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　先日、経済学者の野口悠紀雄氏が、戦
前の産業保護批判という文脈で、「自動車
製造事業法」という耳慣れない法律に言
及されていました。早速調べると、当時
の日本では、現在のアジア諸国真っ青の
保護策が採られていたことが分かり、私
は自分の不勉強を恥じ、同時に大いに驚
きました。
　戦前の日本で走っていた車は、ほとん
どがGMとフォードだったようです。技
術力は圧倒的に米国車が高く、日本軍で
さえ米国車を好んでいました。そこで当
時の政府は、1936年に外国資本の新たな
活動をほぼ認めない「自動車製造事業法」
を導入。自動車製造は許可制となり、許
可の付与は日産とトヨタの２社（後の追加
企業あり）。３年後にGM、フォードなどは
日本から撤退。逆に、許可付与の日本の

２社には税の優遇があったようです。
　我々は、現代のコンテクストで、他の
アジア諸国の産業政策を批判しがちで
す。しかし、我々の祖父母が生きていた
頃は、平気で日本でも同様の（あるいは
もっと露骨な）産業政策が採られていた
のですね。それは時代であり、その国が
置かれた状況やタイミングだったのかも
しれません。
　国を跨いだビジネスが急増している昨
今、相手国の産業政策を単に理不尽だと
非難するのではなく、相手国の様々な時
代背景を忖度するのが、理性や悟性を携
えた国際人ではないでしょうか。2011年
の女子サッカーワールドカップ決勝の“神
対応”が称賛されている宮間あやさんの
精神を、我々ビジネスパーソンも持ちた
いものです。

　コーポレート･ガバナンス・コード（以下、
CGコード）が、日本証券取引所で制定さ
れてから１年超が経過し、これまでの間
に、多くの上場会社がそれに適合した経
営及び組織体制の整備を行ってきました。
ただし、その対応には、❶実質的なコー
ポレート･ガバナンスの効果を発揮させる
ために、トップ自らが抜本的な制度変更
を推進してきた企業もあれば、❷担当役
員等に、CGコードに最低限適合した制度
の検討を任せ、経営陣としてはその取り
組みに積極的でない企業も少なからず存
在しており、その状況は千差万別ですが、
❶の企業が少しでも増えることが望まし
いです。
　弊社は、資本市場と各業界に精通した
アナリスト出身者、法律の専門家である
弁護士、事業の仕組みの変革に精通した
コンサルタント等を多く擁している総合

コンサルティングファームであり、「実質
的なコーポレート・ガバナンスの効果を
実効あらしめるためのコンサルティング」
を常時行っています。単なるIRのアドバ
イスや形式的な制度の導入のアドバイス
だけでなく、資本市場に適合した成長企
業への支援の検討を行い、経営リスクを
多角的に検証し、各社の業界・規模等に
適したコーポレート･ガバナンス経営をア
ドバイスしていくものです。
　また、近時、上場会社で経営陣間の対
立や創業家内の紛争等で企業イメージが
悪化するケースも頻出していますが、CG
コードに適合した制度の導入で第三者の
社外役員が適切に介在することにより独
善的な経営を未然に防ぎ、そのような大々
的な経営紛争を防止することも、CGコー
ドの効用として大いに期待されるところ
です。
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段である。このため、労働の希少性が高
まれば、労働の提供者たる人間に対す
る社会的な考え方、換言すれば社会思
想が変化していくのは必然である。
　内紛や戦争により、数カ国という閉じ
た空間で人口減少が起こる事例は少な
くない。しかし、これらの事例は、今後
起こる先進国全体での人口減少を予測
するための比較材料としては必要十分
ではない。むしろ、ある程度文明が発達
した国々を含めて広い地域で大幅に人
口が減少し、労働の希少価値が高まっ
た時代を見てみる必要がある。それは、
14世紀と17世紀に欧州で大流行したペ
ストの時代ではなかろうか。

　村上陽一郎氏の『ペスト大流行』や橘
玲氏の『中国私論』など多くの書籍にお
いて、ペストによる人口減が社会の在り
様を激変させたことが明らかになって
いる。14世紀前半には既に、農民から
地主に納める地代の貨幣化が一般化し
始め、地主と農民の関係は希薄化して
いた。そこに追い打ちをかけるように、
ペストが大流行して人口が減少し、農
民の待遇向上が始まった。17世紀のペ
ストの大流行で農民の地位向上が更に
図られ、最終的には農奴解放、つまり封
建地代の廃止が実現した。前述した経
済学の３つの生産手段の言葉を使えば、

「労働」が「土地」から自由になったと
いうことになる。
　ペストによる人口減が生み出したもう
一つの重要なものは、「人権」という思
想である。前出の橘玲氏によれば、「す
べての人間は神から与えられた平等の
権利を有している」という奇妙な思想
が登場するきっかけは、17世紀に大流
行したペストだったようである。
　ペストに加えて、疫病、飢饉、戦乱に
よる人口激減に見舞われた欧州では、
地主が以前のように農民を奴隷扱いで
きなくなった。土地に縛り付けられなく
なった農民は、待遇の不満があれば別
の地主のところや都市に行ったりしてし
まうためである。加えて、産業革命が勃
興し、農村から都市の工場に農民が移
動することで、あらゆる産業で人手が
足りなくなり、それと呼応する格好で「人
権」なるものが、広く社会に受け入れら

れるようになった。ペストによる人口減
を発端とした「人権」という考え方は、
その後欧州各国の知識人によって体系
化された啓蒙思想へと昇華し、フラン
ス革命をはじめとして多くの市民革命
の精神的支柱となっていった。
　以上を総括すれば、ペストによる人口
減少によって労働の希少性が上昇した
欧州では、「労働」が「土地」から解放され、

「人権」という新しい思想が労働に対し
て付与された、と言うことができる。
　中世の欧州で生じたこの現象をベー
スに、今後の先進国全般における「生
産年齢人口の減少」が何をもたらすか
について考察してみよう。もちろんここ
では、「労働」の単位コストが上がると
いう貨幣的現象以外について論じるこ
とが重要である。
　抽象的に言えば、中世欧州で「土地」
から解放された「労働」は、近代から現
代にかけては、もう一つの生産手段で
ある「資本」に絡め取られてきた。産業
革命以降、資本を背景とした経済行為
の組織化が進展する中で、新しく生み
出された株式会社という形態など種々
の法人が、雇用契約という手段によっ
て「労働」を包摂していった。法人とは、
夥しい数の契約によって形作られた「資
本」の擬態と言える。
　この意味で、法人が人間を雇用してい
る状態は、「資本」が「労働」を雇用して
いる状態と同義である。「労働」を提供
する側の人間の視点で言えば、近代から
現代にかけて我々は「資本（＝法人）」に
絡め取られた時間を生きるようになった
のである。
　今後の「少子高齢化」による「生産
年齢人口の減少」は、「資本」の擬態で
ある法人と「労働」の力関係の再構築
を迫ることとなる。農民が農地から解放
されていったのと同様に、「労働」を提
供する人間が、「資本」の擬態である法
人から解放されていく可能性が高い。
そして、産業革命が農民の農奴解放を
後押ししたように、IT革命（ICT技術
の発達）が、「労働」を提供する人間の、
法人からの解放を加速させていく。

　米国の社会学者リチャード･フロリダ
が『クリエイティブ資本論―新たな経

済階級の台頭』で示した通り、特定の法
人に属すことを選好しない「クリエイ
ティブ･クラス」と呼ばれる新しいカテ
ゴリー層が出現してきている。フロリダ
は、科学、工学、教育、研究、芸術、デ
ザイン、メディアなど様々なジャンルの
仕事に携わるプロフェッショナル人材
を、クリエイティブ･クラスと定義付けし
た。そして、脱工業化された都市におい
て、この新カテゴリー層の存在が、経済
や社会の発展を促しているという実証
結果を出している。こうした法人や組織
に属さない、独立した “パワー･フリーラ
ンス” を可能足らしめているのは、まぎ
れもなくICT技術の発達である。
　また、各国のコスモポリタン都市に存
在している有名大学や有名大学院の卒
業生の進路も、大きく変容している。従
来であれば、歴史ある大企業や政府関
係機関への就職を第一志望とする卒業
生が多かった。しかし、昨今では、優秀
層は自ら起業する志向が格段に強くなっ
ている。しかも、経済的利得を目指した
り、株式上場を目指したりといった21世
紀初頭までの動機づけとは異なり、社会
変革の担い手たる社会起業家を志向す
る人間が増えている。今後は、世界中の
法人によって、これら優秀人材（残念な
ことに、彼ら彼女らは法人に属すことを
本質的に選好しないが）を奪取し合う人
材獲得レースが行われていく。このパ
ワーゲームにおいても、パワーバランス
は年 「々労働」側が、「資本」側つまり法
人を凌駕していくこととなろう。
　こうした若い社会人や一部の専門人
材の動きに対して、鼻白む大手企業の
経営陣もいるかもしれない。しかし、当
の経営陣と株主の関係も大きく変わっ
てきている。社外取締役の導入や内部
監査の強化あるいはコーポレートガバ
ナンスコードなど、上場企業の経営に
対する様々な規制が強化されてきてい
るので、経営陣と株主の関係は後者が
より優位になっているように見えるかも
しれない。しかし、実態は全く逆である。
　世界中の先進国では、中央銀行も民
間銀行も21世紀に入ってから急激にバ
ランスシートを拡大させており、世界的
な過剰流動性となっている。つまり、「資
本」が世界中に過剰になっており、「資
本」の希少性がなくなっているのである。
一方、事業を着実に行ってキャッシュフ
ローを生み出し、「資本」を高い利回り
で運用できる経営者は希少であり、世界

