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　ミュージカル『オペラ座の怪人』の第一
幕。怪人にオペラの舞台を滅茶苦茶にされ
たヒロインのクリスティーヌは、オペラ座の
屋上に逃亡します。恋人のラウルは彼女を
追って屋上に行き、彼女への愛を高らかに
歌います。「Let me lead you from your 
solitude（君を孤独から救い出させてく
れ）」という甘い歌詞で、第一幕の見どこ
ろの一つです。
　「solitude」や「loneliness」という「孤
独」の概念は、歌だけでなく文学や絵画
など芸術の分野で常に題材となってきま
した。宗教においても同様で、ヒンドゥー
教や仏教では、俗世から離れた「孤独」
は修行の一つとされています。20世紀に
は社会科学の題材にもなり、米国の社会
学者リースマンの『孤独な群衆』という名
著に収まりました。

　現代の企業経営という時空で言えば、
「孤独」を最も感じているのは経営者で
しょう。急激な市場変化や複雑な制度変
更など目まぐるしく変容する環境下、多く
の難しい経営判断を不断に行う毎日は「孤
独な生」と言えます。「孤独な生」を生き
る経営者にとって、常に寄り添えるコンサ
ルタントこそ、今希求されている存在で
はないかと感じます。
　先日、『はじめてのハワイ語』という本
を見つけました。この本によれば、ハワイ
を初めて統一した「カメハメハ大王」の名
前は興味深い音節で成立しています。「カ
メハメハ」の「カ」は英語で言えば定冠詞
の「The」で、「メハメハ」は「孤独」という
意味だそうです。やはり、古今東西、組織
の長は「孤独な人」なのですね。

　「地方創生」の掛け声のもと、まち･ひ
と･しごと創生本部が2014年12月に設置
されてから約１年半を経過しましたが、
地方における人口減少問題を憂慮し、各
地で地方創生の機運が高まってきたこと
を最近実感しています。これまで「地方創
生」というと、各地の観光名所や特産物の
紹介やインバウンド需要をどう取り込むの
かという視点が強調されてきましたが、
実際は、キャッシュを地域内に呼び込む効
果が大きく労働生産性が高い製造業の地
域中核企業を、どのように全国や世界に
向けた事業会社に育成していくかの視点
が重要です。
　このような趣旨から、2016年６月９日に、
経済産業省・文部科学省・内閣府のもとで
グローバル･ネットワーク協議会が設置さ
れました。同協議会は、地域中核企業をい
くつか選定し、各界の有識者からなる「グ

ローバル･コーディネーター」の助力のも
と、当該企業をグローバル企業に育成して
いくという壮大な精神のプロジェクトで
す。私自身も、同協議会の事務局長代行と
して稼働することになりましたので、尽力
させていただく所存です。また、地方の中
小企業に、首都圏等で活躍している専門
人材のＩターンを促し、地方企業の活性化
につなげるという、内閣府主導のプロ
フェッショナル人材事業も始動して既に相
当数の成果を出しつつあるようです。
　ただし、「地方創生」は、官主導から民主
導にどのように繋げていくか、また、様々
な新しいビジネスモデルで「地方創生」に
資するとともに、ビジネス的に儲かる企業
又は事業をいかに地方で起こし成長させ
ていくかが重要であり、弊社もその支援
に積極的に取り組んでいきたいと思って
います。
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　2001年に不良債権処理と事業再生のためのツールである
私的整理ガイドラインを策定し、2003年に産業再生機構を
創立して、その一層の促進に努めたが、2007年に時限組織
であった機構を１年前倒しに解散させ、その同じ年に産活法
改正により私的整理ガイドラインに代わる「事業再生ADR」
制度の立法が実現した。事業再生ADRを用意した上で産業
再生機構を「前倒し解散」させたのは、日本で一刻も早く民
間での事業再生ビジネスを育てるためであった。事業再生
に特化したプライベート･エクイティ･ファンド、事業再生専
門のコンサルタント、ターンアラウンド･マネージャーなどが
それであり、アメリカで誕生したこれらの再生ビジネスは世
界中に広がったが、関係者の努力にも関わらず、残念ながら
日本では思ったほどには育っていない。何故そうした再生ビ
ジネスが日本で育たないのか、原因を究明する必要がある。
金融円滑化法以来の弛緩、事業再生への公的機関の過度な
関与、マイナス金利を含めた金融緩和など様々な要因があり
得るが、３つ目の金融緩和政策は世界先進国共通であるか
ら原因から排除される。日本経済を活性化させるためには事
業再生ビジネスの育成発達は欠かせない。アメリカからヨー
ロッパにターンアラウンド･マネジメント･ビジネスが導入さ
れたのは、産業再生機構が設立された2003年以降のことで
あるが、日本が遥かに追い越されてしまったのは残念至極で
ある。

　EU圏内での倒産再建実務の進歩は著しい。使い易い制度
のある国で再建手続を開始するためのフォーラム･ショッピ
ング（管轄地探し、forum shopping）が流行った影響もあっ
て、諸国で競って再建制度を使い易くしたこともその理由の
一つである。既に再建手続の利用のし易さの点では、多額の
費用がかかるアメリカのChapter 11を超えたと思われる。
2014年12月3日に、「事業の失敗と倒産に対する新たなアプ
ローチ」と題する欧州委員会勧告書が提出された。その主な
内容はEU加盟各国において、❶裁判所外での予防的再構築
のフレームワークを作ること、❷正式な裁判手続を開始する
までもなく、調停者や監督者を関与させての裁判所外での再
建計画案の立案と交渉ができるようにすること、❸多数の同
意が取れた再建計画案を裁判所が認証して効力を発生させ
ること、などである。

　2000年にEU倒産規則が作られた。この倒産規則によれば、
EU圏内では「主要利益の中心地（center of common interest,
COMI）」がある国で「主要手続（main proceeding）」が開
始されると、他のEU加盟国では「第2手続（secondary 
proceeding）」（日本の外国倒産承認援助法による従手続）し

か開始されない。そこでEU倒産規則が出来て以来、どの国
にCOMIがあるかは最重要な問題であったが、2014年に改
正された倒産規則によって決着が付けられた（改正規則は
2017年から施行される）。これがEU加盟国での最重要問題
であったがEU特有の問題であるので、ここでは割愛する。
　第２は、再建手続重視の問題である。これまでは第２手続
では清算手続しか開始できなかったが、第２手続でも再建
手続が開始できるように改正され、再建手続における各国
での協力に関しても規定が設けられた。
　第３は、最大の問題であるグループ企業の処理の問題だ
が、この問題は別途詳しく検討する必要があるので割愛す
る。

　加えて2016年にINSOL Europe （国際倒産再建実務家協
会のヨーロッパ部会）ターンアラウンド部門がリストラク
チャリングとターンアラウンドのビジネスに従事する専門職
が守るべきガイドラインを策定した（僭越ながら私自身もそ
の「審査助言委員会」の一員である）。
　特に次の三点で、このガイドラインが策定された意義は
大きい。

　いずれにしろヨーロッパでターンアラウンドの専門職がか
なり育っていることは事実である。今後、ますます必要な専
門職として育つに違いない。現地の実態調査、インタビュー
調査を実施する予定であるが、次のページにてガイドライン
を紹介する。これによって、日本の事業再生ビジネスが世界
レベルに達していないことを、関係者が自覚するための一
助としたい。なお、このガイドラインは、裁判所が選任した
ターンアラウンドの専門職には適用されないとされている
が、それは裁判所が倒産再建手続の開始の前後にターンア
ラウンドの専門職が選任される数に比べて、裁判所の手続
前の時期の段階で、ターンアラウンドの専門職が選任され
て早期事業再生に着手することが多いことをも示唆してい
る。追ってインタビュー調査をするなどして実情を把握する
必要があるが、とりあえずあるがままの実情を報告するに留
める。❖

1 ヨーロッパでターンアラウンド専門職の認知度が高くなり、
高度で専門性の高い専門職として確立されたこと。

2 ヨーロッパではターンアラウンド専門職の人数が増え、独立
の専門職として成立している。

3 推測であるが、ターンアラウンドの専門職を名乗る者の中に
は、様々な者がいて、倫理的基準を満たした者ばかりでは
ないので、ガイドラインを定めることによって、そうした不
適切な自称ターンアラウンド専門職を排除しようとする自浄
作用となる。

弁護士 博士（法学）。1963年に弁護士登
録、1988年に裁判官任官。東京地方裁判
所判事、山形地方家庭裁判所所長、新潟
地方裁判所所長、東京高等裁判所部総括
判事を歴任。2000年に弁護士に復帰し、
多数の大企業を再建。2001年に私的整
理ガイドライン研究会座長（全銀協・経団
連等）、2003年～2007年に㈱産業再生
機構・産業再生委員長、2003年～2006
年に中央大学法科大学院特任教授を務め
る。2007年にフロンティア･マネジメント
㈱特別顧問に就任。 Shinjiro TAKAGI

高木新二郎
特別顧問

2014年のEU委員会の
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2014年のEU倒産規則
（Insolvency Regulation）の改訂
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事業再生
ビジネスの隆盛
アメリカで誕生した再生ビジネスは世界中に広がったものの、
残念ながら日本での再生ビジネスは、
ヨーロッパやアメリカに遥かに追い越されてしまっている。
EU圏内での倒産再建実務の進歩の状況、
EU倒産規則の改訂について見ながら、
今後の日本の事業再生ビジネスの大きな成長の一助となることを願って、
INSOL Europe（国際倒産再建実務家協会のヨーロッパ部会）による
ターンアラウンド専門職のガイドラインについて紹介したい。
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　INSOLヨーロッパ倒産実務家ターンアラウンド部会ガイドライ
ン（TWガイドライン）は、2015年にヨーロッパと域外において
実務を行う会員と協議し、審査助言委員会の監督の下で、INSOL
ヨーロッパ倒産実務家ターンアラウンド部会によって作られた。ラ
イデン大学ロースクールのターンアラウンド･救済･倒産チームの
助力も得ている。
　再構築とターンアラウンドのためのTWガイドラインは以下の目
的を有する。
a）ヨーロッパにおけるターンアラウンド実務の指針を提供する
こと。

b）清算よりも裁判所外再構築を促進すること。
c）ターンアラウンド実務家の質を確かなものとして、ターンア
ラウンド･ビジネスの長期持続可能な基礎を提供すること。

d）市場におけるターンアラウンド実務家に対する信頼を高め
ること。

　TWガイドラインは裁判所外で選任された場合だけに適用され
る。それは案件の特定の側面に関して解釈して適用さるべきもの
である。例えば、案件の過程におけるターンアラウンド実務家の
役割、利害関係人と関係する利益の種類、再構築やターンアラウ
ンドの複雑性や緊急性、機密性と情報提供の必要性との適切なバ
ランスが求められるコミュニケーションの特殊性などである。
　再構築（Restructuring）とは、債務者の活動の全部または一部
の継続を可能にすることを目的とする債務者の資産負債の内容、
条件、ストラクチャー、あるいはこれらの要素の混合を意味する。
　ターンアラウンドは、減退の脅威にある事業の経済的パフォー
マンスを回復させることを意味する。

1.1 リストラクチャリングとターンアラウンドの専門家
（Restructuring and Turnaround Professional, RTP）と
は、裁判所外で会社、会社グループ、または他の事業体
（entity）を再構築しターンアラウンドすることを委託された
人または組織（body）をいう。

1.2 RTPは、書面により定めた他は、委託した人、事業、会社を
その依頼者として考慮する。

1.3 RTPは、法、契約、その他の拘束力ある規則、規制と矛盾す
る場合を除き、この拘束力のないTWガイドラインを指針と
する。このTWガイドラインは、ヨーロッパ倒産規則の別紙
に定める倒産手続や裁判所が関与する他の法的再建手続に
は適用されない。

1.4 仕事を始める前に、RTPは、委託業務の範囲、組織内におけ
るRTPの地位と法的権限、報酬に関する定めを含む契約書
または委任契約書を求めなければならない。

