査法人（現、有限責任あ
ずさ監査法人）を経て、2005年に㈱NTTデータ経営研
究所に入社し、業務・IT改革プロジェクトや経営マネジメ
ントコンサルティングに従事し、2009年に同社パートナー
に就任。2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Masao TABATA

田畑 昌生

コンサルティング第3部
マネージング・ディレクター

コスト削減マネジメント
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コストの無駄を改善できる企業体質に
変貌するためのハウツー

コンサルタントの眼
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　埼玉高速鉄道株式会社（以下、SR）は、
埼玉県、川口市、さいたま市（以下、3自治体）
が出資する第三セクターであり、赤羽岩淵
駅から浦和美園駅までを結ぶ14.6kmの地
下鉄（東京メトロ南北線直通）を運営して
いる。2001年の開業以来、沿線開発の進展
とともに輸送人員を伸ばし、2014年時点で
は1日平均９万人強の足として地域の生活・
経済を支えている。
　しかし、SRの財務状況は厳しく、開業当
初（2001年）からの連続した経常赤字と過
剰債務（2013年度末の負債総額1,210億円）
に苦しみ、弊社が関与した時点で３自治体
より年間80億円近くの財政支援を受けて
いる状況であった。
　この要因としては、莫大な地下鉄建設費
用を中心とする総事業費2,587億円のうち
大半を有利子負債により調達したこと、及
び経済状況が事業化検討当時から大きく
変わり、輸送人員が当時の想定をはるかに
下回ったことにより、運輸収入に対し資本
費（支払利息及び減価償却費）の割合が高
いという構造的問題があった。
　2010年に自治体において「経営改革プラ
ン」が策定されたものの、リーマンショック
や東日本大震災等の影響もあり、沿線開発
による定着人口の増加の遅れから、財政支
援額が同プランを上回ることが確実な状況
となっていた。
　かかる状況下、名古屋臨海高速鉄道株
式会社（あおなみ線）での三セク鉄道の再
生支援実績を有する弊社がSRのアドバイ
ザーとして選任され、2013年7月より2015
年３月の債務整理完了までの間、約１年９ヵ
月にわたり、自治体とのスキーム協議、
デュー・ディリジェンス、事業再生計画策定

支援、自治体・国土交通省・金融機関等と
の調整支援、事業再生ADR手続遂行のサ
ポート等の業務を行い、SRの再生案件に
深く関与した。

　SRの費用の大半は資本費等の固定費で
あり、運輸収入が将来キャッシュ・フロー
を左右する損益構造であったが、中でも輸
送人員が最重要ドライバーであった。
　利用者の大半は通勤・通学で利用してい
るため、将来の沿線人口の伸び率が輸送人
員予測の鍵であったが、SR沿線では複数
開発が進行しており沿線開発の詳細な調
査と複数シナリオによるシミュレーション
が必要であった。弊社では、開発主体の取
組方針・マクロ環境・地権者意向などの調
査や有識者・不動産開発会社へのインタ
ビュー等を行い、開発進捗に相関の高い因
子を抽出し可能な限りの定量化を行って、
輸送人員のシミュレーションを行った。
　事業再生計画の確実な履行の観点並び
に自治体の財政負担及び自治体住民への
説明責任への配慮から、複数のシミュレー
ションを明示しつつ、数値計画の基礎とし
ては保守的なシナリオを採用し（最終的に
は外部専門家に輸送人員の予測を依頼、当
該予測値を採用）、かつ、自治体の債権を
最大限DES（デット・エクイティ・スワップ）
することにより自治体が将来のアップサイ
ドを確保できるスキームとした。

　考え得るあらゆるスキームを検討したが、

その決定においては、輸送人員が伸び悩む
中、過剰債務を一時点で一気に解消するか、
長期間かけて解消するかの判断が重要と
なった。すなわち、❶抜本的債務整理を行
い短期にSRを自立させるか、❷財政支援
額を増額させ引き続きSRを当該支援に依
存する形にするか、の選択である。
　弊社は、後者の財政支援継続型スキー
ムでは、支援を行う３自治体で、毎年、関
連予算の議会決議や起債等による財源確
保が必要となり、SRの財務状況を勘案す
ると、それらが確実でない以上、公共交通
手段を提供するSRの長期安定にはつなが
らないことを関係者に提言し、最終的に自
治体及びSRにおいて抜本的債務整理が選
択された。
　スキーム概要は【図表】の通りであるが、
ポイントは、構造問題である過剰債務を抜
本的に低減するために、❶自治体の債権の
DESを依頼した点、❷金融機関に対し過剰
支援とならない範囲での最大の金融支援
（債権放棄）を求めた点、将来の予想キャッ
シュ・フローの範囲内で確実に返済ができ
るよう、❸最大債権者である独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄道・
運輸機構）に対し長期のリスケジュールを
求めた点である。❷に伴い、３自治体は第
三セクター等改革推進債（三セク債）の発
行により財源を確保したうえで、金融機関
に対し借入時の損失補償契約に基づく損
失補償を実行することとした。