的に見た（優秀な）経営者の報酬上昇
はこれを反映したものとなっている。
　「従業員」vs「法人」で見て前者の希
少性が高くなっているのと同様に、「経
営者」vs「資本」で見て前者の希少性
が高くなっているのである。実際、長者
番付を見ても、以前であれば「土地」を
持っている地主か、「資本」を持ってい
る資本家・資産家のみしか上位にランク
されることはなかった。しかし、最近で
は年収数十億～数百億円という経営者
が現れ、サラリーだけで長者番付にラン
クインされている。経済学の３つの生産
要素のうち、「資本」と「土地」が相対
的に減価し、「労働」が相対的に増価し
ている証左であろう。今後は、更に「資
本」の力は弱くなり、プロ経営者、プロ
経営者集団、プロ経営者サポート集団な
ど、優秀な「労働」の担い手の価値上昇
が予想される。
　もちろん、昨今流行りのAI（人工知
能）によって、人間の仕事が奪われると
いう話もあり、「労働」の希少性が上昇
しないという議論もあろう。ただし、産
業革命の際も、同様の構図があったと
推測される。動燃機関の発達などで多
くの一般労働者の仕事が機械に奪われ
た事実もあり、19世紀初頭には、英国中・
北部の織物工業地帯で「ラッダイト運
動」と呼ばれる機械破壊運動も発生し
た。しかし、一般労働者が従事する仕
事がなくなったわけではなく、機械を動
かす人も必要になったし、産業がより細

分化・分業化されて、新しい仕事が生
まれて行ったのである。
　今後のAIが、経済学で言うところの、
どの生産手段に紐付く存在か、というこ
ともポイントであろう。従前の意味ある

「技術」の多くは、法人つまり「資本」に
所有されてきた。あくまでも、主役は「資
本」であり、「技術」や「労働」は隷属関
係にあった。「労働」を提供する人間は、

「資本」の擬態である法人に属するか、
法人と技術使用契約を結ばない限り、

「技術」を使った経済活動をすることが
困難であった。
　しかし、昨今のAIは、個人、ベンチャー
企業、アカデミズムの世界に、アプリオ
リかつアトランダムに点在・偏在してい
る。これはAIにおける技術革新が、既
存の法人といった組織だった枠組みで
はないプロフェッショナルの創意・熱意
と、他己との偶然的つながりなどから、
主に発生しているためと推測される。そ
して、「資本」側が、それら「技術」をい
かに「取り込ませていただくか」といっ
た主客逆転現象が起こっている。この
視点からも同様に、「資本」と「労働」の
パワーバランスの変化が推測される。

（見出し）今後、「労働」に対してどのよ
うな思想が生まれるのか
↓
↓
↓
　では、中世欧州で「労働」に対して付
与された「人権」という新しい思想に対

し、今後はどのような思想が生まれてく
るのであろうか？ 現時点では、まだ明確
な新しい思想は、筆者には見えていない。
　しかし、「労働」側をより尊重するよう
な社会的な動きが出始めていることは注
目に値する。例えば、「ブラック企業」と
いう呼び方がある。従前の日本では、残
業を前提とした長時間労働が常態化し
ていたが、ここ10年で企業側は「ブラッ
ク企業」とレッテル貼りされないよう、
様々な労働環境改善策を出している。も
ちろん、まだまだ改善が必要な企業や産
業も少なくないが、方向性としては「労
働」側に寄った格好となっている。2013
年には「ブラック企業」が新語・流行語
大賞を受賞したこともあり、この語彙な
らびに企業の対応は急速に日本中に広
がっている。
　また、生き方として、「よりよく生きる」
という意味の「well-being」という考え
方が、若いビジネスパーソンの間で広ま
り始めている。経済的インセンティブを
過剰に追い求めず、「よりよく生きる」こ
とを認めてくれる法人や組織と活動して
いくことに重きを置く行動パターンであ
る。もともとは、1946年の世界保健機関

（WHO）憲章草案において、「健康」を定
義する記述の中で「良好な状態（well-
being）」として用いられたものであり、
それなりに歴史は古い言葉である。しか
し、ここにきてこの言葉が急激に注目さ
れている背景には、「労働」の「資本」か
らの解放という大きな物語が、その下敷
きにあるのではないかと思われる。
　「労働」側へのパワーシフトの過程で
は、多くのトリックスター的存在が生ま
れる可能性がある。今でこそ人権や啓
蒙思想という考え方は当り前だが、17世
紀でそれらを声高に叫ぶ“知識人”には
風変りな人間も少なくなかったようであ
る。象徴的な奇人は、『社会契約論』を
著したルソーであろう。彼は、理想的な
教育論『エミール』を出版したかと思え
ば、愛人に産ませた５人の子供を全て孤
児院に送るなど、毀誉褒貶の激しい人
物だったと記録されている。現代におい
ても、一般常識からするとスーパーリベ
ラルと言われるような、エキセントリッ
クな事を主張する思想家、政治家、活動
家、学者、ジャーナリストなどが存在す
るが、彼ら彼女らが数百年後のルソーに
なっている可能性は否定できない。
　話を戻して、総括してみよう。《図表》
　中世は、ペストの流行による人口減

で「労働」が希少となり、人権思想や産
業革命によって、「労働」の提供者であ
る人間は、「土地」という生産手段から
解放されることとなった。「土地」は、
地域共同体と表裏一体であるから、独
の社会学者フェルディナント・テンニー
スの言葉を借りれば、これは「人間のゲ
マインシャフトからの解放」とも言える。
　一方、現在生じている現象は、少子高
齢化や都市化による人口減で、中世欧
州同様に「労働」が希少になっているこ
とである。IT革命や資本の過剰流動性
などを背景として、「労働」の提供者で
ある人間が、「資本」の擬態である法人
から解放されつつある状態と言える。法
人、特に営利を追求する企業は利益共
同体と同義であるので、同様にテンニー
スの言葉を借用すれば、「人間のゲゼル
シャフトからの解放」と言える。今後は
ますます、法人と個人はお互いの間合い
を見極めた付き合いが要求されることと
なろう。
　以上のように、今後先進国で起こっ
ていく「生産年齢人口の減少」を、中世
欧州でのペスト流行の事例を敷衍して
議論したが、当時と現代の大きな相違
は「高齢化」である。今後生じていくこ
とは、単なる人口減少ではなく、膨大な
数の高齢者を支えるということであり、
難易度は中世欧州をはるかにしのぐこ
ととなる。

（見出し）少子高齢化が進み続けると、
社会や経済はどう変わっていくのか
↓
↓
↓
　今年2016年７月初旬の日経MJに興
味深い特集記事があった。食品スーパー
やファミリーレストランなどが、偶数月
15日を狙って販売促進策を練っている
という記事である。偶数月15日とは年
金支給日であり、小売・サービス業各社
は、家計所得の大きな担い手となった
年金にターゲットを絞った販促をして
いるのである。
　この記事で事例として挙げられてい
る食品スーパーのマルエツでは、利用
頻度や購入額が高くて、社内基準で最
も優良とされている顧客の約半分が60
歳以上とのことである。従来は若いファ
ミリー層やシングルをターゲットとして
いたファミリーレストランのガスト、カ
ジュアル衣料専門店のマックハウスな
ども、マルエツ同様に年金支給日に合

わせてセールを実施している。実は、彼
らの販促活動は優れて合理的である。
　厚生労働省の国民生活基礎調査によ
れば、日本の一世帯当たりの平均所得金
額に占める「公的年金・恩給」の割合は
2014年時点で既に21％に達している。
つまり平均的な家庭の収入の５分の１
が既に年金関係となっているのである。
この割合は、約20年前の1995年には
9.5％と10％以下だったが、この20年で
２倍以上へと急上昇した。
　現在、日本の総人口に占める65歳以上
の割合は27％だが、2060年には40％前
後になると推定されている。労働による
所得収入や資産・預貯金による利子収入
の多寡によって正確な数値は変わってく
るものの、おそらく家計に占める「公的
年金・恩給」の割合も40％前後の水準と
なる可能性が高いと考えられる。
　もちろん65歳以上でバリバリ働く方
も少なくないと思われるが、ここでは議
論を単純化するため、生産活動を行う

「生産年齢人口」を15歳以上65歳未満
とする。そうすると、2060年には、生産
活動をせず、もっぱら消費活動のみを
行うという65歳以上が、人口全体の
40％を占めるという構造が出現してく
る。果たして、このような状況はマクロ
経済的に持続可能なのであろうか。
　欧州のペスト同様、温故知新のアプ
ローチをとってみよう。実は、「生産活動
を行わず、もっぱら消費活動のみを行う」
という人間が急激に増加するという現象
は、日本において既に数百年前の江戸期
に経験済みである。江戸期には、参勤交
代によって、各地の大名やその家臣達多
数が、基本的には１年間江戸に強制的に
定住させられた。江戸の人口については、
数十万人～100万人と諸説あり、正確な
ことは分かっていないが、このうち約
50％が武士であったという説がある。
　仮にこの説が正しいとすると、2060年
の日本と同様に、約半数の人間が生産
活動に携わらないという状態が、江戸に
おいて200年以上にわたって存続してい
たということになる。江戸では、地方か
らの単身赴任の侍（つまり男性）が数多
く存在していたため、彼らをターゲット
とした多くのサービス業が花開いた。同
様に2060年に向かって、日本など高齢
化を迎える各国で、サービス業が大きく
成長する可能はある。一方、江戸期の中
盤にはすでに各藩は財政難に陥り、後期
になると棄捐令（借金帳消し）が行われ