2.1 RTPは、その任務を適切な注意を払い、専門的に、効果的効
率的に遂行する。

2.2 RTPは、全ての関係者に対して、礼節と配慮を以て行動し、
この専門職に対する信用を損なう行為を避けなければならな
い。

2.3 RTPは複雑な状況を処理（manage）する能力を有する。業

務開始前またはその後適時に（regularly thereafter) 、委託
業務を適切に処理する能力を評価しなければならない。

3.1 RTPは、
⒜誠実に（integrity）、つまり率直（straightforward）、正直、
公正に職務を遂行する。

⒝業務により知り得た情報を適切に機密理に管理しなけれ
ばならない。

⒞どのような状況にあろうとも最善の業務執行を行うにあたっ
ては、依頼者の識別を避けなけなければならない（avoids 
identification with the client, in order to provide the 
best performance in any situation）。

⒟その職業的判断にあたっては、偏見、利害衝突、他者から
の不当な影響を避けなければならない（avoids bias, 
conflict of interests or undue influence of others to 
influence in any situation）。

⒠業務遂行にあたっては、依頼者の利益を最終的指針とし、
そうするにあたっては他の利害関係人の利益を適切に配
慮しなければならない。

4.1 RTPは依頼者に対して主たる義務を負う。
4.2 RTPは依頼者に報告しなければならない。
4.3 RTPは、依頼者に対して定期的に、適時に、透明で信頼関係

に基づいた方法で依頼者と連絡し、依頼者に完全で真実に
即した情報を提供する。

4.4 RTPは、その職務執行に関して締結した外部との関連契約
について依頼者に迅速にその情報を提供する。

4.5 RTPは、業務遂行に関して、依頼者から誤導された場合、依
頼者から十分な支持を得られない場合には、速やかに業務を
終了させることを考慮する。終了の場合には依頼者に適正に
通知する。

4.6 本ガイドラインからの逸脱は書面によらなければならない。

5.1 RTPは、依頼者の利益が求める場合にだけ外部と連絡交信
する。

5.2 RTPは、利害関係人と連絡交信する場合には、誰が依頼者
であるか、RTPの本来的業務が何であるかを明確にしなけれ
ばならない。

6.1 RTPは、関係者がこのガイドライン２と３に関する不服を申
立てる機会を与え、その不服を適切に処理する。

6.2 RTPは、その職業団体等の会員組織などによってそのガバ
ナンスを管理する。

6.3 RTPは、その職務執行の過程においてガバナンスの構造的処
理メカニズムに全面的に協力する（An RTP fully cooperates 
with any governance mechanisms (s)he comes across 
in the course of the assignment）。
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プチM&A戦略のすすめ

日本企業の
クロスボーダー
M&A戦略
「Ver2.0」

日本企業の関わるM&A案件において、近年特徴的な変化が顕れて
いる。総額では減少している一方で案件数は増加しており、「案件の
小型化」が進んでいる。案件機会の増加と案件の小型化の流れを受
け、日本企業は今後、自社内に欠けている技術や顧客層と言うピー
スを、幾つかの中小型M&A案件の執行で吸収・補完していく「プチ
M&A戦略」を駆使すべきであろう。手元流動性が依然として高い日
本企業、特に中小企業にとっては、のれんの償却や買収資金の負担
が比較的小さく、かつ対象事業の統合・PMIも相対的に容易となる「プ
チM&A」戦略を推進することが今後の成長の鍵を握ると思われる。
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メージを持たれている日本企業が有利になることもあるのであ
る。このように、日本企業が自らを惑わせている「迷信」を振り
払うことができれば、M&A市場における新たな可能性を手に
入れることは十分有り得ると考えられる。
　一方、筆者が特に懸念するのが、日本企業が絡むM&Aの「特
殊性」である。
　近年、日本においてもM&Aを積極的に仕掛ける企業が増え
てきてはいるものの、依然として多いとはいえない状況である。
多くの日本企業は、M&Aに関してまだまだ不慣れであり、その
ことが特に海外の買収候補企業に対してあまり好ましくないイ
メージを与えているのである。
　例えばよく耳にするのが「日本企業のM&Aに関する意思決
定は不透明であり、複雑であるうえ、時間がかかりすぎる」と
いう評価である。また、順調に交渉が進展していると見受けら
れたにも関わらず、最終段階においてまさに青天の霹靂とも言
うべき案件の交渉終了に直面したケースも少なくない。
　このような背景には、多くの企業がM&Aをいかに自社の経
営戦略に取り込んでいくかというストーリを描けていないため
だと思われる。また、M&Aに不慣れであるため、紹介された
案件に対して、あまりに細かい点まで精査しようとする向きも
あり、このような点では日本企業の持つ良さがかえって裏目に
出ているとも言えよう。

　前項では、日本企業のM&Aに対する迷信や特殊性を課題と
して取り上げた。ただ、ここ最近の傾向として、着実にM&Aに
対する取り組みを進化させている企業が存在していることも強
調しておきたい。
　幾つかの日本企業では、クロスボーダー（海外）M&Aを中
期経営計画の中核に据え、トップマネジメント自らが牽引する
ケースも増えている。これらの企業は、被買収企業の経営陣の
活用や技術・能力の維持・確保において着実に経験を重ね、また、
買収完了の後の被買収企業の統合（PMI）においてもノウハウ
を蓄積している。
　組織面でも体制づくりが進んでおり、経営企画部やコーポ
レート部門にM&Aを十分に理解する経験者を擁する専門チー
ムを組織している。同部門（またはチーム）が、社内で行うべき
作業や判断と外部業者に依頼すべき事項を明確に整理してお
り、かつ、過去のM&A案件の経験がその後の案件選別の判断
や執行に活かされている。
　また、日本企業のM&Aの姿勢に対する評価も高まっている。
例えば、「提示した価格をはじめとして一旦合意した事項はそ
れを極力守ろうとする」、「被買収企業の経営陣・社員を尊重し
て買収側のカルチャーを無理に押し付けない」、「買収先企業と
のシナジーを真剣に考慮してシナジー創出に最大限の努力を払
う」、などの点が国内外の関係者から高く評価されている。

　日本企業はかつて、グローバルのM&A市場において世界有
数の買手として存在感を見せていた。ところが、2016年1Qの
アジア太平洋地域のM&A案件を見ると中国化工集団によるシ
ンジェンタの買収をはじめとして金額上位5件の全てに中国企
業が関与しており、日本企業は被買収側のシャープのみである。
　一方、ブルームバーグ社の集計によれば、同期間に日本企業
が関わったM&Aの案件数は840件（前年同期比で14％増）と
なり、金額では合計536億ドル（同９％減）と依然として高水準
を維持している《図表1》。同期間の案件数の95.9％が500百万
ドル以下の案件であり、日本関連のM&A案件は国内案件も含
め中小型化が進展している。より詳細に見ると、日本企業によ
る海外企業M&A案件（In-Out）は前年同期比で234件と25％
の増加となったが、金額では60%減の16億ドルとなり、１件当
たりの金額も約73億円と件数増加と小型化が顕著であった。
　このようにM&Aの規模が小型化している傾向にある背景に
は、昨今の世界経済の不透明化により多くの日本企業が大型投
資を控えていると同時に、より多くの企業にとってM&Aがより
身近な存在となり、企業経営における重要な手段になったこと
を示唆していると思われる。
　実際に買い手・売り手の業種や国籍などのラインナップが拡
大傾向にある中で、今や「プチM&A戦略」が日本企業の海外
戦略の鍵を握っていると言えよう。

　日本企業のM&Aを取り巻く環境に変化が見られる一方で、
日本企業のM&Aに対する姿勢はどう変化しているのであろう
か。私見だが、日本企業の海外M&A案件では従前から幾つか
のこだわりや迷信が散見されていたが、これらの多くは現時点
でも同様に存続していると思われる。
　《図表2》は、M&Aに関する日本企業の「迷信」と「特殊性」
について、まとめたものである。ファイナンシャル･アドバイザー
としての立場からすると言い難い点もあるが、図表に記載した
ような迷信や特殊性は、残念ながらここ数年間一貫して変化し
ていないのである※1。
　「迷信」というキーワードでは、買収先企業の経営への日本
人の参画の必要性や、日本企業というイメージが強くなること
による優秀な社内人材の流出などを懸念する企業が多いが、こ
れらはまさに迷信であり、有効なインセンティブを設計・実施
できれば、このような課題は解決可能である。
　また、買収価格の提示という点では、価格がすべてを左右す
ると考える日本企業もまだまだ多い。価格が重要であるのは論
を待たないとしても、買収・統合後のプランや戦略、体制など
を重視する被買収企業も多いのである。自社が買収された際に、
「これまで自社が培ってきたブランドや人材などを買収後も尊
重してもらえるか」といった論点を、買収提案を受けた際に真
剣に検討する経営陣が多い中、「堅実な経営をする」というイ

※1： 筆者は2013年8月発行の本機関誌においても、「クロスボーダー M&A案件に
おける買い手としての日本企業の課題と評価」と題する論文を寄稿している。そ
の際も、日本企業の「迷信」や外部から持たれている「イメージ」などについて
論評しているが、当時からそれらが一貫して変わっていないのが実情である。

出所：フロンティア・マネジメント作成出所：Bloombergのデータを基にフロンティア・マネジメント作成

迷信 真実

■日本企業内に、被買収企業をマネージできる人材がいない
■「日本」が前面に出ると、優秀な人材が流出

■売却意向を表明していないターゲットへのアプローチは無意味

■買収価格が全てを左右する
■オークション案件で、低い評価・金額提示に躊躇

■信頼に足る経営陣が存在すれば、日本人がマネージする必要はない
■経営陣と経営方針を共有して、インセンティバイズすることが重要

■対象会社の経営陣は良いオファーを積極的に検討する義務がある
■オーナーが継承問題に直面しているケースも

■誰が買収するか、統合計画・経営方針がより重視されるケースも
■日本企業の堅実な姿勢が評価されるケースも

特殊性

売り手側（海外企業）が抱く“買い手“としての「日本企業の特殊性」

日本企業は難しい買い手と認識？

■不透明かつ複雑な意思決定プロセス
■買収決定に関する判断とはおおよそ関係のないこだわりを持つ
■自社の手掛けていない事業への買収を躊躇する
■M&Aに関する知見やスキルが蓄積されていない
■最終段階での突然の交渉終了（ドタキャン）

日本企業が持つM&Aに対する「迷信」と「真実」
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1

日本企業の関連するM&Aは、
「買い手」としては件数増ながら
案件小型化が顕著に

偶発的で飛び道具であった海外M&Aを、
企業戦略の一つとして組織的に活用する
日本企業の出現

クロスボーダーM&A案件における
日本企業の「迷信」や「特殊性」の
もたらすデメリット

M&Aに関する日本企業の「迷信」と「特殊性」日本企業によるM&A案件の推移

特集
Ⅱ

日本企業のクロスボーダーM&A戦略「Ve r 2.0」
～プチM&A戦略のすすめ～
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　安易に自社グループ内の事業や子会社の売却を勧めている
訳ではない。実際にM&Aを事業戦略上有効に活用している日
本企業の多くは、買い手としてのみならず、売り手としての執
行経験やノウハウを蓄積しているケースが多い。
　筆者としては、日本企業は最初から大型売却案件に取り組む
必要はなく「プチM&A戦略」を活用して十分な経験を積んだ
上で、中小型の売却案件に取り組んでみるのも検討に値すると
考えている。中でも、比較的M&Aの経験が浅い企業にとって
は特に有効な戦略と考えられる。