　本件のスキームでは、三セク債を活用す
ることとしたが、三セク債の制度上、事業
再生ADR手続により事業再生計画を成立
させることが必要であった。債権者の類型
（❶自治体、❷金融機関、❸鉄道・運輸機

構）のうち、❶と❷の債権者からは事業再
生ADR手続により同意を取り付け、❸鉄
道・運輸機構の長期リスケジュールについ
ては国土交通大臣の指定という行政行為に
より弁済期間が定まることから、事業再生
ADR手続の外での国土交通省との協議に
より妥結を目指すこととし、２つの手続を
並行して進行させるという特別な進め方を
選択した。
　そして、本件では、債務整理を2014年度
中に完了させる必要があり、三セク債の発
行手続期間を考慮すると2015年1月下旬に
は事業再生ADR手続において事業再生計
画を成立させる必要があった。上記の通り
２つの手続が並行していたが、それぞれ事
業再生ADRの対象債権者が計画に同意す
るには、計画の履行可能性を判断するため
に、同手続の外で別途進めている鉄道・運
輸機構の長期リスケジュールの成否を見極
める必要があり、他方、鉄道・運輸機構の
長期リスケジュールついても、その前提と
なる数値計画は事業再生ADR手続による
債務整理を経たものとなっていた。そこで、
双方の手続が他方の先行成立を前提にし
て手続が停止または遅延することを避ける
ため、事業再生ADRの計画における金融
機関への依頼内容を工夫するなどして対
応し、結果として2015年1月29日の同日、
事業再生ADRの計画と鉄道・運輸機構の

長期リスケジュールの双方が成立した。

　本件は第三セクターの事業再生であり、
3自治体がSRの鉄道事業を企画・推進し
てきた主体であり、再生案件の利害関係者
としても最大株主かつ主要債権者であった
点で通常の民間企業の再生案件とは異
なっており、自治体との連携が重要であっ
た。
　このため、弊社は、SRへのアドバイザ
リー業務を通じて、自治体担当部署での方
針や論点の検討や自治体内での重層的な
意思決定における当該担当部署へのサ
ポートを行い、加えて、重要な局面では
SR・当該担当部署が国土交通省と協議す
ることに関する支援も行った。
　また、自治体側の最終的な意思決定は議
会で行われるため、議案審査、議員への事
前説明、プレスリリース等を含む議会スケ
ジュールを考慮した綿密なスケジューリン
グを行った。

　第三セクターの抜本的処理の社会的ニー
ズは、三セク債の使用期限が延長されたこ

とからも明らかな通り、高まっている。第
三セクターの清算型処理は多く実施されて
いるが、本件は数少ない再生型であり、今
後同様の再生を検討する関係者の参考にな
れば幸いである。なお、SRは、今回、抜本
的な再生計画を策定し関係者の支援を得た
ことによって、財政支援を頼らずとも鉄道
の安全・安定運行を行える財務状況となり、
地域を支える足として永続的に自立した経
営ができるようになったことを申し添えた
い。�

再生スキーム概要図表

出所：SRホームページ及びプレスリリースから一部フロンティア・マネジメント推定により作成

※一部推定を含むイメージ図であり、実際の数値とは異なります。
※自治体は385億円の損失補償を履行

金融支援内容
実態
債務超過

貸借対照表（債務整理後）

現預金 40 485鉄道・運輸機構
未払金

現預金 40 485鉄道・運輸機構
未払金

現預金 40 485鉄道・運輸機構
未払金

鉄道事業
固定資産

鉄道事業
固定資産

570 鉄道事業
固定資産

●鉄道・運輸機構未払金

●借入金
●借入金
●借入金

➡  485億円の長期リスケ
➡  322億円の債権放棄
➡  196億円の債務株式化
➡  131億円の長期リスケ

5701,400

649借入金 649借入金 131借入金

その他 20 その他 20 14その他

資産合計 630 資産合計 630 630負債資本合計

14その他 14その他

その他 8 300純資産 1,148負債合計

資産合計 1,448 1,448負債資本合計

鉄道事業
固定資産の
減損

貸借対照表（債務整理前）

埼玉高速鉄道は、有利子負債1,210億円（2013年度末）を抱え、毎年度沿線自治体から財政支援を受けていたが、
2014年度において、構造的な財務問題にメスを入れ、抜本的な経営再構築を果たした。弊社は、同社のアドバイザーと
して、自治体内での検討段階から1年9ヵ月にわたり同社の再生案件に関与したので、その概要とポイントを紹介する。

埼玉高速鉄道の概要

終わりに

輸送人員の予測

スキーム

事業再生ADR成立の手続上の工夫

自治体との連携

再生プロセスにおけるポイント

カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン経営大学
院修了（MBA取得）。米国公認会計士試験合格。大成建設
㈱、プライスウォーターハウスクーパース㈱、3M（米国勤務）
を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
再生プロジェクトを統括するほか、事業成長策を助言。

Junichi IKEGAMI

池上 淳一

プロフェッショナル・サービス部
ディレクター

早稲田大学商学部卒業、弁護士（第二東京弁護士会、56
期）。2003年に東京丸の内法律事務所に入所、2013年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社し、2015年にマ
ネージング・ディレクターに就任。

Akira NOMOTO

野本 彰

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

第三セクターの抜本的再生
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　日本のGDPのうち、三大都市圏を除く地
方の経済規模（以下「地方経済」）は全体で
５割弱を占めており1、この地方経済圏の厳
しい将来性について様々な議論がなされて
いる。一方で、経済活動の中心は民間企業
を通じて支えられていることから、これら
民間企業の企業価値をいかに高めるかとい
うことが、地域活性化においても極めて重
要な課題である。以下では、企業を取り巻く、
地方経済の三つの構造的な環境変化につい
て解説する。
　一つ目は、製造業の牽引力の低下である。
直近では円安等により、国内回帰の動きが
見られるものの、長期的な傾向は変わらない。
地方経済においても1990年頃には成長が頭
打ちとなり、雇用構成比は既に平均17%程
度まで減少する2など、経済全体に占める
影響力は年々弱まっている。今後において
も、長期的な交易条件の悪化や新興国の
キャッチアップによる成長、更にはグローバ
ル競争の進展の中で大企業を頂点としたピ
ラミッド型産業構造が崩れ始めているなど、
地方の製造業の将来性はこれまで以上に不
安定な状況にあり、いかに戦略的方向性を
描けるかが問われている。
　二つ目は、小売・卸売・サービス業といっ
た第三次産業の労働生産性の低さである。
これらの産業の労働生産性は、欧米に比べ
低いことが指摘されているが、特に人口規
模・密度が低い地方においては都市圏のそ
れよりもさらに低い傾向にある。例えば、小
売・卸売・サービス業の全体では、三大都
市圏に比べ30%以上労働生産性が低い3。
第三次産業は地方の約7割の経済規模を占

め4、長期的にその構成比は上昇しているが、
生産性が低い産業構成比の上昇が低所得
者層を増加させ、更に人口減少による消費
の減少が重なることにより、経済の負のス
パイラルを起こすことが懸念されている。
そして、更に深刻なのは労働人口の減少で
ある。地方経済というと一括りに人余り（又
は人手不足）と論じられることもあるが、実
際は職種によって状況が異なる。事務業務、
中間管理職、製造業の職種の労働需要は低
調であり、今後も雇用は減少すると予想さ
れる。一方、第三次産業や専門職の雇用は
極めて深刻な不足状態にあり、特に近年、
全国的に有効求人倍率が急上昇している。
これらの状況が解消される見通しは今後も
不透明であり、地方の第三次産業の企業と
しては生産性を高めるべく、❶顧客に対す
る付加価値の追求、❷人員減でも効率的に
運営できる体制の構築、❸不採算事業・非
効率業務の徹底改善などを図らなければ生
き残りは厳しくなる。特に雇用を確保し、
社員を育成する力は企業間の競争優位に重
要な影響を与えることになると予想される。
　第三に、経営者の高齢化があげられる。
帝国データバンクの調べによると、社長の平
均年齢は過去最高の59.0歳（2014年）と30
年以上上昇が続いており、更に調査対象企
業の⅔が後継者不在の問題を抱えている。
過去10年（2004年～2014年）の倒産件数は
28.8%低下している一方で、休廃業・解散
件数は60.5%上昇と継続的に増加しており、
休廃業・解散件数は倒産件数の約2.8倍ま
で上昇している。特に中小企業は全産業の
99.7%の企業数を占め、雇用の約７割を占め
ていることからも、計画的な事業承継が滞っ
ていることは、地域経済の活性化や雇用の
基盤、技術の継承を揺るがす深刻な問題で