た。公的債務の大きい我が国と、江戸期
の財政事情にも相似形が感じられる。
　通常の経済学では、ゆるやかなインフ
レが最も理想的と考えられている。消費
者は実質値よりは名目値によって消費活
動を行う傾向があり、ゆるやかに所得が
増大していく社会を心地よく感じるため
である。また、企業側も、ゆるやかにイ
ンフレになる方が、商品やサービスの販
売価格の値上げがしやすいだけでなく、
資金調達したバランスシート上の有利
子負債も実質的に減価していくため、ゆ
るやかなインフレを選好する傾向があ
る。政府にとっても公的債務が実質的に
減価されるということで、同様にウェル
カムである。つまるところ、ゆるやかな
インフレは、通常の経済学が想定してい
る全てのプレイヤーにプラスであった。
　しかし、将来の日本のように、家計所
得の40％を年金関係が占めるようになる
と様相は変わってくるのではなかろう
か。
　もちろん、年金支給額はGDPデフレー
タなどインフレ指標にスライドして増減
されるが、政治的なプロセスを経る必要
があるため、どうしてもタイムラグが生
じるし、増減額も微小なものになる傾向
がある。むしろ、ほぼ固定化された年金
関連の所得が中心となる家計は、必然
的にデフレを望む傾向が強くなると推測
される。
　現在、マイナス金利という未曽有の状
況が我々の眼前に出現している。これは、
現在の世界や日本の経済情勢を踏まえ
た政府や日銀による人為的な金利水準
である。しかし、将来的に家計所得の
40％あるいは、それ以上の比率がほぼ固
定的な年金支給によって賄われるような
状態になった場合、市場参加者である各
家計の期待、あるいはシルバー世帯によ
る選挙の投票行動（シルバー・ポリティ
クス）によって、ゼロ金利やマイナス金
利の長期化が社会全体の総意として選
択される可能性すらある。これは、通常
の経済学が想定している、ゆるやかなイ
ンフレによる最大多数の最大幸福の追求
という理想状態とは大きな相違である。
　新しい経済現象に立ち向かえる新し
い経済学、あるいは新しい政治経済学
が希求されている。❖

　「少子高齢化」が叫ばれて久しい。本
稿は、この「少子高齢化」という人口に
膾炙した言葉を、経済学や社会学の枠組
みを使って咀嚼し、将来的にどのような
社会構造や経済現象が出現する可能性
があるかについて論じることを目的とし
ている。
　まず、「少子高齢化」という多分に情
緒的かつ文学的言葉を、社会科学の語
彙に置換するところから始めてみたい。

「少子（化）」という言葉を直接的に表現
すれば「人口減少」であり、「高齢化」
という側面を加味して表現すれば、「生
産年齢人口（15歳以上65歳未満）の減
少」ということとなる。
　一般的に経済学における生産手段は、
❶資本、❷土地、❸労働、の３つである。

「生産年齢人口の減少」が継続的に発生
すると、この３つの生産手段の需給バラ
ンスが崩れてくる。端的に言えば、労働
の希少価値が高まるのである。
　労働の希少価値の上昇という現象は、
日本のみで起こっているわけではない。
ベビーブームは、多くの先進国で第二次
世界大戦後に発生した。ベビーブーマー
の高齢化と、人口の都市部集中を背景と
した出生率の低下により、ほぼ全ての先
進国で「生産年齢人口の減少」が起こっ
ている、あるいは起ころうとしている。
　米国などではベビーブームが戦後10
～20年と長く続いたのに対し、日本では
戦後３年目の1948年に優生保護法が施
行され、妊娠中絶が合法化されたため、
ベビーブームが短期間で収束した。実
際、日本の年間出生数は、戦後のピーク
である1949年の約270万人から、1950
年代半ばには約150～160万人へと僅か
数年で約40％も減少した。他の先進国
においては、長期間にわたって継続した
ベビーブーマーが徐々に加齢し、少子高
齢化がゆっくりと進行している。一方、
日本では、戦後直後の短期集中型ベビー
ブーマーの割合が極端に高く、急速に少
子高齢化が起こっていると言える。
　いずれにせよ、今後、先進国では長期
にわたって継続的に、労働の希少価値
が上昇していく。これは単に労働の単位
コストが上昇するという貨幣的な現象を
指すだけではない。労働とは、とりもな
おさず、我々人間の時間の転化であり、
生き方の発露として捻出される生産手
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近未来の社会構造の変容
～法人からの解放と構造的デフレ期待～

近未来の
社会構造の

法人からの解放と
構造的デフレ期待変容

少子高齢化による生産年齢人口減は、
中世のペスト流行による人口減の時と同様に
「労働」の希少価値を高めた。
そして労働提供者である人間は中世において
「土地」という生産手段から解放されたが、
現在では「資本」の擬態である法人から
解放されつつあるといえる。
2060年には65歳以上が
人口の40%を占めることになり、
ゆるやかなインフレが最も理想的であるとされる
経済学は通用しなくなるだろう。
今、新しい経済学が希求される。
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　中世は、ペストの流行による人口減
で「労働」が希少となり、人権思想や産
業革命によって、「労働」の提供者であ
る人間は、「土地」という生産手段から
解放されることとなった。「土地」は、
地域共同体と表裏一体であるから、独
の社会学者フェルディナント・テンニー
スの言葉を借りれば、これは「人間のゲ
マインシャフトからの解放」とも言える。
　一方、現在生じている現象は、少子高
齢化や都市化による人口減で、中世欧
州同様に「労働」が希少になっているこ
とである。IT革命や資本の過剰流動性
などを背景として、「労働」の提供者で
ある人間が、「資本」の擬態である法人
から解放されつつある状態と言える。法
人、特に営利を追求する企業は利益共
同体と同義であるので、同様にテンニー
スの言葉を借用すれば、「人間のゲゼル
シャフトからの解放」と言える。今後は
ますます、法人と個人はお互いの間合い
を見極めた付き合いが要求されることと
なろう。
　以上のように、今後先進国で起こっ
ていく「生産年齢人口の減少」を、中世
欧州でのペスト流行の事例を敷衍して
議論したが、当時と現代の大きな相違
は「高齢化」である。今後生じていくこ
とは、単なる人口減少ではなく、膨大な
数の高齢者を支えるということであり、
難易度は中世欧州をはるかにしのぐこ
ととなる。

　今年2016年７月初旬の日経MJに興
味深い特集記事があった。食品スーパー
やファミリーレストランなどが、偶数月
15日を狙って販売促進策を練っている
という記事である。偶数月15日とは年
金支給日であり、小売・サービス業各社
は、家計所得の大きな担い手となった
年金にターゲットを絞った販促をして
いるのである。
　この記事で事例として挙げられてい
る食品スーパーのマルエツでは、利用
頻度や購入額が高くて、社内基準で最
も優良とされている顧客の約半分が60
歳以上とのことである。従来は若いファ
ミリー層やシングルをターゲットとして
いたファミリーレストランのガスト、カ
ジュアル衣料専門店のマックハウスな

ども、マルエツ同様に年金支給日に合
わせてセールを実施している。実は、彼
らの販促活動は優れて合理的である。
　厚生労働省の国民生活基礎調査によ
れば、日本の一世帯当たりの平均所得金
額に占める「公的年金・恩給」の割合は
2014年時点で既に21％に達している。
つまり平均的な家庭の収入の５分の１
が既に年金関係となっているのである。
この割合は、約20年前の1995年には
9.5％と10％以下だったが、この20年で
２倍以上へと急上昇した。
　現在、日本の総人口に占める65歳以上
の割合は27％だが、2060年には40％前
後になると推定されている。労働による
所得収入や資産・預貯金による利子収入
の多寡によって正確な数値は変わってく
るものの、おそらく家計に占める「公的
年金・恩給」の割合も40％前後の水準と
なる可能性が高いと考えられる。
　もちろん65歳以上でバリバリ働く方
も少なくないと思われるが、ここでは議
論を単純化するため、生産活動を行う

「生産年齢人口」を15歳以上65歳未満
とする。そうすると、2060年には、生産
活動をせず、もっぱら消費活動のみを
行うという65歳以上が、人口全体の
40％を占めるという構造が出現してく
る。果たして、このような状況はマクロ
経済的に持続可能なのであろうか。
　欧州のペスト同様、温故知新のアプ
ローチをとってみよう。実は、「生産活動
を行わず、もっぱら消費活動のみを行う」
という人間が急激に増加するという現象
は、日本において既に数百年前の江戸
期に経験済みである。江戸期には、参勤
交代によって、各地の大名やその家臣
達多数が、基本的には１年間江戸に強
制的に定住させられた。江戸の人口につ
いては、数十万人～100万人と諸説あり、
正確なことは分かっていないが、このう
ち約50％が武士であったという説があ
る。
　仮にこの説が正しいとすると、2060年
の日本と同様に、約半数の人間が生産
活動に携わらないという状態が、江戸に
おいて200年以上にわたって存続してい
たということになる。江戸では、地方か
らの単身赴任の侍（つまり男性）が数多
く存在していたため、彼らをターゲット
とした多くのサービス業が花開いた。同
様に2060年に向かって、日本など高齢
化を迎える各国で、サービス業が大きく
成長する可能はある。一方、江戸期の中