　《図表3》では、前段で述べた日本企業が「プチM&A戦略」
に取り組む意義についてまとめた。大型案件に比べ、機動性や
コスト負担、PMIなどのほか、セルサイドの経験という論点が
挙げられる。
　日本企業、特に比較的M&A経験の浅い中小企業には、買収
金額がそれ程大きくなく、のれんの償却負担も少額となる中小
型M&A案件で、買収後のPMI作業も対処し易い「100％買収」
を推進すべきであると考えている。
　そのような「隠れた宝石」ともいえる小規模の案件は、売り
手側に付く大手投資銀行や現地の有力ファームのネットワーク
の限界からか、オーナーや現地のブティックから情報が直接も
たらされ、オークション形式ではなく、相対での協議に持ち込
めるケースも多い。従来型に比べると、まさに “パズルにピース
を嵌め込む”ような案件に出会えるメリットも想定される。
　M&Aが偶発的なものから必然となり、事業戦略の一つとし
て定着してきている今日、バイサイドのみならず、セルサイド

においてもM&Aを効果的に活用する必要がある。自社グルー
プ内の事業や子会社の売却案件は、案件の目的やその必要性に
関する合理的な説明が必要となり、かつ徹底した情報管理も求
められる。
　本項において「セルサイド」に立つ重要性を強調する理由に
ついて、最後に触れておきたい。中国の大手国有企業である中
国化工集団（ケムチャイナ）は、2016年２月に463億米ドルでス
イスの農薬・種子大手のシンジェンタの買収を発表した。ダウ・
ケミカルとデュポンの統合と言う化学業界の超大型統合案件の
誕生により、世界の化学業界はまさに再編の渦の中にあるが、
実は2011年から始まっている中国化工による一連の海外大型
買収も業界に大きな影響を与えている。
　中国企業による買収というと、「赤い資本主義」という言葉に
代表されるように、被買収側が統合後（被買収後）に困難に直
面するというようなイメージが先行していると思われるが、実
情は異なるらしい。
　筆者の身近な例でいえば、イスラエルの農薬大手企業の日本
現法社長を務める友人の話では、2011年に同イスラエル企業が
中国化工に買収された以降も「中国化工の同社に対するマネジ
メントやガバナンスは合理的で特に違和感も不都合もない」と
のことであった。本件では中国化工は買収先企業のトップに欧
米の大手投資銀行出身者を登用し、かなり合理的な経営を行っ
ている。このことは、海外M&Aに勢力的に取り組んでいる、
合理的な思考が可能な一部の中国企業との資本提携（被買収）
や事業売却も、日本企業にとって選択肢の一つとして検討に値
することを示している。
　このような観点からも、「プチM&A戦略」を買い手・売り手
の双方から推進することは、多くの日本企業に新たなチャンス
を提供する可能性があることを指摘し、結びの言葉としたい。❖

　ここまで述べたような日本企業のM&Aに対する真摯な姿勢
がグローバルなM&A市場における買い手としての評価と信頼
に繋がり、日本企業への「LIKE!（いいね！）」が広がっている
のである。

　このように、日本企業による海外M&Aに対する姿勢が変わ
りつつあることは、日本企業が海外市場において多くのチャン
スを得られる機会につながると考えている。
　そのような環境下で、冒頭に紹介したM&Aの小型化、いわ
ば「プチM&A」を戦略として積極的に取り入れることを日本
企業に提案したい。
　今後、日本企業によるM&A案件の執行においては、巨額の
のれんの償却負担や、財務格付けの大幅な低下を招く大型
M&A案件の推進には相当なブレーキが掛かると想定される。
また、大型M&Aに戦略的に取り組む日本企業において、IFRS
（国際会計基準）への移行が加速するものと想定される。
　M&A案件の決定においては、買収ロジックや買収金額の合
理的な説明と買収後のシナジーを客観的に検証する必要がある
が、社運を賭けるような超大型案件に比べ、資金負担もリスク
も相対的に低い中小型案件の方が社内でのコンセンサスを得や
すく、機動的に対応できる。
　また、M&A機会の増加と案件規模の小型化は、大手企業の
みならず中小企業にとっても、海外でのM&Aを事業戦略とし
て活用することを可能とするためである。
　日本企業は今後、自社内に欠けている必要な技術や顧客層と
いったピースを、幾つかの中小型M&A案件の執行で吸収・補
完していく「プチM&A戦略」を駆使すべきであろう。以下で、
弊社の考える「プチM&A戦略」の論点等について議論したい。

　日本企業は、大型案件の場合に共同投資家として政府系や民
間のファンドを活用するケースが多い。これらの中に大きな効
果を上げているケースがあることも理解している。但し、共同
投資家がバリューアップに十分に貢献できない場合は、あまり
おすすめできない。その理由は主にコストである。
　買い手が対象企業の将来的な売却やIPOを模索している場
合、または、共同投資家のクレジットや資金調達力が活かされ
る再生案件の場合にはその限りではないが、買収対象をそのま
ま維持・拡大させようとしている場合、将来の共同投資家保有
分のイグジットを確保する必要が生じるが、当然ながら他人資
本（エクイティ）のコストは安くはないのである。
　PMIも順調に進みバリュー･アップした際にはイグジット時
のリターンの提供が必要となり、一方、買収後の業績拡大が順

調に進まない場合も、簿価割れでの買取りには共同投資家から
相当な抵抗が予想される。共同投資家が買収対象の事業に何ら
かの貢献を提供できない限り、買収者自らがエクイティかデッ
ト（借入れも含む）で調達する手法に経済的合理性が存在する
ためである。
　このように、小型案件に取り組む際には100%買収を目指す
ことで、資金負担面・統合後の円滑な運営の両面でメリットが
生じるのである。

　買収対象のオーナーや大株主が対象事業の存続や拡大に重
大な影響を与える場合を除き、彼らに株主として一定期間残っ
てもらうスキームもあまりお勧めできない。
　統合後のキーマンまたはシニアマネジメントのリテンション
（流出防止）は、社内での経営方針の共有とインセンティブ･ス
キームの活用で十分に可能であると思われる。
　一方、一定のマイノリティ比率で既存株主が継続して残留
する場合、株式譲渡契約の締結などM&Aにおける通常のド
キュメンテーションに加え、その後の株式保有比率の段階的な
低下に連動する形での株主間契約やマイノリティ株主の権利
への配慮が必要となる。そのため、合弁会社（JV）の新設に匹
敵する追加作業が必要となる。買収後も、彼らの持ち分に対す
る買取りが完了するまでM&Aや増資などの事業上の重要な
コーポレートアクションの判断が機動的に出来ないという課題
も残る。

　また、「プチM&A戦略」と関連するポイントとして、日本企
業が戦略的にM&Aを活用する上で、自社がセルサイドに立つ
案件も真剣に検討する必要があると考える。　
　当然のことながら、売却される対象となる事業に関わるマネ
ジメントや従業員のその後の雇用や取引先との関係など、慎重
な検討が必要となる事項も多い。
　実際には、売却案件の場合は、案件の初期段階から外部FA
（ファイナンシャル･アドバイザー）を起用し、FAを通じて買い
手に真剣に検討してほしい事項を整理し、買い手からの意向表
明書の記載事項として盛り込んで貰えばよい。
　売り手サイドに立ってM&Aを進める場合、通常は複数の買
い手候補と対峙し、特に考慮してもらいたい事項に関する買い
手各社の提案内容を比較検討することが可能となる。売り手当
事者としてのM&A案件の執行・完了は、複数の立場の異なる
買い手の考え方や戦略を案件当事者として見聞きし、かつ、自
社では想像もつかない発想の提案や買収後のリテンション戦略
に接する機会が得られる。

出所：フロンティア・マネジメント作成

M&Aの機会

M&A案件の規模

M&A案件の件数

M&Aのスタイル

M&Aの位置付け

M&A執行のスピード

M&Aの償却負担とリスク

PMI

セルサイド

偶発的

比較的大型

少ない

オークション中心

規模拡大の「飛び道具」

慎重・警戒

大きい・重い

大規模対応

-

従来型M&A

必然的・意図的

中・小型

多い

相対交渉多

時間を買う・能力獲得の合理的手段

機動的

少ない

比較的容易

機動的に活用可・学習機能

“プチM&A”戦略

買収機会の増加と案件の
小型化の潮流を受け、
プチM&A戦略を活用

結びにかえて
―プチM&A戦略のすすめ―

案件小型化の論点①
100％買収への拘りは必要か？

案件小型化の論点②
売り手がマイノリティ株主として
存続することは必要か？

案件小型化の論点③
セルサイドでの中小型の
ノンコア事業売却の推進

図表

3 日本企業が“プチM&A戦略”に取り組む意義

特集
Ⅱ

日本企業のクロスボーダーM&A戦略「Ve r 2.0」
～プチM&A戦略のすすめ～
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プダウン型の迅速なPJ対応が必要となる。
　このような場合、第一に、企業としての透明性の確保（不祥事
の実態把握、適切な情報開示及び説明責任の履行）に注力する
とともに、第二に、関係各所（顧客、マスメディア、監督官庁、金
融機関、株主、取引先、従業員等）への信頼関係回復のための処
置（原因の解明と責任の所在の明確化＜第三者専門家による調
査委員会の設置＞、被害者へのスピーディな被害回復＜リコール・
損失補償他＞）が必要となる。そして第三に、今後の経営の正常
化に向けた各種措置（再発防止に向けた各種施策の策定、今後
の資金支出リスクに備えた資金調達、今後発生の可能性がある
特損等財務的インパクトの見積り、及び新経営体制の構築等）を
実施していくことになる。
　このような危機時のPJにおいては、既存の部署における指揮
命令系統を生かしつつ、臨機応変にPJ対応をすることが不可欠
となる。例えば、大規模な製品欠陥が生じたケースを想定した場
合、不祥事の実態及び原因究明と第三者専門家の調査委員会設
置に対応するチーム（経営企画部、製造部署、法務部）、マスメディ
ア対応チーム（広報部）、監督官庁対応チーム（法務部・総務部）、
資金調達及び金融機関対応チーム（財務部）、財務的インパクト
の把握チーム（経営企画部、経理部）、取引先等の対応チーム（営
業部署）、主要投資家への説明対応チーム（経営企画部）、経営改
善策策定チーム（経営企画部を中心に各部署から主力メンバー参
集）等が考えられる。《図表1》

　事業再生局面にある企業が、私的整理（例えば、事業再生ADR
等）を開始するような場合も、社長又は経営企画担当役員を中心と
した事業再生PJ体制の構築が行われる。ここでも、PJ自体がトッ
プダウン型であること、既存の指揮命令系統を活用したPJ運営が
なされること、外部専門家の支援が重要であることの3つの特徴は、
前記の経営不祥事の場合の危機対応の時と同様となる。

　この場合は、事業再生計画案の提出とともに、一時停止の通知
を債権者である金融機関に対して行うことになるが、当該事業再
生計画案の策定を行うにあたっては、事業DD及び事業計画策定
チーム（経営企画部）、財務DD及び実態貸借対照表策定チーム（経
理部）、法務DD及び金融支援スキーム策定チーム（法務部、財務
部）、資本政策及びストラクチャー策定チーム（経営企画部）、事
業再生計画案策定及び私的整理手続き検討チーム（経営企画部）
等を組成することになる。また、一時停止の通知後の段階では、
新たに、適時開示及びメディア戦略チーム（経営企画部、広報部）、
金融機関交渉チーム（財務部）、取引先対応チーム（営業部）及び
社員周知対応チーム（経営企画部及び人事部）等のチームが追加
されることになる。《図表2》

　上場企業において、敵対的買収がアクティビスト等の株主に
よって仕掛けられたり、主要株主と会社側でプロキシーファイト
が行われるような支配権争奪戦の場合にも、その紛争の存在は対
外的に開示されることになる上、メディア等の報道により大きな
混乱状態を迎えることになる。経営陣やスタッフもこのような危
機対応経験が乏しいため、外部の各種専門家を交えた対策プロ
ジェクトチームの組成が必要となり、それを支援するためのPMO
の役割も重要となる。
　すなわち、法的な側面から検討を行う法務チーム（法務部・法
律事務所）、経営陣による相手側との交渉戦略策定や委任状争
奪戦略策定等を行う戦略チーム（経営企画部・ＦＡ会社・法律事
務所）、記者会見やマスメディア等に対する対応を行うPRチー
ム（経営企画部・広報部・PRアドバイザー）、委任状争奪戦の場
合には、投資家（国内・国外）対応（委任状争奪交渉を含む）を
行うIRチーム（経営企画部・IRアドバイザー）、交渉のために用
いる事業戦略策定を行う事業戦略チーム（経営企画部・コンサ
ルティング会社）等が、これらの危機対応のためのプロジェクト　企業を取り巻く経済環境や法律・会計に関する諸制度の変化が