あるといえる。

　生産要素資源をいかに安く、大量に確保で
きるかが競争優位を決める20世紀型の資本
家優位の時代は、他の先進国と同様、終焉
を迎えつつあり、知識集約優位の時代へシフ
トしている。このような典型例としては、情報
技術の発展・成長があげられよう。情報分散
技術、人工知能技術、IoTなどの発展により、
情報に係るコストは日進月歩で逓減している。
また、競争上の観点からも、これらは従来の
川上・川下との競争環境を変化させることや、
モノ自体の価値を変化させる可能性がある。
また、顧客に対してはスマートデバイスを
通して、いかに時間的・空間的接点の優位
性を働かせられるかが重要になっている。
テクノロジーの進化は、ユーザーに最適な形
となるべく産業の垣根の見直しを迫るため、
従来の産業観に囚われていると競争力や付
加価値を根こそぎ失う可能性さえある。
　特に地方企業においては、このような技
術的変化がコスト構造やバリューチェーン
に及ぼす影響、無形資産が顧客価値に及ぼ
す影響などを捉え、経営戦略を策定・実行
できているか否か、非常に危惧されるとこ
ろである。また、イノベーションを生み出
す産業の集積地が東京を中心とした一部の
都市に集中していることから、これまで以
上に企業間の競争力格差、地域・都市間の
経済格差が広がることが危惧される。

　総人口が減少し、それ以上に生産年齢人

口が減少する時代において、地域経済の維
持・発展を望むのであれば、企業がこれま
で以上に付加価値・生産性を上げる努力を
しなければならない。幸いにも日本の地方
経済圏の多くを占める第三次産業は労働生
産性が低く、伸び代は十分にある。ヘルス
ケアや観光に至っては市場拡大余地も大き
い。自らが置かれている状況、将来予測、
問題点を客観的情報に基づいて理解し、そ
れを一歩一歩着実に克服することが企業の
成長、ひいては地域経済活性化の基本とな
る。それを牽引する上で最も重要なものは
何か。それは「経営力」である。
　弊社が複数の地方企業の再生に携わって
きた経験からも確信することは、生産性が
低く、業績が低迷している企業に共通する
問題点は、数値に基づく科学的な経営が十
分になされていないことにある。例えば、
コンセンサス型の意思決定、勘と経験・情
緒的な判断、精神論、安易な解決策、緊張
感のない企業文化、責任の欠如、ご都合主義、
そして業績低迷…これらは全て科学的な経
営がなされていないことが根本にある。不
確実性が高い時代において、意思決定の判
断ミスは致命傷になりかねない。経営変革
の実行においては、社員に対して失われる
ものがある一方で将来に可能性があること
を信じてもらわなければならない。このよ
うな局面において、数値に基づく科学的な
裏付けなくして、合理的な決断や変革の
リーダーシップを発揮することは成しえな
いと考えられる。

　経営変革のスピードをあげるために最も
重要なものは、前述で指摘した企業の経営
力である。しかしながら、「経営改革の現場
から【第1回】」でも記載したように、地方
経済には新陳代謝が起きにくい土壌もある
ことから、経営変革のスピードを飛躍的に
促進するためには、ステークホルダーを中
心とした外部機関の協力・支援が必要不可
欠となることが多い。
　地域企業のガバナンスにおいては株主が
有効に機能していない場合も多いことから、