盤にはすでに各藩は財政難に陥り、後期
になると棄捐令（借金帳消し）が行われ
た。公的債務の大きい我が国と、江戸期
の財政事情にも相似形が感じられる。
　通常の経済学では、ゆるやかなイン
フレが最も理想的と考えられている。消
費者は実質値よりは名目値によって消
費活動を行う傾向があり、ゆるやかに所
得が増大していく社会を心地よく感じ
るためである。また、企業側も、ゆるや
かにインフレになる方が、商品やサービ
スの販売価格の値上げがしやすいだけ
でなく、資金調達したバランスシート上
の有利子負債も実質的に減価していく
ため、ゆるやかなインフレを選好する傾
向がある。政府にとっても公的債務が
実質的に減価されるということで、同様
にウェルカムである。つまるところ、ゆ
るやかなインフレは、通常の経済学が
想定している全てのプレイヤーにプラ
スであった。
　しかし、将来の日本のように、家計所
得の40％を年金関係が占めるようになる
と様相は変わってくるのではなかろう
か。
　もちろん、年金支給額はGDPデフレー
タなどインフレ指標にスライドして増減
されるが、政治的なプロセスを経る必要
があるため、どうしてもタイムラグが生
じるし、増減額も微小なものになる傾向
がある。むしろ、ほぼ固定化された年金
関連の所得が中心となる家計は、必然
的にデフレを望む傾向が強くなると推測
される。
　現在、マイナス金利という未曽有の状
況が我々の眼前に出現している。これは、
現在の世界や日本の経済情勢を踏まえ
た政府や日銀による人為的な金利水準
である。しかし、将来的に家計所得の
40％あるいは、それ以上の比率がほぼ
固定的な年金支給によって賄われるよう
な状態になった場合、市場参加者であ
る各家計の期待、あるいはシルバー世
帯による選挙の投票行動（シルバー・ポ
リティクス）によって、ゼロ金利やマイ
ナス金利の長期化が社会全体の総意と
して選択される可能性すらある。これは、
通常の経済学が想定している、ゆるや
かなインフレによる最大多数の最大幸
福の追求という理想状態とは大きな相
違である。
　新しい経済現象に立ち向かえる新し
い経済学、あるいは新しい政治経済学
が希求されている。❖

的に見た（優秀な）経営者の報酬上昇
はこれを反映したものとなっている。
　「従業員」vs「法人」で見て前者の希
少性が高くなっているのと同様に、「経
営者」vs「資本」で見て前者の希少性
が高くなっているのである。実際、長者
番付を見ても、以前であれば「土地」を
持っている地主か、「資本」を持ってい
る資本家・資産家のみしか上位にランク
されることはなかった。しかし、最近で
は年収数十億～数百億円という経営者
が現れ、サラリーだけで長者番付にラン
クインされている。経済学の３つの生産
要素のうち、「資本」と「土地」が相対
的に減価し、「労働」が相対的に増価し
ている証左であろう。今後は、更に「資
本」の力は弱くなり、プロ経営者、プロ
経営者集団、プロ経営者サポート集団な
ど、優秀な「労働」の担い手の価値上昇
が予想される。
　もちろん、昨今流行りのAI（人工知
能）によって、人間の仕事が奪われると
いう話もあり、「労働」の希少性が上昇
しないという議論もあろう。ただし、産
業革命の際も、同様の構図があったと
推測される。動燃機関の発達などで多
くの一般労働者の仕事が機械に奪われ
た事実もあり、19世紀初頭には、英国中・
北部の織物工業地帯で「ラッダイト運
動」と呼ばれる機械破壊運動も発生し
た。しかし、一般労働者が従事する仕
事がなくなったわけではなく、機械を動
かす人も必要になったし、産業がより細

分化・分業化されて、新しい仕事が生
まれていったのである。
　今後のAIが、経済学で言うところの、
どの生産手段に紐付く存在か、というこ
ともポイントであろう。従前の意味ある

「技術」の多くは、法人つまり「資本」に
所有されてきた。あくまでも、主役は「資
本」であり、「技術」や「労働」は隷属関
係にあった。「労働」を提供する人間は、

「資本」の擬態である法人に属するか、
法人と技術使用契約を結ばない限り、

「技術」を使った経済活動をすることが
困難であった。
　しかし、昨今のAIは、個人、ベンチャー
企業、アカデミズムの世界に、アプリオ
リかつアトランダムに点在・偏在してい
る。これはAIにおける技術革新が、既
存の法人といった組織だった枠組みで
はないプロフェッショナルの創意・熱意
と、他己との偶然的つながりなどから、
主に発生しているためと推測される。そ
して、「資本」側が、それら「技術」をい
かに「取り込ませていただくか」といっ
た主客逆転現象が起こっている。この
視点からも同様に、「資本」と「労働」の
パワーバランスの変化が推測される。

　では、中世欧州で「労働」に対して付
与された「人権」という新しい思想に対

し、今後はどのような思想が生まれてく
るのであろうか？ 現時点では、まだ明確
な新しい思想は、筆者には見えていない。
　しかし、「労働」側をより尊重するよう
な社会的な動きが出始めていることは注
目に値する。例えば、「ブラック企業」と
いう呼び方がある。従前の日本では、残
業を前提とした長時間労働が常態化し
ていたが、ここ10年で企業側は「ブラッ
ク企業」とレッテル貼りされないよう、
様々な労働環境改善策を出している。も
ちろん、まだまだ改善が必要な企業や産
業も少なくないが、方向性としては「労
働」側に寄った格好となっている。2013
年には「ブラック企業」が新語・流行語
大賞を受賞したこともあり、この語彙な
らびに企業の対応は急速に日本中に広
がっている。
　また、生き方として、「よりよく生きる」
という意味の「well-being」という考え
方が、若いビジネスパーソンの間で広ま
り始めている。経済的インセンティブを
過剰に追い求めず、「よりよく生きる」こ
とを認めてくれる法人や組織と活動して
いくことに重きを置く行動パターンであ
る。もともとは、1946年の世界保健機関

（WHO）憲章草案において、「健康」を定
義する記述の中で「良好な状態（well-
being）」として用いられたものであり、
それなりに歴史は古い言葉である。しか
し、ここにきてこの言葉が急激に注目さ
れている背景には、「労働」の「資本」か
らの解放という大きな物語が、その下敷
きにあるのではないかと思われる。
　「労働」側へのパワーシフトの過程で
は、多くのトリックスター的存在が生ま
れる可能性がある。今でこそ人権や啓
蒙思想という考え方は当り前だが、17
世紀でそれらを声高に叫ぶ“知識人”に
は風変りな人間も少なくなかったようで
ある。象徴的な奇人は、『社会契約論』
を著したルソーであろう。彼は、理想的
な教育論『エミール』を出版したかと思
えば、愛人に産ませた５人の子供を全
て孤児院に送るなど、毀誉褒貶の激し
い人物だったと記録されている。現代
においても、一般常識からするとスー
パーリベラルと言われるような、エキセ
ントリックな事を主張する思想家、政治
家、活動家、学者、ジャーナリストなど
が存在するが、彼ら彼女らが数百年後
のルソーになっている可能性は否定で
きない。
　話を戻して、総括してみよう。《図表》

出所：各種資料よりフロンティア・マネジメント作成

中世の脱却

〈人間の営みの転化〉
労働

〈ゲゼルシャフト〉
〈利益共同体〉

資本
（法人）

〈ゲマインシャフト〉
〈地域・血縁共同体〉

〈ペストの流行〉
現代の脱却
〈少子高齢化〉

土地

図表 経済学における３つの生産手段

少子高齢化が進み続けると、
社会や経済は
どう変わっていくのか

今後、「労働」に対して
どのような思想が
生まれるのか

特集
Ⅰ

近未来の社会構造の変容
～法人からの解放と構造的デフレ期待～
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査分析を行ってきた。自らの経営資源を
見直し、その情報収集力と分析力を駆
使し編集することが、経営戦略立案の
成功の秘訣とされてきた。
　ただ昨今、そこに加えて求められる強
いニーズは、どのように実践するかだ。
ビジネスを取り巻く環境は大きく変化
し、デジタル化された情報が溢れ、どの
情報が正しいかの判断を迫られる中、従
来数か月をかけて調査していたことが
数分で可能になった。
　だが今度は、その付加価値の実現に
向け多くの協力者を募りいかに理解をし
てもらい、賛同を得られるかが重要とな
る。それが最終的に実行し結果や成果へ
の強力な裏付けとなる。「超・編集力」を
フル活用した事例として、筆者が常駐し
た地方企業の大型再生案件で経営参画
をしていた際、既に進んでいた事業再生
計画の途中で東日本大震災が起こった。
実務面で多くの変更を余儀なくされた
が、当初の業績計画以上の結果に結び
つけた経験がある。
　実践型ビジネスプロデューサーの役
割として、再編集する難しさと重要さを
痛感した。

　「超・編集力」は、「情報を収集する」
「情報を組み合わせる」「新たな付加価
値を生み出す」「実践する」の４つのス
テップから構成される。これら４つのス
テップそれぞれに右脳と左脳の両方が
関わってくる。《図表1》
　なぜ右脳と左脳の使い方が影響する
のか。それは「超・編集力」の最も鍵と
なる「実践する」というステップに理由
がある。実践するためには、「新たな付
加価値を生み出す」ステップから、もう
一段飛躍し、当事者としての動機づけが
重要となる。一見個々の段階で有効な手
段やスキルを備えた左脳だけの働きが必
要だと考えがちだ。確かに編集する行為
は、技術やテクニカルな面は必要である。
しかし、ここに右脳の働きが入ることで、
知的好奇心が芽生え、発想の自由度が
増し、何より高い志をもって「やってみ
よう」と思わせる積極的な洞察心を生み
出すことができ、実現可能性が増大する。
弊社が携わった案件でも、当事者意識を