激しい昨今では、各企業が、従来の組織（機能別組織、事業別組織、
地域別組織等）及び事業の延長線上に位置する成長から、従来の
枠組みにとらわれない非延長線上の成長を目指すべく、組織間の
垣根を越えた部門横断的な各種プロジェクト（以下、「PJ」という）
を実施する企業が増加している。このような場合、企業が目指す
特定の経営改革施策（例えば、営業力強化戦略策定等）を検討す
るために、複数のPJ（市場調査PJ、新商品開発PJ、広告戦略策定
PJ、営業地域検証PJ、営業組織最適化検討PJ等）が設置され、
各PJには、プロジェクトマネージャー（以下、「個別PM」という）と、
複数のPJ及び個別PMを統括するために、全体のPJマネージャー
（以下、「全体PM」という）を設置するケースが通例である。
　全体PMは、PJの最初の段階において、各PJのミッションと方
向性について概括的な指示を行うとともに、各PJ進行の調整を
行う役割を果たすことになる。

　全体PMが処理すべき情報量は膨大であり、かつ、常時各PJの
進捗は変化するため、全体PMは、各PJの進捗状況を把握するた
めに相当程度の工数をかける必要がある。また、全体PMは、PJ
の進捗状況を上司である役員や社長に随時報告する役割をも担っ
ている。よって、全体PMがその役割を全うするために、PJにおけ
る情報管理を徹底しながら、会議室の確保、PJメンバー専用の

WEBサイトやメールアドレスの設定及び各種資料（写しを含む）
作成等の様々な事務的側面での支援の役割を担うPMOの設置は、
PJの成功のために不可欠である。このほか、PMOのメンバーは、
全体PMの代わりに、各PJの指導役を担うケースもある。

　PMOの役割（全体PMの役割を含む）については、いくつかの
タイプに分かれるが、例えば、経営陣が既に決定した方針を実行
するためのPJの場合はトップダウン型PJとなり、PMO組織も管
理型・積極指導型になることが想定される。反対に、経営陣がこ
れまでの経営陣の考え方とは別の自由な発想による経営改革を企
図してPJを行う場合は、ボトムアップ型PJとなり、PMO組織は
事務局型又は後方支援型になる場合が通例である。

　企業の経営危機時の3つのケースでの、PMOの設置の必要性
について提示したい。

　昨今、頻繁に報道される大手企業の不祥事（粉飾決算、製品の
欠陥、大規模な不正、法令違反、反社との接触等）だが、こういっ
た不祥事が発生した場合、顧客や世間に対する企業の対外的信
頼が大きく揺らぐことから、社長（会長）を最高責任者としたトッ

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。弁護士。2004年より大和証
券SMBCプリンシパル･インベストメンツ㈱、2006年よりオリックス
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ア･マネジメント㈱に入社。DD業務・FA業務のほか、上場企業のプ
ロキシーファイト、非上場企業の経営権紛争などのアドバイザリー業
務などにも関与。

Toshimitsu SEKIGUCHI
関口 敏光プロフェッショナル･サービス部

ディレクター
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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
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出所：フロンティア・マネジメント作成
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経営不祥事型危機対応プロジェクト例
図表

1

PMO（Project Management Office）とは

企業の各種経営危機時における対応と
PMOの必要性について

プロジェクトとプロジェクトマネージャーについて

PMOの意義について

PMOの役割

1企業不祥事の発生による経営危機時の
　対応とPMO

3買収防衛又はプロキシーファイト（委任状争奪戦）時の
　経営危機対応とPMO

2事業再生（私的整理）時における
　経営危機対応とPMO

特集
Ⅲ

特集
Ⅲ危機管理PMOの重要性について

危機管理PMOの
重要性について
企業不祥事等の危機時においては、各種の緊急性の高い対応（メディア対応、適時開示、
記者会見対応、顧客対応、債権者対応、経営者責任等）に対し、全体感のないその場しのぎの
対応をしてしまいがちである。危機時の企業価値毀損を最小限に止めるためにも、
それらの対応全体の戦略を統括するPMOの重要性が高まっている。
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で行われることから、それを円滑に行うためのシステム的な整
備を行うことが重要となる。加えて、当該PJの内容は秘密事項
となる場合が多いため、会議設定や情報授受にあたってのセ
キュリティについても十分な配慮を行うことが必要である。

　危機時においては、平常時と異なり企業価値が急速に毀損しつ
つある状態にあり、現場は社内外から多くの圧力にさらされ、通常
の業務フローにない対応を求められることになる。このような場合、
現場では意思決定権者の判断・決定を求める飢餓状態が生じる場
合が少なくないが、上層部からのリアクションがなかなかない事も
多い。こういった状況の中で現場は、社内外の様々な圧力に耐えら
れなくなるがあまり、独自の判断で行動を始めざるを得なくなり、
結果的に組織統制がとれなくなってしまうケースが多い。
　したがって、危機時のPMの重要な役割は、誰が、いつまでに、
何を意思決定しなければならないかをマネジメントすることであ
り、全体の流れの中で、判断・決定が必要なぎりぎりの、又は適
切なタイミングはどこかを的確に、かつ可能な限り客観的に見極
め、経営陣の承認を得る役割が重要となる。

　まず、メディア等の動向は当該会社の対応方針を決定するうえ
で重要であるため、PMにおいては、新聞・雑誌・テレビ・インター
ネットなどで、どのような報道・情報が流されているのかのモニタ
リングを継続することが重要である。また、危機時において経営
者は、身近な幹部からの情報のみに依拠して判断しがちであるが、
それでは不正確な情報での判断をせざるを得なくなる。このため

経営者は、できる限り現場の真実の情報が適時に入ってくるよう
なしくみを構築することが重要である。例えば、現場に近いメン
バーとの定期的情報交換会の開催、内部通報制度の充実等である。

　危機時の意思決定については、それを精緻に行うことができる
のであれば望ましいものの、より重要なことは意思決定のタイミ
ングを逸しないことである。したがって、キーとなる幹の本質と、
枝葉とを見極め、幹となる本質の部分の情報収集・分析・検討に
リソースを集中した上で、最後には、一定の限界を呑み込む大胆
さが必要となることを、危機時のPMは銘記すべきである。

　PMの役割として重要なことに、情報の共有が挙げられる。通
常プロジェクトが開始すると、平常時か危機時かに拘わらず、PJ
メンバーのメールアドレスや電話番号などのリストを作成するこ
とが多いが、特に危機時に重要なことは、PJメンバー間の情報の
共有である。特にメールのやり取りについては、PJメンバー全員
が同じ内容を共有することを原則とした方が良い。なぜなら、危
機時においてはメールのやり取りが1日に数百通以上にも及ぶた
め、その各メールが誰に送られているかを常時区分けしながら、
PMを実施することは非常に困難だからである。
　また、情報あるいは認識の前提が共有されていない者同士で
適切なコミュニケーションを行うことは容易でなく、迅速な意思
決定が求められる局面においては、そのすり合せにかかる遅延は
致命的となる。なお、危機時において、機密性が特に高い情報の
場合は、限られたメンバーのメーリングリストを別途作成の上情
報共有することで対応すべきである。
　なお、メール等がメンバー全員に共有されていたとしても、自
己に関連するメール内容だけを読んでいるメンバーも多いことか
ら、PMは、情報の共有のため、週次の定例ミーティングを開催
することが望ましい。❖

の概括的な陣容となる。《図表3》

　平常時のPMと危機時のPMには、共通点もあれば相違点もあ
り、それらの分析は危機時の対応の準備の際に有益である。なぜ
なら、危機時においては、冷静にPJマネジメントを実施すること
は容易でなく、迫りくる各種の緊急性の高い対応（メディア対応、
適時開示、記者会見対応、顧客対応、債権者対応、経営者責任等）
に対し、全体感のないその場しのぎの対応をしてしまいがちであ
る。よって、日頃から危機管理の一つとして、危機時における対
応の準備（シミュレーション）をしておくことが肝要と言える。

　平常時のPMと危機時のPMとをいくつかのポイントから比較
してみたい。

❶全体PMとそれを支えるPMOの存在（共通）
　平常時のPJも危機時のPJも、その機能・役割等の面から
個々のPJに細分化される場合が多いため、当該PJの目的遂
行に向けてPJが適切に進行しているかどうか常時注意を払
うべき全体PM（例：経営企画担当役員又は管理担当役員等）
の存在が不可欠である。また、全体PMの様々な行動を支援
するためにPMO組織を設けることも、平常時及び危機時の
いずれにおいても共通して重要となる。

❷トップダウン型・ボトムアップ型について（相違）
　平常時のPJにおいては、企業の経営陣の指示に基づき、一
定の戦略を遂行するためにトップダウン型で行うPJと、企業
の変革又は新規事業のために、これまでの発想とは異なる手

法を構築する目的から、現場の意見を重視する手法で行うボト
ムアップ型のPJがある。これに対し、危機時のPJは、企業の
危機時に組織的な動きが要求されることから、常に、企業の経
営陣主導のトップダウン型PJとして実施されることになる。

❸PJと会社の現業部署との関係性（相違）
　平常時のPJは、会社の現業部署とは別の臨時的な組織とし
て設置される場合が通常であり、全体PM及びPMOを構成す
るメンバーのうち何人かは専任の場合も多い。平常時のPJは、
予定された期間が終了すると解散し、そこでの成果については、
いずれかの現業部署又は新設部署にて実行に移されることに
なる。これに対し、危機時のPJは、会社の現業部署の指揮命
令系統をそのまま生かしながら実施する場合が多く、通常は、
経営企画担当役員が全体PMを行い、経営企画部がPMO組織
となり、個々のPJ毎に中心となる部署を設定して行うケースが
多い。これは、PJで検討した内容をすぐに実行に移すことが求
められることから、会社の現業組織の指揮命令系統と直結した
PJ体制にせざるを得ないからである。

❹外部専門家の関与（共通・相違）
　平常時のPJは、社内メンバーだけで実施する場合も多いが、
PJ内容の充実性をより高める必要性がある場合や会社の大
胆な変革を企図する場合には、外部専門家（コンサルティン
グ会社）を起用して、PJ及びPMO組織の支援を受けるケー
スもある。
　これに対し、危機時のPJは、PJ及びPMOの支援のため、
法律、会計、広報、事業、資本市場等の各種側面における外
部専門家（法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社、
ファイナンシャル･アドバイザリー会社、メディア･アドバイザ
リー会社等）を起用することが不可欠となる。

❺会議設定及び情報授受のツール整備（共通）
　PJを実施する際には、膨大な情報のやりとりがPJメンバー間

出所：フロンティア・マネジメント作成出所：フロンティア・マネジメント作成
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Ⅲ危機管理PMOの重要性について
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　近年は流通システムが飛躍的に発展す
るとともに、インターネットによる情報
のボーダレス化が進展することにより、
ローカルブランドに留まっていた地域の
名店や名品が、一気にナショナルブラン
ドへの道を駆け上がるケースが散見され
る。
　ただし、そのような華々しいケースの
一方で、当初見込んでいた事業展開や事
業収益を確保できていない企業を、弊社
がご支援させていただく機会が増えてい
るのも事実である。
　本稿では、多くの消費者支持を得てロー
カルブランドからナショナルブランドへ

と展開を成し遂げる過程における「陥り
がちな罠」と「その対応」について、外
食／食品業界での事例をもとに考察する。

　我々消費者が日々生活する中でも、地
元の美味しいお店や商品というのは、各
地域において必ず存在するが、そのよう
なお店や商品がナショナルブランドとな
るために足掛かりとなるのが、消費者へ
の販路であろう。まずはその販路を全国
展開するコンビニに求めた事例をもとに
考察を行いたい。
　今やコンビニは消費者の生活に深く根
付いているため、特定の地域で評判を得
ていた企業が消費者に広く商品を提供し