そのような場合、ガバナンスの役割を果た
すのは地域金融機関になると考えられる。
全体として、倒産件数の減少、不良債権比
率の減少が見られるものの、前段のような
将来の経済環境が与える影響を個々に分析
すれば、正常先においても将来が危惧され
る潜在先は多いと思われる。現時点の業績・
財政状態だけでなく、将来の経済環境の予
測分析に基づいて、企業が多様な戦略オプ
ションを描ける状況のうちに経営変革を迫
る役割が期待される。
　また、20世紀型の資本家優位の時代が終
焉しつつある中で、地域金融機関の貸出し
（Debt）は貸付余剰状態となっているが、
一方でリスクマネー（Equity）は供給不足
にある。これは裏を返せば、既存事業の枠
組みの中では投資余地が限定的となってい
る一方、成長マインドや新たな事業、付加
価値を創造する力が欠乏しているものと示
唆される。「経営改革の現場から【第3回】」
でも言及させて頂いたが、真に地域経済の
活性化を望むならばDebtガバナンスによ
る「代謝」だけでは十分とはいえない。成
長戦略に基づいたEquityガバナンスによる
「新陳」、即ち、イノベートする力が必要不
可欠となる。
　ここで企業変革において、重要となるのは
「経営力」を有する「プロ経営人材」／「経
営改革チーム」である。この機能はまさに
弊社が担っている機能でもあるが、昨今話
題となりつつあるプロフェッショナル経営者
の登用や、事業会社、投資ファンドがM&A
を行った際の経営人材の投入、そして企業
を支援する様々な外部専門家等もこれに含
まれる。地方企業を取り巻く経営環境の不
確実性が増す中、自社のリソースだけで、
求心力のある経営ビジョンを描き、合理的
な意思決定や、重層的な成長戦略を進める
ことはこれまで以上に困難となっており、
いかに多様な専門家の知見を引き出せるか
が重要となっている。特に成長が困難な時
代だからこそ、自分達が真に根ざしている
ことは何か、環境が変わっても変わらない
ものは何かを見極め、それを新たにどこで
生かせば良いかについて、「客観視」できる
ことが企業経営、地域再生に問われている。

そして、その鍵となるものこそが「経営を
科学する力」である。

　失われた20年と言われているが、民間企
業や金融機関などの努力により、企業の財
政状態や銀行の不良債権比率は総じて改善
傾向にある。一方で、次なる成長の柱が無
ければ、失われた30年へ続く可能性も否め
ず、悲観的な予想が様々議論されている。
しかし光明な点もある。全４回で連載して
きたように、「新陳」をもたらす機能として、
プロ経営人材や事業会社あるいは投資ファ
ンドによる経営改革の機能が徐々に育ち始
めている。このような機能が更に活性化す
ることは、種を超えた遺伝子の移動により
生命が進化するかの如く、これまでの枠組
みを超えて飛躍する可能性を高めることが
期待される。そして、「経営を科学する力」
を高めることにより、これらの多様なプレ
イヤーをつなげ、「新陳」をもたらす力は更
に高められるであろう。前段でも触れた通
り、地方経済の先行きは厳しいものの、伸
び代は十分にある。今後は特に金融機関の
みならず、実際に事業を営み創造する事業
会社が積極的にその機会を生かし、地域活
性化の役割と責任を担うことが期待される。
なぜなら、今必要なのは、財務体質の改革
から経営の質の改革に変化しているからで
ある。これまでの財政状態、不良債権の改
善を目的とする企業再生を「ターンアラウ
ンド1.0」とした場合、その目的は多大な犠
牲の下に達成されつつある。今後必要とな
るのは、プロ経営人材や事業会社、リスク
マネーを加えた「新陳」機能を含むターン
アラウンドであり、時代の要請は「ターン
アラウンド2.0」へ移行したといえる。�

1・4：内閣府「県民経済計算」より

2：総務省「都道府県 産業別就業者数」より

3：県内総生産（内閣府「県民経済計算」より）÷就業人
口（総務省「都道府県 産業別就業者数」より）にて
算出

「経営改革の現場から」全4回の最終回は「地方経済におけるターンアラウンドの必要
性」について、その構造的背景と実践的経験に基づいて考察していきたい。地方経済
は未曽有の厳しい環境にあるが、今すぐ変革を図れば未来は開かれる。その鍵となる
のが「経営を科学する力」である。

地方経済が衰退する
構造的要因

地方再生の鍵は
「経営を科学する力」

知識集約優位が地方経済に及ぼす影響

いかに変革のスピードを上げるか

ターンアラウンド2.0

名古屋大学経済学部卒業。公認会計士。新
日本有限責任監査法人を経て2008年にフ
ロンティア・マネジメント㈱に入社。2012
年にフロンティア・ターンアラウンド㈱設立
とともに同社へ出向。アルピコホールディ
ングス㈱経営企画部長、食品総合卸業の常
勤取締役などを歴任。