持った推進担当者は、加速度的な成長と
完遂するマインドを持って実行する。例
として、企業経営の中で事業戦略を検討
するケースで見てみよう。
　まず、1stステップの「情報の収集」だ
が、事業戦略の土台となる顧客、競合、
自社について、意味のある情報を継続的
に収集して、これらを分析するためには、
市場調査のやり方、定量・定性的な企業
分析の手法、分析結果からその意味合
いを導出するための論理的思考などを幅
広く習得しておくことが求められる。こ
こまでは左脳中心の流れである。そこで、
執行者のマインドセットの中に、興味や
知的好奇心を与えることで、やってみよ
うという気持ちや、ワクワクする楽しみ
など前向きな感性のスパイスが入れば
違ってくるだろう。
　次に、「情報の組み合わせ」のステップ
においても、多様な情報についてフレー
ムワークを活用し、さまざまな有機的な
つながりを見出すことができる。ここで
も右脳を使って、定石、常道に囚われた
発想に終始せず、どんな組み合わせも否
定することなく、積極的にユニークな、
時には奇抜な組み合わせを考えたい。

　私ども、フロンティア･ターンアラウン
ドは、日々、クライアントの皆様と共に、
目標である業績達成を最大のミッション
として活動を行っている。基本、常駐型
の形態で、企業のラインに入り、クライ
アントスタッフと共同作業を行う。設立
以来、多くの業種で数十件の案件に携
わってきたが、その経験から、企業の業
績目標を達成するためには、１つの結論
にたどり着いた。優れた実践型ビジネス
プロデューサーの存在だ。我々が常駐す
る主な役割は、改革の実現を推進する
役割である。一方、我々の関与が終了し
ても完全に自走し、改革の速度を緩め
ない企業を多く見ることになる。それは、
社内に成果を出す実践型ビジネスプロ
デューサーが生まれ活躍しているため
だ。では、実践型ビジネスプロデュー
サーに求められるものは何か。我々の経
験から散見される重要なポイントについ
て解説する。
　通常、編集行為とは、「書物（書籍や雑
誌）・文章・映画、などの仕分け素材を、
取捨選択、構成、配置、関連づけ、調整、
などすること（広辞苑）」とされ、形式的
には何らかの成果物を作成する意味と
して使用される。ビジネス環境における

「編集力」は、情報を組み合わせて１つの
方向性を見出す。戦略立案も多面的な
情報の組み合わせを通じた編集行為で
あり、組織変革や人材育成、新商品開発
も、どんな素材を組み合わせて何を生み
出していくか、どのような制度を組み合
わせて目指すべきものを創出するかとい
う意味で編集という行為そのものだ。
　本稿で取り上げる「超・編集力」とは、
ビジネス環境の中で、単なる情報の組み
合わせによる成果物の作成に留まらず、
何を（What）だけではなく、何をどのよ
うにする（How）という部分に重点を置
き、利害関係者それぞれの能力を引き出
し、これらを有機的に組み合わせ、実践
的に成果や結果を出すために、実現可能
性を高める能力と定義する。作成した成
果物による効果はあったのか、仮にな
かったとするならば今後どのように変
更・改善されるべきなのか、また誰がやっ
ていくかなどは、ビジネスの現場で多く
耳にすることである。
　競争環境の中では、特定の競合が存在
しており、その競合より優位な立場を築
くために市場や競合の情報を収集し、調

出所：フロンティア・マネジメント作成

情報の収集 情報の
組み合わせ

新たな価値の
創造

実践し
成果をだす

具体的
成功例

右脳の
働き

左脳の
働き

●情報収集の手法
●各種分析手法
●意味合いの抽出、論理
的思考

●フレームワーク活用
●論理的な構造化

●設計能力
●価値検証を論理的思考

●正確な事実を使用
●プロセスの確認
●インセンティブの仕組

●知的好奇心、興味本位
●積極的な洞察心

●若手スタッフの登用
と、外部専門家の融
合で、既成概念の枠
を超えたケース
（例：中堅メーカー）

●過去の歴史の探索と
そこでの成功、失敗の
精査
（例：地方大手サービス業）

●ビジネスプロデュー
サーとトップマネジメ
ントとの密なコミュ
ニケーション
（例：大手流通小売業）

●既存のメインストー
リーを覆す事象に対
する瞬発、独創力を
駆使する
（例：中堅メーカー）

●定石・常道からの脱却
●発想の自由度

●高い志
●目指すイメージの明確
化、リーダーシップ

●動機づけ
●達成感、責任感の醸成

「超・編集力」の
４つのステップと、
右脳と左脳の使い方

「超・編集力」とは

「超・編集力」の４つのステップ
図表

1

特集
Ⅱ

特集
Ⅱ

プロフェッショナル経営者に求められる極意「超・編集力」
～情報を編集し新しい付加価値の創造に加え、瞬発力や独創力を駆使し実践することで成果に導く～

プロフェッショナル
経営者に
求められる極意
「超・編集力」
情報を編集し
新しい付加価値の創造に加え、
瞬発力や独創力を駆使し
実践することで成果に導く

リーダーに求められる要素として、
「編集力」がある。
ヒト、モノ、カネ、情報などの素材を
その目的に合った形に組み合わせ、
リッチなアウトプットを目指す。
しかし、形式は整うが期待する成果が出てこない、
なぜなのか。実践型ビジネスプロデューサーは、
単に素材を組み合わせることに留まらない、
より実現可能性を高める「超・編集力」を
駆使することで成果を出す。

06 FRONTIER±EYES  NOV. 2016 NOV. 2016  FRONTIER±EYES 07

出力ファイル名：FrontierEYES_v15_p06-p07_160927_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

貼込アプリ： Adobe Photoshop 14.2.1J（CC）
作成OS ： OS X ver.10.11.6

2016-09 vol.03-160927

機関誌『Frontier EYES』vol.15（2016.NOV.）
P06_P07



　「超・編集力」を駆使するビジネスプロ
デューサーは、成果にこだわり結果を出
すと述べてきた。筆者が考える「超・編
集力」を養成する虎の穴は、改革の必要
がある企業、子会社あるいは事業部門な
どをターンアラウンドすることが必要な
環境（現状の困難を打開するために改革
が急務である状態）との理解だ。当該企
業そのものでなくても、変革が必要な局
面に、あえて意中の人材を投入し、結果
を出すことを体現させる。
　よって、実践型ビジネスプロデュー
サーを創る機会とはどこが最適かの問い
に対し、全体を俯瞰し、課題解決のため
利害関係者の能力を有機的に組み合わ
せることが必要な機会、ターンアラウン
ドの場面だと答えよう。
　ターンアラウンドを行うにあたって
は、全体最適の視野で個別課題を見極
め、あらゆる利害関係者の英知を結集
し、決められた時限でそれらを解決し結
果を出すことが求められる。まさに実践
型ビジネスプロデューサーが必要とさ
れる場面だ。ここで、実践型ビジネスプ
ロデューサーが、テクニックとして、虎
の穴で身につけることが必須となる３つ
のコントロールレバーについて紹介した
い。《図表2》
　１つ目は「議論を主導できる客観的事
実の提示」である。正しい事実関係を腹
落ちさせ、反論しがたい論拠を示し、納
得してもらう。政治力などで議論の外で
物事が決着しないようにするためだ。
　情報を分析し組み合わせ、新たな付加
価値を創造することは、執行者の腹落ち
感を醸成する。説得力のある論拠として
は、決算数値、顧客調査内容、専門家の
コメントなどが典型的であるが、実際に
は、定量定性の情報を組み合わせて、客
観的な情報で組み上げた成果物を用意
する必要がある。執行者が、実行可能性
について反論できないように客観的な
データを提示することがカギとなる。
　２つ目は「利害関係者全員が共にうな
ずける大義の共有」である。互いに共有
できる大きな達成目標を共有し、相手と
の摺合せの中で、うなずきあえる共通点
をつくることで同じ船に乗る気構えをさ
せることが目的である。企業全体で掲げ
ているビジョンや方向性などは大義とな

りやすいが、その時々の経済環境により
設定することも工夫したい。
　例えば、「市場が成熟してきており、今
の経営環境の中で、ステークホルダーに
約束した営業利益率10％を確保するた
めには、稼ぎ頭のA事業ではなくB事業
に経営資源を集中させる」「つまり今後
自社の成長にはB事業の成長が不可欠
であるため、A事業で稼ぎB事業に先行
投資をしていく」という方針を実践型ビ
ジネスプロデューサーが導き出したとし
よう。A事業担当者とB事業担当者の両
者に理解をさせるため、「なぜか」を説
得させる必要がある。まずは当然に「議
論を主導できる客観的なデータの提示」
を基に、営業利益10％の大義を共有す
ることになる。ここは、粘り強く、将来の
企業の存続を見据えると、先行して現
在実施するべき打ち手の必要性を説い
ていくほかない。
　３つ目は「逃げ場の用意」である。ニュ
アンスとしては、交渉相手を追い詰めす
ぎないことだ。交渉相手と物事を詰める
狙いは、企業が目標としている山の頂に
到達することであって、衝突相手を葬る
ことではない。
　例えば、「ポストや処遇の不安」があ
るのであれば、新しいポストの手当て
や処遇の保障を与えること、また、これ
までの自身の不作為を問われるリスクを
懸念しているのであれば、大事なのはこ
れからであって「過去ではなく将来であ
ること」を経営側に配慮してもらうこと
などである。逃げ場を用意するしたたか
さを具備しておきたい。

　これまで触れてきたように、昨今の技
術の進歩に合わせて専門性の多様化・分
業化も進み、とても一人の人間のみで対
応できる役割はそこまで多くはない。例
えば、製造業は綿密な工程を決め、各工
程の生産性を高め、現場管理人材を育成
し、決められたものを期日までに完成さ
せるシステムを構築して人手不足を補う
努力をしている。これから今以上に労働
力が不足することが予想され、限られた
戦力で戦い抜くことが必要である。
　加えて、今後は新たな付加価値を生み
出すために、より積極的に、従来の境界
線を広げて、外部機能、外部人材を内輪

として取り込み、その力を最大限活用す
るマネジメントも見直されよう。他社と
どう組むか、社外の専門家をどう活用す
るかだ。
　最後に、一つ厄介なことがある。経営
戦略の寿命の短命化だ。企業は３年後や
５年後を見据えて中期経営計画を立案す
るが、その経営戦略の寿命は３年未満と
もたない時代である。実践型ビジネスプ
ロデューサーは、成果・結果を出すという
アウトプットのため、実現可能性を追い
求め継続して編集し続ける。
　Google創業者の１人、セルゲイ･ブリン
はGoogleについて、「The number one 
success factor for Google was luck.