たいと考えた場合、例えば叙々苑監修で
ローソンから焼肉弁当が販売されたり、
有名なラーメン屋のカップ麺が商品棚に
並んでいたりするように、コンビニと提
携して商品を開発し、コンビニを介して
販売を行うことは、非常に魅力ある展開
と言える。
　ただし、ここに陥りがちな罠が存在す
る。
　確かにコンビニは販売網として非常に
強力ではあるものの、商品の見直しや改
廃のサイクルが非常に速く、消費者も刹
那的な購入を志向する傾向にある。
　弊社がご支援することになった横浜の
老舗企業においても、過去、コンビニと
の共同開発により、自社のブランドを冠
した商品を販売したが、コンビニでの手
軽な商品ゆえに、消費者に対するブラン
ドの印象付けや波及効果が薄く、結果と
して、手数料により収益自体もあまり残
らず、ブランドの浪費に終わった経験を
していた。
　コンビニのような全国展開している店
舗を販路として活用することは魅力的で
はあるものの、他社の販路を活用する以
上は、他社に何を譲歩し、一方で自社は
何を強みにして、何を得るのかを明確にし
たうえで提携を進めることが重要である。

　また、近年の大きな流れとして、イン
ターネットやソーシャルメディアの普及
というのは見逃せないところであろう。
従来は特定の地域でのみ販売されていた
商品が、口コミやメディア等で取り上げ
られることにより、急激に全国的なニー
ズを得た事例をもとに考察を行いたい。
　販売側からすると、消費者から求めら
れればそれに応えたいと考えることは当

然のことであり、膨れ上がるニーズに対
して、急いで生産体制を整え、販路を拡
大して提供することは一概に否定できる
ものではない。ただし、ここにも陥りが
ちな罠が存在する。
　近年、製造業だけに限らず、小売・サー
ビス業など幅広い業界でよく使われてい
る「モノ消費からコト消費へ」という言葉
がある。簡潔に表現すれば、消費目的が
従来のモノを所有・消費することから、
サービスや体験という付加価値を得るこ
とに移行しているということであるが、
ここで重要となるのが、「ニーズが何に
よってもたらされたのか」ということで
ある。
　弊社がご支援した企業を例にとると、
これだけモノが溢れた現代において、単
純に「美味しい」や「安い」というような
価値観で抜きんでたニーズを勝ち得るこ
とは難しく、例えば簡単には買えないとい
う「飢餓感」だったり、それを他者と共有
することでの「満足感」だったり、商品を
購入することで得られる特別な体験がそ
こにはあると考えられる。ニーズの源泉と
なっている事由を明確にせず、求められ
るに応じて生産・販売を行った結果、消
費者のニーズに合致せず、膨れ上がった
ニーズが急速に萎み、過剰な生産ライン
や人員のみが残される事例がある。

　ここまで２つの失敗事例をもとに考察
を行ってきたが、では成功事例としては
どのような事例があるだろうか。ここで
は、自分たちの味にこだわり、自分たち
の味を維持できる範囲でのみ販売を行う
ことで、全国的な知名度を得た商品を成
功事例として考察を行いたい。
　皆さんも白い袋に赤色で「551」と書か
れたロゴを目にしたことがあるのではな
いだろうか。「551」というのは大阪に拠
点を有する㈱蓬莱の商品ロゴである。同
社の商品として特に豚まんが有名である
が、当該商品はスーパー等での販売や通
信販売、楽天市場等でのウェブ販売は行
わないという特徴がある。これはひとつ
ひとつを手で包むこと、販売するその日
の分のみを生産することにこだわった結

果、工場から150分圏内のみで店舗展開
を行っているためである。
　全国の消費者からすれば食べたいと
思った時に買えない、食べられない状況
ではあるが、こだわりが消費者のニーズ
を一層喚起する結果、大阪を訪れた際の
お土産や、出店地域以外で催事販売を行っ
た際に、長蛇の列が出来るほどである。
　消費者のニーズに応えるにあたって、
譲れないものを明確にすることは、他の
商品との差別化を図るための源泉であ
り、必要不可欠であることを改めて認識
できる事例である。

　ここまでナショナルブランド化におけ
る失敗事例と成功事例を考察してきた
が、ナショナルブランド化においては、
ブランディングの鉄則を徹底することが
実は要になる。
　ブランディングにおいて検討すべき要
素は、以下の３つに整理される。《図表》

❶「コンセプト」
消費者に提供する価値は何かとい
うことを徹底的に洗い出す

❷「ポジション」
消費者へ商品やサービスを提供す
るバリューチェーンにおいて、自社
がどこに位置すべきなのかを明確
にする

❸「ターゲット」
消費者のニーズは多様なため、年
齢や性別、生活環境や行動様式等
で、商品やサービスを提供する消
費者を整理する

　これらの要素を徹底的に磨くことはも
ちろん、３つの要素が連動する中で、他
社との差別化を生むための最終的な着地
点を見出すことが特に重要なことである。
　例えば、事例に当てはめて考えてみる
と、手包みという「コンセプト」にこだわ
れば、必然として「ターゲット」や「ポジ
ション」は限られた出店地域や催事で提

供できる範囲となるし、「ポジション」を
コンビニとの提携における商品開発とす
れば、「ターゲット」がコンビニを利用す
る消費者となる中で、商品に差別化をも
たらす「コンセプト」を明確にしないと
何も得られずに失敗する、という具合で
ある。
　３つの要素のうち、１つでも曖昧であ
れば、最終的な商品やサービスの差別化
も図られないため、それぞれの要素の徹
底的な検討を行ったうえで、連動する３
つの要素の着地点を見出すことが、ナ
ショナルブランド化の絶対的な要素と言
えるだろう。

　ソーシャルメディアやEC取引の普及
により、ブランディングが大企業や特別
な組織のためだけではなくなりつつある。
中小規模のローカル企業が提供する商品
やサービスが「唯一無二」として多くの
消費者から支持を得ることが可能な環境
が整っている現状を踏まえ、本稿の考察
が、皆様が関わる事業成長の一助となれ
ば幸いである。❖

上智大学経済学部卒業。公認会計士。
2005年に有限責任監査法人トーマ
ツに入所し、2010年に野村証券㈱に
出向。2015年にフロンティア･マネジ
メント㈱に入社し、小売業における中
期経営計画策定支援や事業性評価等
のプロジェクトに従事。

Hirofumi YABARA
矢原 宏文
コンサルティング1部

ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

「差別化された
商品・サービス」

❶
「コンセプト」
消費者に提供する
価値はなにか

❸
「ターゲット」
どの消費者に
提供するか

❷
「ポジション」
バリューチェーンの
どこに位置するか

あらゆる企業がナショナルブランドとなりえる環境が整う中で、ナショナルブランド化の競争は激化している。
他社と差別化された商品やサービスを提供するために、３つの要素の徹底的な磨き上げと、
これらの要素を連動させた検討の必要性を提示する。

ナショナルブランド化の
事例

ブランディングを考えるうえ
での3つの要素

ブランディングの構成要素

急激なニーズ対応による失敗事例

他社販路の活用による失敗事例

提供価値を明確にした成功事例

図表
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　「日本ではイノベーションが起こらない」
と嘆く声がよく聞かれるようになって久
しい。世界から見た日本への評価としても
決して芳しくなく、スイスのビジネススクー
ルであるINSEADが直近発表した「The 
Global Innovation Index 2015」によると、
日本のInnovation Output Sub-index（イノ
ベーションに関連するアウトプットをどれだ
けしているかの指標）は世界19位で、2008
年の３位から大きく順位を下げている。
　さらに同レポートにおけるInnovation 
Efficiency Ratio（教育・インフラ水準、GDP
に対するR&D投資率などのイノベーショ
ン創出環境レベルに対する効率性）では
78位で、他の先進国と比べても特に低位
に甘んじており、「ポテンシャルはあって
も発揮できていない」という、より深刻な
課題を突き付けている。すなわち、現在

のイノベーションを起こせない日本企業
における課題は、相対的な技術や人材面
での劣後ではなく、市場環境の急激な変
化に対する対応力や企業のケイパビリ
ティを最大限発揮させる仕組みといった
「社内メカニズム」にある可能性がある。
　世界的なIT化の進展や消費者の嗜好
変化などで、製品ライフサイクルが短縮
化し、ビジネスモデルの変化も次々と起
きている中で、日本企業が後れをとる
ケースは少なくない。一方で一部の日本
を代表する企業の中でも「社内メカニズ
ム」としてイノベーション創出にチャレ
ンジし、成果を上げている企業も存在す
る。

　一言でイノベーションと言っても、事

業を取り巻く環境や特性によって、創出
の起点は大きく３つのタイプに分けられ
ると我々は考える《図表》。

❶「顧客ニーズ」起点
❷「コア技術」起点
❸「メガトレンド」起点

　以下、それぞれのタイプについて、具
体的な日本企業の取り組みを紹介する。

　日立製作所は2015年4月、従前まで研
究所・拠点ベースに分かれていたグロー
バル研究開発体制を、「社会イノベーショ
ン協創統括本部」、「テクノロジーイノベー
ション統括本部」、および「基礎研究セン
タ」の２本部１センタ体制に再編した。
このうち実質的に新設されたのが社会イ
ノベーション統括本部で、これは典型的

なバックヤード型のR&D組織ではなく、
顧客との接点を持つフロント組織である
という点で特徴的である。
　日本のメーカー企業の特徴としてよく
指摘される技術起点でのアプローチは、
顧客ニーズの理解を疎かにしたため、技
術が事業に結びつかないという失敗が
往々にしてある。その背景には、営業や
事業開発部隊とR&D部隊のコミュニケー
ションが不十分で連携がうまくいってい
ないことと、KPIとして何を重視されて
いるかの違い（売上か、早期事業化か）に
よる方向性の不一致があるのではないか。
一方で、同社が新設したチームでは、研
究開発の起点が「顧客ニーズ」となり、
フロントの研究者が顧客とともに新たな
イノベーションの「協創」を目指す。
　また視点を変えると、同社が持つ先端
技術から顧客ニーズに最もマッチしたソ
リューションを提供するという意味で、
研究者のフロント化は「製造業のサービ
ス化」と強く関係する。工業製品の多く
が低価格化競争に巻き込まれ、収益性低
下に苦しむ中で、付加価値の追求とビジ
ネスモデルの転換は避けられない。2015
年の研究開発体制の見直しは、2016年
４月に実施された日立グループ全社の組
織再編の布石となっており、過去の技術・
プロダクトをベースとした組織構造から、
顧客視点の構造へとグループ全体の組
織が大幅に転換された。

　デジタルカメラが本格的に普及し始め
た2000年前半、富士フイルムは自社の営
業利益の大半を占める事業基盤であった
銀塩式写真フィルムの売上がほぼ消滅す
るという極めて重大な経営リスクに直面
した。このような危機的状況下、同社は
メーカーにとっての最も重要かつ強力な

経営資源は技術力であるという考えのも
と「自社技術の棚卸し」を行った。この
作業は約２年の歳月をかけた大々的な取
り組みであった。技術の棚卸しを通じて、
コア技術（ナノテクノロジーや製膜技術
など）を慎重に見極め、かつ抽出したコ
ア技術を用いて強固な競争力を維持でき
る新たな成長事業領域を検討すること
で、今後の成長領域としてヘルスケア、
高機能材料、ドキュメントの三本柱を見
出すことに成功したのである。
　コア技術を梃子にした技術経営を更に
加速させるためには、組織的にコア技術
自体を強化するのみならず、技術を組み
合わせていくことが重要となる。実際、同
社では社内技術を融合させるための先進
研究所の設立や、社外のコア技術と社外
技術を組み合わせるためのオープンイノ
ベーションラボ、更には医薬関連企業の
M&Aなど、コア技術を磨き上げるための
仕組みを導入することでよりイノベーショ
ンが生まれやすい体制を築き上げた。
　このようなコア技術を梃子として多事
業へと展開していく戦略は、保有技術が
明白な優位性を有し、かつその応用範囲
が広い場合に有効となり得るだろう。