Takaki UMEMURA

梅村 崇貴

フロンティア・ターンアラウンド株式会社
ディレクター
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In March 2015, Singapore witnessed the 
passing of her most well-known citizen 
and statesman, Lee Kuan Yew.
Amongst an array of quotes from Lee 
Kuan Yew was this vivid one on ‘trou-
ble-makers’ : 
“Everybody knows that in my bag I have 
a hatchet, and a very sharp one. You take 
me on, I take my hatchet, we meet in the 
cul-de-sac”.
Notwithstanding his reputation as a 
South-East Asian political strongman and 
criticisms of Singapore’s single ruling 
party dominance, Lee Kuan Yew (1959 to 
1990), as well as Goh Chok Tong (1990 
to 2004), voluntarily stepped down from 
the Prime Ministerial appointment within 
the governing People’s Action Party. �ere-
after, the two former Prime Ministers con-
tinued as part of the Singapore Cabinet, 
up till 2011. 
In terms of leadership renewal, Singapore’s 
present Deputy Prime Ministers, Teo 
Chee Hean and �arman Shanmugarat-

nam were elected to parliament in 2001, 
during Goh Chok Tong’s tenure as Prime 
Minister.
More recently, as part of the 2011 general 
elections, 24 new members of parliament 
were inducted and these include four of 
whom are currently full Ministers in 
active o�ce. �ese new Ministers have 
been in service for a couple of years now 
and are expected to form the outline of 
Singapore’s fourth generation of political 
leaders.
Like other aspects of Singapore’s gover-
nance model, there has been no lack of 
debate on her unconventional form of 
leadership renewal. 
Yet, Singapore’s political and economic 
stability has shown resilience in the recent 
decades and is expected to carry on after 
Lee Kuan Yew’s recent passing. 
But Lee Kuan Yew did not just impress 
his will on typically high-brow govern-
mental issues. On a light-hearted note in 
a public eulogy for him:

“No issue was too small for 
him. On travels when he came 
across trees or plants that might 
grow well here, he would collect 
saplings and seeds and hand 
carry them back to Singapore… 
Singapore’s Prime Minister was 
also the Chief Gardener of the 
City in a Garden”.
Lee Kuan Yew had envisaged 
that the presence of ample 

greenery in an environment clean of litter 
would signify that Singapore was a 
well-organised city and hence a good des-
tination for tourists and foreign invest-
ments. 
His vision of a “garden city” continued its 
relevance as Singapore developed her 
historical positioning as a hub and a gate-
way to the region: from attracting invest-
ments for manufacturing to a key �nan-
cial centre and services economy, and 
from a tourist destination to a talent hub 
where residents choose to work and play. 
In his twilight years, one of the softer 
roles that Lee Kuan Yew held was Patron 
of the Gardens by the Bay; the over $1 
billion-invested Gardens by the Bay. �e 
ambitious downtown park project was 
launched in 2012 and is expected to con-
tribute to Singapore’s goal of keeping 
and wooing talent in the years to come.
Many believe Singapore will be one of 
the key players in the continued integra-
tion of the South-East Asian region and 
in continually harmonising intra-ASEAN 
relationships. 
To do so, Singapore’s leaders are counting 
on allying her growing position as a cultur-
al and recreational centre to her strengths 
in the legal environment, infrastructure 
and business framework. 
�e international investment community 
and the hundreds of multinational corpo-
rations that use Singapore as their region-
al headquarters will be observing.�

　世界保健機関（WHO）や国際連合によ
ると、総人口に占める60歳以上の比率が
10%、または同じく65歳以上の比率が７%
に達した国・地域が「高齢化社会」と定義
されています。
　中国の第六回国勢調査によると、2010年
までに満60歳以上の人口は1.78億人（総人
口の13.3%）、そのうち65歳以上は1.19億人
（同8.9％）に達し、中国は世界において高
齢者（60歳以上）人口が1億人を超える唯
一の国となりました。
　中国における高齢化はますます加速して
おり、2011、2013、2014年の60歳以上の人
口はそれぞれ1.85億人（同13.7%）、2.02億
人（同14.8%）、2.12億人（同15.5%）となっ
ています。高齢者人口は2020、2025、2050
年にはそれぞれ2.48億人、３億人、４億人に
達し、総人口に占める割合は17.17％から
30％に拡大すると予測されています。中国
社会はまさに駆け足で高齢化社会へと突き
進んでいると言えましょう。
　世界最大の人口大国である中国の高齢
化社会が他国と違う点として、高齢者人口
の基盤が大きく増加のスピードが速いこと
に加え、独居や要介護老人が多く、介護の
産業化が追いついていない等の特徴が挙げ
られます。例えば、近年は外地（本籍地以
外の地域）において働く若者が増加してお
り、全国老齢工作委員会の調査では2014
年の独居老人数（子供と離れて暮らしてい
る高齢者）は51.1%にまで達したとのこと
です。