（その時々の状況を上手く捉え、遠い未
来を見通した戦略よりも、むしろ一瞬の
見極めやひらめきと運動神経により切り
開いてきた）」と言っている。すなわち、
特定のライバルを倒すことを目指すだけ
ではなく、目の前に転がる機会（情報）
を独自に収集し、自在に組み合わせ、新
たな付加価値を生み出すことで変化し続
けてきた。「超・編集力」（実践型ビジネ
スプロデュース力）をさらに進化させる
ためには、運動神経も兼ね備えておくこ
とが必要になるのかもしれない。
　こうした状況下、戦略そのものの優劣
よりも、戦略を変更し続ける能力こそが
勝負を決めるはずだ。今後、世の中にあ
るスキル、プラクティス、人材などの情
報を収集し、有機的に組み合わせ、新た
な付加価値を想像しながらその最適化を
目指して常時編集し続けることこそが必
要となってくる。どんな立派な戦略であっ
ても、作り上げたその瞬間から陳腐化の
脅威にさらされてしまうためだ。❖

　ここは、できるだけ若手を抜擢すると
よい。既成概念がなく、将来の中心メン
バーとなることが期待できるメンバーを
アサインすることが重要だ。
　さらに、「新たな価値の創造」では、情
報の組み合わせから生まれた重要な意味
合いは、どのような新たな化学反応を生
み出し洞察をもたらすか、それはどのよ
うな意図があるか、左脳を働かせ思考す
る。ここでも右脳を使った感性が重要に
なる。ここでの右脳の働きは、素早い行
動を生み出す感情やメンタルな姿勢で
あって、高い志を持ちゴールに対する執
着心であったりする。実務では決めきれ
ず頓挫する場面にも多く遭遇するが、最
終的にはリーダーシップが問われる場面
である。
　最後に、実践する段階では、執行者の
動機を誘発する右脳の働きが主役とな
る。やってみよう、そして成果や結果を
出すのだ、という動機づけをすることが、
単なる編集力ではなく、「超・編集力（実
践型ビジネスプロデュース力）」が求めら
れる所以である。ただ、ここでは左脳の
働きが補完することになる。今までのス
テップで想像してきた付加価値のある施
策などを執行者に説得させる行為が重要
であり、そこで、やってみようという行動
をしっかり裏打ちするために、説得でき
るデータの提示など事実をベースとした

論理が不可欠となる。現場では、抵抗す
る障害を攻略するためには、客観的な事
実が何より武器になる。

　「超・編集力」を持つ実践型ビジネス
プロデューサーが求められるのは、経営
ポジションといって間違いない。その役
割の１つに、人的リソースの質および量
の見極めとその最適配置がある。昨今、
専門機能を内部に保有したいがために、
積極的に外部専門人材のヘッドハンティ
ング、チームごと取り込む買収などをす
る動きが見られる。
　これらはたして期待通り機能している
のだろうか。内製化と外部化の議論は、
他で多く触れられているため踏み込まな
いが、いずれにせよ企業の中に実践型ビ
ジネスプロデューサーが不在で、生産性
の見極めや人的リソース配分も検討でき
ていない中、強引に内製化だ、外部化だ
という判断をすることに警鐘を鳴らした
い。理想としては、経営ポジションとし
て実践型ビジネスプロデューサーが、従
来ある内と外の境界線をなくし、外部に
ある専門人材を内輪として組み込み、そ
の潜在能力を最大限活用したい。
　一方で、社内の人材であれば従来型

の指揮命令系統やインセンティブ制度に
よりガバナンスをきかせることは可能だ
が、自発的に動く気まぐれな外部リソース
やポリシーを持った専門人材などは、内
輪として適応させる制度や仕組みなどの
インフラ機能を準備しておく必要がある。
　昨今の経営環境の変化が激しい時代
では、持たざる経営とよく言われるが、
オペレーション階層の業務をなるべく外
部委託し、変化対応力、すなわち運動神
経で勝負するという意味でコントロール
階層の業務のあり方が注目される。
　例えば、ITプロジェクトマネジャーと
ITビジネスプロデューサーの違いについ
て考えてみる。一般にITプロジェクトマ
ネジャーの行動原理は、システムの構築
そのものが最終目標となっている。その
過程においては当初の計画に記載された
予算やスケジュールをいかに守り、品質
を担保しながら効率的にプロジェクトを
進め完遂させることにある。
　他方、ITビジネスプロデューサーの行
動原理は、成果物の品質についてはプロ
ジェクトマネジャーに任せ、成果物がビ
ジネスのパフォーマンスをより高めるた
めに役立つことが最終目標となる。
　つまり、ITビジネスプロデューサーの
ミッションは、ITプロジェクトマネジャー
が作成した成果物を、いかに実利を伴う
ような成果や結果に結びつけるかである。

大阪府立大学大学院経済学研究科修了。会計事
務所を経て2003年プライベートエクイティファ
ンドが投資する企業の経営に参画。2007年に
フロンティア･マネジメント㈱に入社。2010年マ
ネージング･ディレクターに就任。2012年フロン
ティア･ターンアラウンド設立と共に代表取締役
専務に就任。2016年より現職。

Akinori NISHIDA
西田 明徳

フロンティア･ターンアラウンド株式会社
代表取締役社長

出所：フロンティア・マネジメント作成

議論を主導できる
客観的事実の提示

利害関係者全員が
共にうなずける
大義の共有

逃げ場の用意

やること ゴール

あくまで事実を基に、反論しがたい
根拠を示し、頭で納得してもらう

トップの偏見や政治力など、議論の
外で決着がつかないようにする

なぜ全員の意思統一が必要か、やら
なければならないか、その大義名分
を提示し共有する

最終的に、全員が腹落ちでき、その
達成のためすぐに動きだす

相手を追い詰めすぎないようにし、
助かる道を残す

相手が今後も立場を維持し、協力が
得られるような土壌を作る

×
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３つのコントロールレバー

「超・編集力」の担い手（実践型
ビジネスプロデューサー）が操る
3つのコントロールレバー

「超・編集力」により経営戦略
を変更し続けることで勝負が
決まる

「超・編集力」を持つ実践型
ビジネスプロデューサー

図表

2

特集
Ⅱ

プロフェッショナル経営者に求められる極意「超・編集力」
～情報を編集し新しい付加価値の創造に加え、瞬発力や独創力を駆使し実践することで成果に導く～
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　アニメ業界の一般的な投資回収手段
は、これまではビデオパッケージ販売で
あったが、昨今のオンライン配信の隆盛
により、新たな制作資金の出し手が見ら
れるようになってきている。
　国内では、“スマートフォンによる動画
視聴”というライフスタイルが確立された
ことを背景に、無料／有料を問わず、動
画配信ビジネスが拡大しており、その中
でアニメは、視聴を確実に促しうるコンテ
ンツとして、存在感を示している。
　会員数200万人以上、作品数1,700作品
以上と、定額制アニメ配信サービスとして
国内最大規模となっている、NTTドコモ

とカドカワの合弁事業「dアニメストア」は、
一般的なアニメプロジェクトの遂行主体
である“製作委員会”への出資を開始して
いる。また、サイバーエージェントとテレ
ビ朝日の協業で2016年４月に開始され好
調なスタートが報じられている「Abema 
TV」など、インターネット企業が動画配
信サービスを手掛けるケースも増加して
おり、そのようなサービスの一翼を担うア
ニメコンテンツの拡充のために、動画配信
事業者が制作資金を投じる動きも想定さ
れよう。

　また、アニメ制作資金の供給元として、最

近顕著な動きが見られるのは海外動画配信
事業者である。中国本土を除く国内外での
独占ネット配信権と引き換えに、Netflixや
Amazonといった海外動画配信事業者が、
国内有力IP（Intellectual Property）※1の
アニメ化作品や、グローバルで知名度の
高いアニメ監督やアニメスタジオの新作
品に、数百万ドル～数千万ドルの制作資
金を提供する例が出てきている。アニメ
作品のプロデュースを手掛ける遊技機流
通大手のフィールズは、2016年８月上旬に
行われた2017年３月期第一四半期の決算
説明会において、このような海外動画配
信事業者の制作資金拠出により、プロジェ
クト始動段階でアニメ制作資金の回収率
が150%となるケースが出てきているとコ
メントしたり、Netflixの資金提供によりポ
リゴン･ピクチュアズ社が「シドニアの騎
士」という作品のリクープが見えるように
なったとコメントしたりするなど、ビデオ
パッケージでの回収を前提とした従来の
アニメのビジネスモデルが、海外動画配
信事業者の制作資金拠出により大きな変
革期を迎えつつある。

　もちろん、海外動画配信大手は、やみく
もに制作資金を投じるわけではなく、有力
IPや有力アニメ制作スタジオの選別を行
うため、このような新たな資金フローの恩
恵を受けられる会社／プロジェクトとそう
でない会社／プロジェクトの二極化が進
展するだろう。また、海外配信事業者は、
海外で知名度の高いIPを選好する可能性
が高いと考えられ、今後VR（仮想現実）で