　飛行機や自動車などの軽量化に大きく
貢献し広い分野での活用が期待されてい
る炭素繊維において、世界３割のシェア
を誇る企業が東レである。東レのイノ
ベーションの手法は10年以上の長期ト
レンドを見据え、ぶれずに研究開発投資
を継続することにある。炭素繊維におい
て、東レは1961年に本格研究を開始し
たものの、1990年にボーイング777の一
次構造材に認定されるまでは極めて限定
的な用途に限られており、赤字を継続し
てきた（ボーイング777においても約７

トン／機と少量）。30年以上にも渡り赤
字を堪え、継続投資を続けてきた背景に
は、炭素繊維の高い将来性を見抜き、自
らが市場を創出するという経営の断固た
る意志があった。
　このように将来性を見極めて研究開発
を継続していくために、東レは世の中の
長期トレンドを定期的に予測するという
取り組みを行っている。長期トレンドか
ら想定される市場機会と、自社の経営資
源を合わせて検討することで、より世の
中の動きに合致した研究開発に重点的に
取り組むことが可能となり、結果的に研
究開発の効果を高め、高い確率での成功
につなげることができている。
　世の中の変化のトレンドを予測する上
では、自社が属する業界の変化スピード
に応じて視点を置くべき時間軸を変える
点に留意すべきである。東レが属する素
材業界のように５年程度のサイクルでは
大きな変化が生じにくい業界では、超長
期のトレンド予測で事足りる場合もある
が、エレクトロニクス業界などのように
変化が目まぐるしい業界では５年程度の
中期でのトレンド予測の見直しが望まし
い。

　日本企業の成功事例を基に、イノベー
ションを成功に導く３つの起点と求めら
れるアクションについて述べてきた。自
社が置かれた状況に応じて上記の起点を
軸にした方向性検討と、アクションを確
実に遂行することが、日本企業がイノ
ベーションを創出するための処方箋にな
ることを期待したい。また、弊社でも成
長戦略の構築へ向けた方策の一つとし
て、イノベーションを生む仕組みの構築
サポートに鋭意取り組んで参りたい。❖

慶應義塾大学経済学部卒業、公認会計士。新日本有限
責任監査法人を経て、2012年にフロンティア･マネジメ
ント㈱に入社。製造業や消費財など幅広い業界におい
て、中期経営計画や長期ビジョンの策定、並びに経営基
盤の強化支援等のプロジェクトに従事。

Yoshiaki SHIRAISHI
白石 良彰コンサルティング第2部

ディレクター

東京大学工学部、同大学院工学系研究科（航空宇宙工
学専攻）卒業。J.P.モルガン証券㈱を経て、2013年に
フロンティア･マネジメント㈱に入社。製造業、小売・外
食業、金融業など、多岐にわたる業界において、成長戦
略策定や構造改革実行支援等のプロジェクトに従事。

Koki SATO
佐藤 耕喜コンサルティング第2部

アソシエイト･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

必要な社内アクションイノベーション創出 の類型事業環境の変化

「顧客ニーズ」起点の
マッチング

「コア技術」起点の
染み出し

「メガトレンド」起点の
先読み

既存事業のコモディティ化が進み、
新たな付加価値の提供が必要

顧客ニーズの吸い上げ
研究開発部隊のフロント化

■
■

自社技術の棚卸し
技術転用市場の絞り込み

■
■

将来予測/ロードマップ策定
経営によるコミットメント

■
■

既存事業の市場が縮小し、
新たな市場の開拓が急務

社会ニーズの長期方向性が明白、
かつ自社の市場機会になりうる

❶

❷

❸

日本企業のイノベーション創出力低下は、市場環境変化に対し臨機応変に対応できない「社内メカニズム」に起因するケースも多
いとの印象がある。創出力強化へ向け、「顧客ニーズ」・「コア技術」・「メガトレンド」を起点とした仕組みを導入し、イノベーション
による新たな成長戦略を検討すべきである。

「イノベーション創出力」で
世界に後塵を拝する日本企業

日本企業による
イノベーション創出への
取り組み

「顧客ニーズ」起点のマッチング

「メガトレンド」起点の先読み

「コア技術」起点の染み出しイノベーションを生み出す３つの起点図表

終わりに

イノベーションを生む３つの起点
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　中国企業による海外M&Aが急増してい
る。Dealogic社によると、中国企業による
海外企業の買収金額は2015年に$106.9bn
と過去最高額を更新した。更に、2016年１
月～３月だけで既に$92.2bnに達している。
４月以降も大型案件の公表が相次ぎ、５月
時点で昨年１年間の金額とほぼ並んだとみ
られる。2007年以降、海外企業の買い手とし
ては米国企業が連続してトップを占めている
が、2016年は中国企業が米国企業に取って
代わるとの見通しも出ている。今やクロス
ボーダーのM&Aマーケットにおいて、中国
企業は米国企業に勝るとも劣らない存在感
を示していると言って過言ではない。《図表》
　最近の中国企業による「海外M&A攻勢」
の背景としては、中国経済減速に伴う国内
の投資機会減少や資源価格下落による新
興国投資（資源権益中心）から先進国への
海外投資先シフト、更には中国元の先安観
の高まりによる資金の海外逃避といった要
因が指摘されている。但し、根本的には多
くの中国企業がM&A案件で先進国企業と
渡り合うまでに成長したことが背景にある
のは間違いなく、海外企業買収において中
国企業が日本企業の手強い競争相手となっ
たことを改めて認識する必要があるだろう。
本稿では、“爆買い”とも称される最近の中
国企業による海外M&A事例を振り返り、
中国企業の強みと課題を探ってみたい。

　最近の中国企業による大型案件を見て先
ず驚かされるのが、上場会社に対していわ
ゆる「Unsolicited offer」（≒非友好的買収

提案）を仕掛ける案件が増えていることであ
る。直近の事例では、家電大手Mideaによる
独ロボットメーカーKuka買収提案、保険大手
Anbangによる米ホテル運営Starwood買収提
案、建機大手Zoomlionによる米重機メーカー
Terex買収提案、国有コングロマリットChina 
resourcesによる米半導体大手Fairchild買収
提案、政府系ファンドTsinghua Unigroup
による米メモリーメーカーMicron買収提案
等が挙げられる。対象企業の経営陣と正式
合意に至る前に買収提案を公表し、対象会
社の株主に直接働きかけるとともに取締役
会に圧力をかける手法は、日本企業では幾つ
かの例外を除いてあまり見られない。本稿
執筆時点（2016年6月上旬）で、上記に挙
げた案件ではKuka案件のみ進行中で他は
全て失敗に終わっているものの、主に欧米の
M&A慣れした企業によって用いられてい
る手法（M&A業界では「Bear hug（ベアハ
グ）」などとも称される）を、中国企業が積極
果敢に活用しているという事実は注目に値
する。
　例えば上記の事例のうち、Terex、Star-
wood、Fairchildに対する買収提案は、既
に他社との統合に合意した会社に対して
「横やり」を入れたものであり、買収合戦に
発展している。最終的には資金調達力や米
国当局の認可取得への懸念等により頓挫し
たものの、いずれも先行していた他社より
も高い価格を提示し、一時は対象会社の取
締役会も中国企業側の提案に賛同するか
に思われる場面もあった。特に、前二社の
場合は、先行他社も買収条件の大幅変更
や価格引き上げを余儀なくされており、中
国企業による「ベアハグ戦略」は欧米上場
企業の買収案件において無視できないリス
クとなりつつあるといえる。

　10億ドル超の大型案件では、買手は外部
借入等の資金調達を検討することが通常で

ある。この点、全ての会社に当てはまるも
のではないが、外部借入を大胆に活用した
ハイレバレッジな財務戦略を駆使して買収
資金を調達する中国企業がみられる。
　例えば、2016年前半に立て続けに独Kraus
Maffei及びスイスSyngentaと大型案件を公
表した国有化学大手の中国化工は、買収資
金に充てるために350億ドルのローンを調達
する計画と報じられている。Bloombergによ
ると、中国化工は2015年12月末時点でNet 
Debt約279億ドル、Net D/Eレシオ約2.5
倍と既にハイレバレッジの状態にある。直
近のEBITDAに対するネットデットの倍率
は約９倍であるが、更に350億ドルの有利子
負債を抱える場合、買収後のネットデット
対EBITDA倍率は約10倍を超える。Net 
Debt／EBITDAはLBO案件でも５～７倍
程度が上限であり、ましてや総合化学のよう
な市況／装置産業では通常は維持できない
水準であるといえる。中国化工は国有企業で
あり、民間企業と同じ尺度で論じることは適
当ではないかもしれないが、現実的にこのよ
うな「常識はずれ」な買手がM&A市場に現
れている事実は認識する必要があるだろう。
　また、PEファンドとコンソーシアムを組
んで海外企業買収を提案する事業会社が
増えている点も注目される。最近では、米
プリンター大手Lexmarkや米Fairchild等
の案件で事業会社がPE投資家と共同投資
による買収を提案している。PE投資家との
共同買収は、共同投資家との交渉や調整も
必要となる等容易な手法ではないが、活用
できる外部資金を最大限駆使して海外大型
買収を積極的に仕掛ける姿には学ぶべきこ
とも多いように思われる。

　以上述べた点は中国企業の強みと言える
が、それでは課題は何であろうか？ 一つ挙
げるとすると、それは買収シナジーの見通し
とそれに基づくバリュエーションであろう。

　製造業案件で顕著であるが、中国企業が
海外企業を買収する際にほぼ異口同音に唱
えるのが「対象会社の中国事業の拡大」であ
り、いわゆる売上シナジーを最大限見込むこ
とで買収を正当化しようとすることが多い。
　M&Aでは全ての買い手に共通する「適
正価格」は存在しない。M&Aにおける「適
正価格」は、買い手が買収後に実現できる
シナジーに依拠し、それは買い手毎に異な
るためである。従って、M&Aの適正価格
はEBITDA倍率や直近株価に対するプレ
ミアム水準だけをもって判断することはで
きず、買い手がどのようなシナジーを実現
できるかを踏まえて考える必要がある。
　この点、欧米企業による大型買収では、
不確実性の高い売上シナジー（クロスセル
や新商品の開発等）よりも確実性／即効性
の高いコストシナジーや市場シェア拡大に
よる価格支配力強化に重点が置かれ※1、
これらのより確実なシナジーを基にした買
収価格の設定を行う場合が多い。例えば
Syngenta案件の場合、先行して買収提案
を行った米Monsantoは、事業ビジョンと
してMonsanto種子事業とSyngenta農薬
事業の一貫体制構築を掲げたが、株主価値
増大の源泉として強調したのは主にコスト
シナジーであった※2。一方、中国化工の場
合、中国におけるSyngenta製品の売上拡
大を謳うがそれ以外のシナジーは示されて
いない。Syngentaは農薬という寡占市場で
シェア１位の会社であり、中国市場でもトッ

プシェアを確保している。中国事業の拡大
だけで、Monsanto-Syngenta統合による
コストシナジーよりも大きな価値を生み出
すと考えるのは、やや過大評価であると筆
者には思われてならない。
　中国市場の巨大さを考えると、中国事業
の成長を主眼に置くことは理解できる。し
かし、欧米企業の「地に足の着いたコスト
シナジー」と比べると、中国事業拡大とい
う「耳触りの良い成長物語」に依存するこ
との危うさは否めない。中国事業拡大の実
現可能性やそれに基づく買収プレミアムに
ついて、より慎重な見極めが必要だろう。
　一般に、買収価格の妥当性を株主から厳
しく追及される欧米企業と比べると、中国企
業の買収シナジーの想定やそれに基づくバ
リュエーション水準は甘くなる傾向にある
が、割高な買収価格はいずれ必ず買い手に
跳ね返ってくる。買収シナジーの精査と規律
あるプライシングは、多くの中国企業にとっ
て今後の大きな課題であると筆者は考える。