　中国には「子を育て老後に備える」とい
う伝統があります。しかし、一人っ子同士
の夫婦が４人またはそれ以上の老人の面倒
を見るのは経済面・物理面双方において、
その負担に耐えられるものではありません。
　中国社会科学院人口・労働経済研究所
の蔡昉所長は、社会の変化により、これま
で伝統的であった「家庭における介護」を
存続できない以上、介護への考え方や介護
モデルにも変化が必要だと述べています。
　しかし、人々は「社会で老後の面倒を見
る」という介護モデルを受け入れつつある一
方で、日々拡大する介護サービスの需要と供
給のアンバランスという問題にも直面してい
ます。《中国高齢者事業発展報告（2013）》
によると、2012年末までに介護ベッド数は
390万床に達しましたが、これは高齢者人
口の2.05%に過ぎず、先進国の５～７％に
遠く及ばず、開発途上国の３％の水準にす
ら達していません。
　また、現代化より高齢化が先に進んでし
まったことにより、“豊かになる前に老いて
しまう”という特徴が日増しに顕著になり、
高齢者は多くの困難に直面しています。
　介護問題は世界的な課題であり、“シル
バー経済”は中国において無限の商機を生
み出しており、介護サービスはその中でも
最も関心が寄せられています。全国高齢者
工作委員会のデータによると、現在中国高
齢者市場の消費需要は年間6,000億元（約
12兆円）に達し、中国介護産業は20兆元（約
400兆円）規模の市場が未開発だというデー
タもあります。ただし現実には、中国の高
齢者消費市場の開発速度は緩やかなもの
であり、介護産業全体がまだ “夜明け前”

の段階にあるといえます。

　このような巨大な高齢者需要と潜在的商
機を見据え、日本企業も着々と中国市場に
進出し、さまざまな試みを始めています。
　現在、日本企業は主に富裕層を対象とし
たハイレベルの介護市場に進出しています。
2004年、㈱ウイズネットは中国高齢者サポー
ト市場に進出、看護師のトレーニングや日
本式の訪問看護サービスを提供しています。
2011年には大連で病院施設を購入、“介護
サービスセンター”として開設しました。今
後は、東北３省に同様のセンターを開設す
る予定です。
　2011年11月には、ロングライフホールディ
ング㈱が、青島に初めてホーム内にプール
や医療設備等を備えた日本式の高級老人
ホームを開設し、富裕層に介護サービスを
提供しています。今後同様のホームをさら
に開設する予定です。
　介護用品大手の㈱ニチイ学館も2012年
春に上海で合弁会社を設立、上海や北京
等の大都市で車椅子等の福祉用具の販売
を開始、 2015年には売上10億円を目指して
います。
　このほか、ワタミ㈱も2015年に福建、上
海等で日本式の老人ホームの開設を計画し
ています。
　日本の介護産業の経験やノウハウは、中
国においても高い関心を寄せられています。
遠くない将来、日本企業はこれまで培って
きた豊富な経験を元に中国市場をますます
開拓していくことでしょう。�

“As Singapore looks to continued relevance in 2015 and beyond, 
we re�ect on two aspects of Lee Kuan Yew’s legacy.”

中国では急速に高齢化が進んでおり、巨大な介護市場の誕生が期待されています。中国
における介護市場の発展の過程において、日本企業の長年の経験が生かされる時期が近
づいていると感じられます。

急速な勢いで発展する
中国の高齢化社会

期待される日本の経験

アルドリック ハウ

Aldric How

フロンティア・マネジメント㈱
シンガポール支店 シニア・ディレクター

JI Qinqin

季 欽欽

Frontier Management 
(Shanghai) Inc.

A Hatchet in the Gardens “無限の商機”が期待される中国のシルバービジネス

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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