の活用も見据えた著名漫画IPのフルCG
化や著名ゲームタイトルのフルCG映像化
が進展する可能性があろう。
　各国で人気沸騰中のスマホゲーム「ポ
ケモンGO」に見られるように自社キャラ
クターのライセンスアウトに積極姿勢を見
せている任天堂も、ハリウッドと組んで自
社キャラクターの映像化に乗り出すとの
報道もあり、著名ゲームのフルCG映像化
進展の契機となる可能性があろう。

　加えて、映画興行収入が急成長を見せ
（2015年の映画興行収入は前年比49%増
の約7,500億円※2、世界２位）《図表1》、中
期的に米国を抜いて世界首位に立つ可能
性が高い中国のコンテンツ関連企業も、日
本IPへの投資熱を見せてきている。中国
でのIPの一般的なリクープ手法は、映像
化とゲーム化が主軸とされており、中国
ゲーム市場（2015年のモバイルゲーム市
場は前年比58%増の約7,100億円※3、世
界１位）《図表2》では、内外のIPを活用し
たスマホ向けゲームが増加している(直近
の新作タイトルの６割がIPを活用している
と見られる）、先述の映画興行や動画オン
ライン配信の隆盛と相まって、今後も内外
のIP活用熱は高まりこそすれ、低調とな
ることは考えがたい。
　ただし、中国においては、外国製映画の
上映本数が年間34本に限定されていた
り、2015年３月には暴力的な表現などを
理由に一部の日本アニメのネット配信が
規制されたりするなど、日本アニメを自由
に中国に持ち込める状況ではない。しか
し、中国スマホゲーム市場にあって、日本
国内で誰もが知るIPというわけではなく、
若年層やアニメファンには知名度の高い
タイトル「ソードアートオンライン（中国名

「刀剣神域」）」が、中国でのオンラインア
ニメ配信による日本と類似した層での人気
を背景に、直近のiPhone課金ランキング
で上位に位置する例が出てきている。今後
もオンラインアニメ配信により人気となっ

た日本IPベースのゲームタイトル（「Fate」、
「魔法少女まどかマギカ」など）の配信が
予定されている。このようなタイトル群が
中国ゲーム市場で存在感を示せれば、ア
ニメファンをターゲットに、日本アニメ配
信やそのIPを用いた中国独自版の制作・
配信など、スマホゲームを連動させたメ
ディアミックス展開が有効と認識され、中
国企業の日本アニメへの制作資金の一部
拠出を介した日本IP獲得意欲が高まるだ
ろう。

　ここまで見てきたようなアニメ業界の新
潮流を背景に、資金力豊富な国内大手コ
ンテンツ関連企業が、戦略的にアニメを活
用して海外展開力の強化を企て、有力ア
ニメ制作会社を傘下に収める動きが想定
されよう。また、これまで高いアニメ制作
能力を持ちながらも、資金力不足により制
作資金投資に限界があり（すなわち、プロ
ジェクトからのロイヤルティ配分が少ない
ため）、収益力が乏しかった有力アニメ制

作会社も、海外からの制作資金投資を背
景に、大規模プロジェクトを組成しうる環
境となりつつあるため、リスクテイク能力
の向上やポートフォリオの拡充を企図し
て、有力アニメ制作会社同士の合従連衡
も考えられよう。
　このような業界再編につながるような
動きが加速するか否かは、❶Netflixや
Amazon出資作品が海外で人気化する
か、❷中国でアニメファン向けゲームが存
在感を示しうるか、が鍵を握ると考えら
れ、その動向を注視したい。❖

東京大学卒業。日本証券アナリスト協
会検定会員。エンターテインメント業
界を中心に日本株調査を15年以上経
験。エンターテインメント関連企業の
戦略立案やIRなどの経験も有する。
2016年にフロンティア･マネジメント
㈱に入社。

Soichiro FUKUDA
福田 聡一郎

産業調査部
シニア･アナリスト

出所：中国国家新聞出版広電総局
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※1： IPとは知的財産権を意味し、エンターテインメント
業界では、源流を一にする関連コンテンツ群の全体
を表象する概念として用いられる。有力IPの例とし
て「ガンダム」「ウルトラマン」などがある。

※2： 1元=17円にて算出
※3： 1ドル=100円にて算出

スマホ中心のライフスタイルや新しい制作資金の供給元の出現により、
アニメ業界のビジネスモデルが変化を迎えつつある。
その動向を概観し、業界に与える影響を考察する。

国内ではスマホ動画配信で
アニメが存在感、新たな制
作資金の出し手も出現

中国企業は日本IPへも
熱視線、アニメファン向け
作品の注目度高まる

海外動画配信事業者が
アニメ制作資金拠出を
積極化

海外知名度のあるタイトルや
制作会社が有利に

海外での成功例が見られれば、
業界再編の動きも

中国映画興行収入推移
図表

1

中国モバイルゲーム市場推移
図表

2
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　近年、産業界においてIoT、人工知能（以
下、AI）等の先進技術導入が急速に進んで
いる。その背景には、高度なアルゴリズム、
通信、データ蓄積・加工技術等、関連技術
の飛躍的な進化があるが、いち早く着手し
た企業の成功事例や各サービスベンダーに
よる顧客獲得競争の激化等が相まって、本
格的な拡大期を迎えている。
　現時点では「（故障予測等の）予測精度
向上」「（小売店舗や警備業等における）画
像認識」「（コールセンター等における）音
声認識」といった導入目的が多いが、いず
れも導入効果が分かりやすく、今後も拡大
していくことが予想される。
　筆者が過去にご支援したお客様におい
ても、IoT基盤上で故障予測・事前保全型
の設備アフターサービス事業を本格的に
展開し、当初の狙い通り、顧客価値向上
や現場の業務改善を着実に実現されてい
る。
　先進技術活用は、「適切に推進すれば確
実に成果が上がる」ステージまで来ている
といえよう。

　それでは製造業における製造プロセス高
度化・競争力強化に関しては、どのような
方針で先進技術導入を進めていけばよいだ
ろうか。この点に関しては「顧客価値の提
供」の観点から、大きく２つの戦略領域が
あると考える。具体的には、「❶顧客ニーズ
把握・商品開発のキーとなるマーケティン
グ・商品企画」「❷製造業の根幹を支える
品質管理」の２領域である。《図表》

　まずイメージしやすいのは、マーケティン
グや商品企画における先進技術適用であろ
う。当該分野では、これまでも市場からの
フィードバックデータとして「顧客の声」を
収集・分析する取り組みが多くの企業で行
われている。これらの情報は、商品・サービ
ス改善要望といったポジティブな内容もあ
れば、故障・不具合事象や商品・サービス
に対する不満といったネガティブなもの（時
にはクレーム）もあるが、いずれの場合も顧
客からの直接的なフィードバックとして、商
品・サービス改善に大きく役立ってきた。
　そして今後、先進技術による取得・活用
が本格化していくと考えられるのが、製品
に内蔵されたセンサー等によって収集され
る使用・稼働状況データ、いわば「機械・
モノの声」である。製品使用期間における
アフターサービスへの寄与はもちろん、製
造者、使用者共に認識していない潜在的な
ニーズを示唆する情報として商品力向上や
関連サービス創出に資する可能性がある。
　これら市場情報の活用は、富士ゼロック
スをはじめ、一部企業が継続して取り組ん
できたが、今後は製造業全体における競争
領域として、いやがおうでも独自性・差別
化を要求されるであろう。

　マーケティング・商品企画分野と同等、
あるいはそれ以上に重要な領域と考えられ
るのが「品質管理」であり、その理由とし
て下記３つを挙げたい。

❶製品全般の短ライフサイクル化、納

入先企業からの厳しいリードタイム
要求、また品質問題がおよぼす影響
の大きさを考えた場合、短期間で品
質を確保する必要性が今後ますます
強まる

❷これまでも統計的品質管理等の活用
により、定量的な観点から製品品質
保証を行ってきた品質管理部門は、
いわゆるビッグデータ解析やAI適用
に関して適性を有している

❸新たな素材適用可能性を検証する等、
品質管理領域は「製造品質保証」に
留まらないポテンシャルを秘めている

　特に「部品・素材」「中間製品」「生産設
備」等を提供するBtoB企業は、サプライ
チェーンの根幹を担っており、トレーサビ
リティ機能とセットで品質管理を盤石にす
ることは、生き残りのための最優先テーマ
であろう。実際、ブリヂストン等の大手メー
カーにおいて、AIを活用した品質強化の取
り組みが拡大している。
　新材料適用の面からも、品質管理の重要
性は明白だ。車両軽量化・機能強化を目的と
して、鉄以外の素材（アルミ、樹脂、最近で
は炭素繊維等）の適用を積極的に推し進め
る自動車業界や、シリコン（Si）から炭化珪
素（SiC）ないし窒化ガリウム（GaN）へ材料
をシフトさせつつある半導体業界等の動き
を見れば、品質管理機能には常にチャレン
ジとスピード感を要求されることがわかる。

　先進技術導入を本格的に進めていくにあ
たり、各社固有の検討が必要となる重要課
題が、下記の３つであろう。

❶費用対効果をどの程度見込めるか
費用対効果の算出が必要なのは、
AI等の先進技術も例外ではない。
しかし「IoTによって販売後の商品
の状態が手に取るようにわかる」
「データが増えれば増えるほどAIに
よる解析精度が高まり判断やサー
ビスの質が高まる」といった効果を、
定量的に算出することは非常に難
しい。なぜならこれらは、機械化・
効率化による単発の効果ではなく、
中長期的な取り組みによってより
洗練され、次から次へと連鎖的な
価値を生み出し得るものだからだ。
既にIoT基盤は安価で構築・使用す
ることが可能であり、今後はAI技術
も「従量課金型サービス」として利
用しやすくなるだろう。よって立ち
上げ期においてはラフな効果算出や
投資判断に留め、「実行ありき」で早
期に導入目的を明確化し、ロード
マップやアクションプランの策定に
注力することがより重要と考える。