　本稿執筆中、ZoomlionによるTerex買
収提案撤回の第一報が飛び込んできた。安
邦保険によるStarwood買収提案撤回に続
く本年２度目の「中国勢による土壇場での
撤退劇」である。欧米企業の間では中国企
業の買い手としての信頼性に大きな懸念が

広がっているとも報じられており、破談と
なった際に買い手が支払う違約金（Reverse 
breakup fee）の水準に中国企業プレミア
ムが付されているとも言われている。また、
MideaによるKuka買収案件は本稿執筆時
点では依然進行中であるが、欧州大手経済
団体の会長から、欧州の買い手による対抗
買収提案を期待する声が上がるなど、独
industrie4.0の中核的存在といえるKuka
が中国企業の傘下に入ることに抵抗する動
きも表面化している。
　しかしこれらをもって、昨今の中国企業
による海外M&A攻勢が早々に縮小に向か
うという見方には筆者は与しない。新興経
済大国の企業が様々な紆余曲折や失敗を
経て、より洗練されたM&Aプレーヤーと
しての地位を確立していくのは、かつての
日本企業に代表されるように必然である。
少なくとも、既に中国企業を抜きにして世
界のM&A動向、更には産業の動向を語る
ことができない時代になったことはほぼ間
違いなく、日本企業はこの現実を改めて認
識する必要があるのではないだろうか。❖

筑波大学卒業。証券アナリスト協会検定会員。シチ
ズン時計㈱を経て大和証券㈱入社。投資銀行部門に
おいてIPO及びM&Aのアドバイザリー業務に従事。
その後㈱日立産機システムにて経営企画に従事した
後、2015年にフロンティア･マネジメント㈱に入社。

Toshinaga HIROTSU
弘津 俊長

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
ディレクター

出所：各種資料よりフロンティア・マネジメント作成

公表日/報道日 買収企業 被買収企業 被買収企業本社所在地 金額
2016/1/11
2016/1/12
2016/1/15
2016/1/27
2016/2/2
2016/2/3
2016/2/4
2016/2/10
2016/2/17
2016/3/3
2016/3/10
2016/3/11
2016/3/14
2016/4/11
2016/4/12
2016/4/20
2016/5/18
2016/5/19
2016/6/14

ChemChina（中国化工）
Wanda Group（万达集团）
Haier（海尔集团）
Zoomlion（中联重科）

Ningbo Joyson（宁波均胜电子）
ChemChina（中国化工）

Beijing Enterprise（北京控股）
Kunlun（北京昆仑万维）他
HNA Group（海航集团）
Wanda Group（万达集团）
Yinyi Real Estate（银亿）

Anbang Insurance（安邦保险集团）
Anbang Insurance（安邦保险集团）

HNA Group（海航集团）
Alibaba（阿里巴巴）

Apex Technology（珠海艾派克）他
Midea（美的集团）

Creat Group（科瑞集团）
JAC Capital（北京建广资产）他

Krauss Maffei
Legendary Entertainment
GE Appliance Business

Terex
Key Safety Sytems

Syngenta
EEW Energy from waste
Opera Software ASA
Ingram Micro
Carmike

Punch Powertrain
Starwood Hotels & Resorts
Strategic Hotels & Resorts
Gategroup Holding
Lazada Group
Lexmark
Kuka

BPL Holdings
NXP Standard Products Business

ドイツ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
ドイツ
ノルウェー
アメリカ
アメリカ
ベルギー
アメリカ
アメリカ
スイス

シンガポール
アメリカ
ドイツ
イギリス
オランダ

$1.0bn
$3.5bn
$5.4bn
$3.4bn
$1.4bn
$48.0bn
$1.5bn
$1.3bn
$6.0bn
$1.1bn
$1.1bn
$14.0bn
$6.5bn
$1.9bn
$1.0bn
$3.6bn
$5.0bn
$1.1bn
$2.75bn

※資源関連投資は除く

※1： 価格支配力の維持/強化により減収を防ぐ一方で、
事業統合によるコスト削減を図り利益率向上を目指
すのが典型的な事例である

※2： R&D部門の統合に加え、MonsantoはTax-Inversion
による税務コスト削減も視野に入れている旨をコメ
ントしている

中国企業による海外M&Aが急増している。今やクロスボーダーのM&Aマーケット
において、中国勢は米国企業に勝るとも劣らない存在感を示している。最近話題と
なった案件を振り返り、日本企業の手強い競争相手として浮上した新たなるM&A
プレーヤーの強みと課題を考察する。

急増する中国企業の
海外M&A

終わりに海外M&Aにおける
中国企業の強みと課題

2016年の中国企業による主な海外M&A案件（公表ベース）図表

買収合戦も辞さない
積極的なアプローチ

強気な財務戦略

買収シナジーの見積もりと
バリュエーション

M&Aトピック❶

海外企業“爆買い”にみる
中国企業の強みと課題 海

外
企
業
”爆
買
い“
に
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る
中
国
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　東京証券取引所は、インフラストラク
チャー（以下「インフラ」）に対する投資
ニーズの高まりやインフラ整備の社会的意
義等を踏まえ、専門家・有識者による「上
場インフラ市場研究会」を開催するなど、
インフラファンド市場の創設に向けた検討
を実施してきた。投信法の改正などを踏ま
え、2015年４月30日、再生可能エネルギー
発電設備や空港、有料道路、上下水道をは
じめとする公共施設運営権（コンセッショ
ン）等を投資対象とするインフラファンド
市場を創設した。既存の上場不動産投資
信託（以下「JREIT」）と同様に、インフラ
ファンドについても、利益の90%以上を投
資家に分配すれば法人税を非課税とした。
また2016年度税制改正により、非課税期
間がこれまでの10年間から固定価格買取

（Feed-in Tariff = “FIT”）制度期間と同様
の20年間に延長された。（JREITにはこの
期間設定はない。）その結果、投資家にとっ
て長期間にわたる安定的な分配金の支払
い実施が可能となった。《図表》

　2016年度税制改正が契機となり、マン
ション開発のタカラレーベンをスポンサー
とする大規模太陽光発電施設（メガソー
ラー）ファンド「タカラレーベン･インフラ
投資法人」が2016年６月２日に東京証券
取引所のインフラファンド市場に第１号上
場した。上場時の資産ポートフォリオは太
陽光発電所10施設（発電出力17.8メガ
ワット、調達価格36～40円/kWh）・78億
7,000万円（取得価格ベース）となる。タカ
ラレーベンが太陽光発電施設の賃借人お

よびオペレーターも務める。
　当初想定発行価格を１口※1あたり100,000
円とし、主幹事証券会社によるプレマーケ
ティング（投資家に対して実施する事前調
査）の結果、想定発行価格をレンジ上限と
して仮条件レンジ１口当たり96,000円～
100,000円と設定した。ブックビルディング
（投資家からの需要積み上がり調査）では
募集投資口数※1の約９倍と旺盛な需要が
集まり※2、仮条件レンジの上限100,000円
で条件決定した。
　１口当たり投資口価格※1を100,000円と
した巡航ベースの分配金利回りは約5.8%
（利益超過分配を除く）で、過去の実績等
の観点からJREITより高いが、換金性等
の観点からインフラ私募ファンドよりも低
い設定となっている。
　発行決議から上場までの期間を、ゴー
ルデンウィークが間にあるため、また投資
家に準備と検討の時間を十分に提供する

ために、通常のIPOより長い約２か月間と
設定した。特に機関投資家にとって、新し
い商品に対する担当部署の選定や社内の
投資稟議に時間を要することも加味した。
　リテール（個人投資家）と機関投資家
の配分比率については９：１と、初物であ
ること、商品が複雑であること、募集総額
が小規模であること等から通常のIPOよ
りリテール配分比率を高めに設定した。個
人投資家に対しては商品リスク説明を行
える対面販売のみとした。※2

　上場日の取引初値は109,900円（発行
価格比＋9.9%）を記録し、上場日終値は
123,900円（同＋23.9%）、翌6月3日の終値
は139,500円（同＋39.5%）と好調な船出
となった。

　タカラレーベン･インフラ投資法人特有
の特徴として❶自己投資口の取得、❷一定
の分配金保証、の二点が挙げられる。
　❶同投資法人は投資主※1への還元方針
の一つに自己投資口の取得を掲げた。投
資口価格が割安と判断した場合に、自己
投資口の取得を行い償却する。JREITの
自己投資口の取得は2014年12月に解禁さ
れたたものの、まだ過去事例は存在しな
い。自己投資口の取得を行わない場合に
は、減価償却費の30%を目処に利益超過
分配を実施する。
　❷また、分配金を安定させる工夫とし
て、分配金に事実上の下限（最低保証）
を設定した。NEDO（新エネルギー・産業
技術総合開発機構）がまとめた過去の日
照量のデータから、統計的に50%以上の
確率で発生する標準的な日照量を太陽光
発電施設ごとに設定。たとえ実際の日照
量が標準的日照量より少なくても、標準的
日照量で発電できたものとして一定の分
配金を出す。逆に日照量が多かった場合、
それが標準の10%以下なら分配金は据え
置き、10%を超えて発電できた部分につ
いては、実績連動分としてその半分を分
配金の上乗せ払いに回す。

　タカラレーベン･インフラ投資法人に続

いて、いちごグループホールディングス
（2337）が2016年４月19日に上場インフラ
投資法人の設立を発表し、第２号案件とな
りそうである。日本経済新聞報道によれば、
独立系のリニューアブルジャパンやジャパ
ンインベストメントアドバイザー（7172）、
ネクストエナジー･アンド･リソースも続く
見込み。一方、スパークス･グループ（8739）
は上場インフラ市場参入を断念。自己資
金で運営するタカラレーベンと異なりSPC
を使った現行のスキームでは法人税が非
課税とならないため、私募ファンドでの運
用を継続する。

　太陽光発電施設を組み入れるインフラ
ファンドが先行しているが、今後は太陽光
発電施設以外の空港や有料道路、上下水
道などの公共施設やその運営権（コンセッ
ション）を組み込んだ様々な新しいタイプ
のインフラファンドが上場する可能性があ
る。
　2016年４月に関西国際空港と大阪国際
（伊丹）空港の運営権が民間（オリックス・
仏バンシグループ）に売却され、同年６月
に仙台空港も民間（東急前田豊通グルー
プ※3）に売却された。加えて高松空港や
福岡空港も経営権売却のプロセスに入る。
また、同年10月には日本初の有料道路コ
ンセッションとして愛知県道路公社が管
理する有料道路（知多半島道路、猿投グ
リーン道路など計８路線72.5km）の運営
権を民間に売却する予定である。さらにこ
のような民営化が進めば、幾つかの運営
権を組み入れた異なるタイプのインフラ
ファンドが上場する可能性もある。

　法人税非課税期間（20年）満了後に利
益に課税され分配金が下がること、FIT
期間（20年間）満了後に電力買取がなさ
れずキャッシュフローを全く生み出さない
可能性があること等の課題は未だ解決さ
れていない。
　また、経済産業省がFIT買取価格を、
当初の40円から2016年度に24円まで引き
下げ、さらに認定方式を設備認定から事

業認定に変更した。太陽光発電施設につ
いては従来のFIT制度を見直し、2017年
４月１日から入札制を導入する。事業者間
の競争原理を導入して買取価格を下げるこ
とで国民負担を軽くする。2017年３月31
日までに電力会社との接続契約を締結し
ていない事業者については認定が失効す
る。新規参入者や未稼働・契約未締結事
業者にとってのハードルは高くなった。

　日本に先立ち、オーストラリアや米国、
カナダ、イギリスなどでインフラファンド
が既に上場している。投資対象のインフ
ラも、太陽光発電施設に限らず、有料道
路や空港、地下鉄、港湾施設に至るまで
幅広い。
　東京証券取引所によると2016年４月時
点で世界で46銘柄が上場し、総時価総額
は15兆円に達する。なかでも最も規模が
大きいのがオーストラリアで、時価総額は
計６兆円に上り、米国、カナダ、イギリス
が続く。アジアでも、すでにタイ、シンガ
ポール、韓国で既にインフラファンドが上
場している。
　一方、リーマンショック後の世界経済危
機発生時には、レバレッジ比率が高く債
務返済リスクが顕在化し苦境に陥り、合
併や年金基金による買収・非上場化で上
場廃止になるインフラファンド※４も見ら
れた。今後同様な状況が日本の上場イン
フラファンドに起きる可能性がないとは言
えない。❖

早稲田大学商学部卒業。日興シティグループ証券
㈱、リーマンブラザーズ証券会社、UBS証券会社な
ど国内外の投資銀行にて、15年以上にわたりM&A
アドバイザリー業務を含む投資銀行業務に従事。
2016年にフロンティア･マネジメント㈱に入社。

Tomohiro SASAKI
佐々木 智広

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

出所：東京証券取引所ホームページよりフロンティア・マネジメント作成

売却

保有

出資

出資運用の指図

投資インフラを賃貸

（投資法人）
インフラファンド

資産運用・管理会社

インフラファンドの設立
（一般事業法人）
（インフラ関連企業）

インフラの運営
オペレーター

（インフラ関連企業）

投資家
（個人投資家）
（機関投資家）
（法人投資家）

インフラの提供

インフラ

（公的機関）
（一般事業法人）
（インフラ関連企業）

参考： 経済産業省ホームページ、タカラレーベン・インフ
ラ投資法人有価証券届出書、東京証券取引所ホーム
ページ

※1： 投資法人においては株式会社と異なり、1株を1口、
株数を口数、株式を投資口、株価を投資口価格、株
主を投資主と呼称を言い換えている

※2： 「CAPITAL EYE」2016年5月31日案件レビュー
より

※3： 東急前田豊通グループとは、東京急行電鉄、前田建
設工業、豊田通商、東急不動産、東急エージェンシー、
東急建設、東急コミュニティーをさす

※4： カナダ年金制度投資委員会（CPPIB）に買収され上
場廃止になった豪Macquarie Communications 
Infrastructure Group（2009年）や豪Intoll Group
（2010年）等がある

2015年4月に東京証券取引所に上場インフラファンド市場が開設されてから約一年
後の2016年6月2日、マンション開発のタカラレーベン系の太陽光発電施設ファンド
「タカラレーベン･インフラ投資法人（9281）」が同市場に初上場した。本稿では、日
本版上場インフラファンドの現状認識をまとめてみたい。

日本版上場インフラファンド
市場について

インフラファンドスキーム図表

「タカラレーベン･インフラ投資法人」
がインフラファンド市場に第1号案件
として2016年6月2日に上場

タカラレーベン･インフラ投資法人
の特徴

次に続く
上場インフラファンド

新しいタイプの
上場インフラファンド

上場インフラファンドの
課題

海外における
上場インフラファンド

M&Aトピック❷

日本版インフラファンドが初上場
現状と課題 日
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　この10年間、中国映画市場は４～５倍の
規模に成長しました。2015年の興行収入は
440.7億元（約7,481億円、世界２位・シェア
16％強）であり、観客動員数はのべ12.60億
人、日本（1.67億人）の7.5倍の人が映画館
に足を運ぶ時代が到来しています。
　近年の市場拡大の背景として、収入増、
物価上昇、O2O（Online to Offline）サー
ビスによる映画チケット価格の低下（10年
前の約２／３の700円前後に）により、かつ
ての割高感が縮小し身近なレジャーとなっ
たことがあげられるでしょう。供給面から
見ると、都市化によるショッピングセンター
（SC）増加に伴い映画配給インフラも急伸

し、2015年末時点で映画館は7,205カ所、
31,626スクリーン（日本の約９倍）、2010年
の５倍の規模となっています。インフラが
整うことで地方小都市（三～五線）へと興
行エリアが拡大し、映画館が身近な存在
になったと言えます。
　ITデータサイト「易観智庫」の統計によ
れば、地方小都市の興行収入が全体の
36.7％を占め、映画消費の一角を担う勢力
となっています。また不動産情報サイト「明
天地」の「中国購物中心報告 展望2020」
によれば、SCは2015年末時点で約4,000
カ所、この15年間年平均300カ所のペース
で増加してきたものの、E-コマースの台頭
等によって岐路に立たされています。
　ショッピング以外の来店動機としてレ

ジャー・体験空間としての役割が求められ、
開発業者はSC内に占めるレジャースペー
スを大きく取るようになりました。シネマコ
ンプレックスを併設するSCが多く見られる
ようになり、これもまた映画配給インフラ増
加の一因となっています。

　中国には2015年末時点で48の映画館
チェーンがあり、トップ３が30％を占めて
いるものの、寡占度は低い状態にあります。
7年連続首位にあるのは不動産コングロマ
リット万達集団傘下の「万達電影院線」で、
2015年末時点で映画館292カ所（海外52
カ所含む）、2,557スクリーン（海外424カ
所含む）を保有しています。興行収入は63
億元（約1,071億円）で、中国市場の13.6％、
オーストラリア市場の19％のシェアを有す
るグループです。
　2015年は自社新設と同業者「世茂影院」
買収により保有数を増やしており、2016年
は77の映画館を新設する目標を掲げてい
ます。

　不動産開発大手の万達は、今後不動産事
業単独では大きな利益は見込めないと判
断し、レジャー、旅行等サービスの分野の
業容を厚くする戦略に舵を切りました。店
舗当たり平均来店数５万人／日というSC
を89都市に133カ所展開する万達は、商業
不動産事業とシナジーの出る映画事業への
投資に注力しています。
　2012年に米第２位の映画館チェーン
「AMCエンターテイメント」を買収し、2016
年３月には同社を通じて米同業者「カーマ
イク･シネマズ」の買収を発表しました。
オーストラリアでも2015年６月に第２位の
「ホイツ･グループ」を買収しており、万達
は世界最大手の映画館チェーン業者と
なっています。更に2016年1月、ハリウッド
映画製作会社「レジェンダリー･エンター
テイメント」の買収を発表、今後万達は海
外での配給だけでなく映画製作にも影響
力を持つこととなりそうです。

　中国での輸入映画配給には本数規制が

あり、利益分配型映画配給枠は、米中間の
合意で定められた34本／年しかなく、ハ
リウッド系大手６大会社の作品がほぼ独占
しています。
　しかし、製作会社を手中に納め中国資
本と共同制作した作品等がグレーゾーン
扱いになれば、万達は米中双方で利益を
得るという可能性もあるでしょう。拡大を
続ける中国映画市場の獲得のため輸入映
画のPRイベントがSC等でも行われ、小売
業でのうまみも益々大きくなることが予想
されます。
　ここ数年、中国企業にとって海外企業の
買収は、そのブランドの海外市場と影響力
を手に入れ、同時に中国市場へ獲得したリ
ソースを導入することで、国内市場でのプ
レゼンスをも高めるという戦略に基づくも
のが多く、潤沢な資金を後ろ盾に展開され
ています。
　そのなかで、厳しい環境に置かれた本
業の不動産業と中国内外から取得した映
画リソースの融合を進める万達の動きは、
事業転換の最先端事例として、注目を集め
ています。❖

　シンガポールを訪れるたびに、淡路島と
同程度の狭い土地に550万人も住んでいる
のにもかかわらず、ほとんど渋滞が無いこ
とに驚かされます。実はシンガポールでは、
政府が公共輸送機関を整備し、かつ、自動
車の所有を制限し、政策的に渋滞を発生さ
せないようにしているのです。シンガポール
の自動車保有率は15％以下と言われていま
すが、国民一人当りの保有台数は約0.1台
（2012年末）です。ちなみに日本の全国平均
では、一人当りの保有台数は0.47台、最も

高い群馬県で0.67台（共に2014年３月末）
で、シンガポールの6.7倍になります。

　シンガポールで自動車を購入する場合、
まず、政府が発行するCOE（新車購入権）を
公開入札で入手する必要があります。個人
が自家用車を購入する場合、通常は業者が
代行でCOEを購入し、自動車の価格を上乗
せして転売するので、例えば直近では、プ
リウス1台$154,000（1,250万円）という驚く
べき金額になります。COEの価格は排気量

によって異なり、かつ、公開入札によって変
動しますが、Aカテゴリー（排気量が1.6リッ
トル以下の乗用車）なら、現時点（2016年６
月）では約$56,000（450万円）辺りが相場
のようです。なおCOEは有効期間が10年と
定められていて、10年を超えて自動車を保
有することはできません。期限を超えた自
動車は、輸出するか廃棄しなければならず、
そのため、シンガポールには10年を超えた
古い車が存在しないのです。
　シンガポールで車を購入する場合、国内
で自動車は製造していないため、全て輸入
車となります。つまり、車両本体価格に加
え、車両の輸入にかかる関税、追加登録税、
道路税、登録料、自動車保険など（車両本
体価格のほぼ110%）が上乗せになり、購
入時のコストが非常に高くなることに加え、
先述のCOEが上乗せになると、トヨタカ
ローラの新車の場合、現時点では、COE込
みでおおよそ1,000万円に達してしまいま
す。
　自動車への課税は他にもあります。シン

ガポールの中心部に向かう道路のそこここ
に、ERPと呼ばれる渋滞緩和ためのゲート
が設置されています。ERPとは、Electric 
Road Pricingの略であり、通過する自動車
に電子課金するシステムです。シンガポー
ルの全ての自動車には、キャッシュカード
を装填するための車載器が据えつけられて
おり、ERPを通過する都度そのカードから
自動的にその曜日や時間帯の金額が差し引
かれる仕組みになっています。これによっ
て、中心部に流入する自動車の量を制限し
ているのです。

　さらにシンガポールでは、その都市開発
もシンガポール国民が公共交通機関を活用
し易く、また、高所得であろう外国人の管
理職や専門家には高い税金を払って自動
車に乗ってもらうよう設計がされています。
　シンガポール国民は、その７割強程度が
HDBと呼ばれる公営住宅に住んでおり、
外国人はHDBの取得や入居はできません。

このHDBは、街の中心部から郊外に広が
る地下鉄（MRT）の周囲に建設されていて、
バス停も近くに設置されています。つまり
シンガポール国民は、相対的に住宅コスト
の低いHDBに居住し、自動車を保有しなく
てもMRTやバスなど公共交通機関を利用
し易くなっているのです。
　郊外やMRTの駅から離れたコンドミニ
アムに住む外国人駐在員は、勤務先のシン
ガポール現地法人が提供するローンで日本
の３～４倍の金額で自家用車を購入し、毎
日ERPを払ってオフィスに向かいます。自
宅から最寄りの駅までが遠いので、自家用
車が無い場合、ほぼ移動の度にタクシーを
使うことになってしまいます。
　こういった事情により、シンガポールには
渋滞が無いのです。本当に憎らしいほど良
くできた制度と思わざるを得ません。❖

参考： 一般財団法人自治体国際化協会　CLAIR REPORT 
No.421　世界に誇るシンガポールの交通政策、一
般財団法人 自動車検査登録情報協会 「マイカーの
世帯普及台数」

Yoshiyuki NUMANO
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フロンティア・マネジメント㈱
専務執行役員
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中国で最も身近なレジャーとなった「映画」。膨れ上がる映画産業の担い手から世界的な映画
館チェーンが誕生しており、ハリウッドでも中国は無視できない存在になりつつあります。

シンガポールでは渋滞がないことに驚かされます。
実は、公共交通機関の整備、自動車所有制限、そして都市開発に至るまで、シンガポール政府
のたくみな政策が生み出しているのです。
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中国映画市場と中国企業の
世界映画産業への影響力

近年の中国映画市場拡大の
舞台裏

シンガポール政府の
渋滞解消政策

シンガポールでの
自動車購入事情とは 渋滞と都市開発の関係性

映画館大手の万達集団、
中国内外で存在感

今後の中国企業の
世界映画産業への影響

中国現地レポート

シンガポールは自動車保有率が低く、
総じて新しい車が多いのは何故？
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