❷データはどこまで使えるのか
「データ」の使用可能範囲について
は要注意だ。ある工作機械ベンダー
の例を挙げよう。納入先の設備稼働
データを活用した故障予知サービス
提供の実証実験を進めていたとこ
ろ、製造関連データも合わせて入手

することに対して、工作機械ユー
ザーから「待った」がかかったケー
スがある。
最終的には「データ解析に必要な
データのみ」使用できればよいが、
その見極めには当然試行錯誤が必
要であり、新たな知見を獲得するた
めにも、まずは幅広くデータを集め
ることが必要となる。
後になって、データを取得できない
ために当初想定通りの効果が得られ
ないという事態にならないよう、検
討初期から「データ取得や開示に関
する制約」を踏まえて検討を進める、
場合によってはデータ提供者と協議
を行うことが必要不可欠である。

❸人（社員）は今後どう動くべきか
「先進技術導入により、社員が「自
ら考える」ことをやめてしまうので
はないか」という懸念がよく聞かれ
る。これは「ブラックボックスとなっ
ている高度なアルゴリズム、処理ロ
ジックに任せておけば良好な結果
が得られる」という事態への不安や
危機感の表れであろう。
しかし、どれだけ高度な技術を導入
しても、「顧客・市場、あるいは社内
の関連部門が必要とするアウトプッ
トを提供できているか」をチェック・
判断するのは「人」であり、アルゴ

リズムが事業の成功を保証してくれ
るわけでは無い。従来型の技術と同
様、使いこなすことが重要だ。
また最近では「現場ユーザーから解
析結果に対する納得感を得られな
い状況」を回避すべく、AIベンダー
がブラックボックス部分の解消に
取り組んでおり、上記の懸念は相当
程度軽減されると思われる。

　IoT、AI以外にも、3DプリンターやVR（仮
想現実）／ AR（拡張現実）といった革新
的な技術が続々と実用化されているが、こ
れらは導入後、早期に効果が期待できる、
いわば「ツール」である。
　それに対して本稿で取り上げた戦略領域
における先進技術活用は、いわばビジネス
基盤の強化や再構築に相当し、中長期的に
取り組むべき経営課題である。
　中長期的なPDCAサイクルが必要である
からこそ、目的・目標を早期に定め、「まず
は実行し小さな成果を得る」というフット
ワークの軽さが、今後の企業競争力を大き
く左右すると考える。❖

早稲田大学政治経済学部卒業。日本アイ･ビー･エ
ム㈱にて、業務改革・ITコンサルティングに従事
し、IoTプロジェクト等をリード。2015年にフロ
ンティア･マネジメント㈱に入社。中期経営計画策
定、事業DD、CRM構想策定等の支援に従事。

Koichiro OHGI
扇 孝一郎
コンサルティング第3部

ディレクター

出所：各種情報を基にフロンティア・マネジメント作成
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「IoT」「AI」等の先進技術活用は、中長期視点で取り組むべき経営課題である。特
に製造業においては、マーケティング・商品企画および品質管理分野を重点戦略領域
として、先進技術活用のPDCAサイクルを構築・実行できるか否かが、企業競争力
を大きく左右するだろう。

先進技術の急速な普及

終わりに

製造業において先進技術導入
を検討すべき2つの戦略領域

先進技術活用を
進める上での課題

製造業における先進技術適用イメージ図表

商品販売後も延々と続く
差別化競争

品質管理強化による
市場対応力向上

産業財トピック

先進技術活用による
市場対応力の強化
製造業の更なる進化に向けた取り組み
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　国内流通チャネルは、少子高齢化やラ
イフスタイルの変化、ネットを含むチャネ
ル多様化等により、市場規模全体は縮む
中で競合は増えてくるという、かつてない
激しい競争環境にさらされている。そし
て、この状況は今後さらに加速すること
が予想され、一定の需給バランスが落ち
着くまで、各社が生き残りをかけた激しい
シェア争奪戦が繰り広げられるものと考
える。
　例えば2016年８月８日付の日経MJ1面
において、「危機のアパレル」というタイ
トルで衣料品業界では、かつて業界のリー
ダー格であった大手アパレル各社から「し
まむら」、「ユニクロ」に代表されるような
カジュアル専門店にシェアが移り、さらに
は10年前までは衣料品は売れないと言わ
れていたネット通販にも大きくシェアが奪
われていることが取り上げられている。当
然アパレル各社もこの状況から巻き返し
を考えていると思われるが、単純にカジュ
アル化に走るとかネット販売を強化する
のではなく、顧客に“チャネルとして選ば
れる意味”を再構築しなければ、それは容
易ではないと考える。

　“チャネルとして選ばれる意味”とは何
かを考えるために、「セブンイレブン」と

「ジョイフル本田」を比較してみたい。「セ
ブンイレブン」はご存知の通り、国内最大
の流通チャネルだが、その１店舗当りアイ
テム数は3,000弱にすぎない。それは顧客
からすると商品選択の自由度を狭めるこ
とになるが、たゆまぬ商品の入替によって

売り場の鮮度を保ちながら売れ筋に絞り
込むことで、賃料の高い都心部や商圏の
薄い郊外を問わず、小商圏に多数の店舗
を展開可能とし、まさに顧客には生活イン
フラとなる「近くて便利」という価値を提
供しつつ、高い収益性を維持している。
　一方、その対極にある「ジョイフル本田」
は関東の郊外一円に大規模なホームセン
ター（HC）を展開する企業だが、その１
店舗あたりの展開アイテム数は20万超と

「セブンイレブン」の約70倍にもおよぶ。
顧客に対しては「ジョイフル本田にいけば
欲しいものがある」という価値を提供する
ために、その展開アイテムの中には年間購
買頻度が1回という低回転のアイテムが含
まれても、その非効率をあえて受け入れ、
上記の価値提供による集客力によってそ
の店舗の収益性を維持している。
　非効率をうまく活用している別の事例
として、香川にあるスーパー「新鮮市場き
むら」がユニークである。スーパーの中で
も収益確保が難しく効率化に走りがちな
鮮魚売場をあえて拡大強化し、その差別
化された魅力度によって集客力を高め、
近隣スーパーのシェアを奪って15年以上
の長期間増収を誇っている。
　このように流通チャネルは、何らかの顧
客に対する価値提供の割り切りや商品や
オペレーション上の非効率を受け入れる
代わりに、そのハンディを上回る提供価値
や効率を生み出すことによって、“チャネ
ルとして選ばれる意味”をなしている。

　さらに冒頭でも触れた通り、この“チャ
ネルとして選ばれる意味”は実店舗同士の
棲み分けだけでなく、ITや物流機能の高
度化により、ECチャネルとの棲み分けに

おいても重要なテーマである。
　少なくとも現時点において実店舗の優位
性が発揮できる代表的な機能として、「現
物を確認して購入できる」、「その場で持っ
て帰れる」、「商品説明を聞くことができ
る」、「受け取る手間がいらない」等《図表》
であるが、「現物を確認して購入できる」
は返品可能サービス、「その場で持って帰
れる」は即日配達サービス、「受け取る手
間がいらない」はコンビニ受け取りサービ
スといった新たなサービスの付加によっ
て、その優位性はどんどん急速に縮まっ
ている。もちろん取り扱う商品特性の違い
によって各サービスの有効性は変わるも
のの、その優位性がなくなってきているこ
とは事実であり、今後さらなる技術革新
によって生まれる新たなサービスが実店
舗を脅かす可能性は高い。新たな動きと
してオムニチャネルのように実店舗とEC
を棲み分けるのではなく、むしろ融合して
いく考え方も存在するのだが、今後実店
舗が“チャネルとして選ばれる意味”が問
われ続けることは不変である。

　さてここから本題に入るが、様々な業
種、業態の流通各社にお話を伺う機会を
いただく中で、自社の“チャネルとして選
ばれる意味”を問うと、各社各様の意見が
ある。例えば、ある商品群において「何故
そこまで品揃えする必要があるのか?」と
か店舗作りにおいて「何故そこまで面積
を広くするのか?」とか「何故そこまで人
員を投入してサービスする必要があるの
か?」等の問いに対し、それが当社の特徴

（つまり他社との差別化）であるとか、顧
客の支持であるとよく聞く。では、その投
入するコスト（非効率を認容する部分）に

対し、どれだけの効果をもたらしているか
との問いや、その特徴がお客様にどのく
らい伝わっているのかという問いに対して
は、その内容が曖昧な場合が非常に多い。
特に多く見られるのは、過去の成長期に
おける価値観を引きずる場合や自分達は
こうありたいと思う価値が顧客に十分に
伝わっていないことを自覚しているがゆえ
に、「なんとなく…」という自信を持ちきれ
ない表現が存在する事である。上述の通
り、これからの流通業界を取り巻く環境は
大きく変わろうとしている。そのような状
況下において、その変化を十分に捉えき
れず“チャネルとして選ばれる意味”を見
失うことは競争戦略上、将来的に大きなリ
スクを背負うことになりかねない。

　顧客がチャネルを選ぶ基準は、「安さ」
のようなひとつの特徴だけでなく、「近さ」、

「選びやすさ」、「おいしさ」、「快適さ」等
の複数要素で構成され、上述した「セブ
ンイレブン」や「ジョイフル本田」の様な
圧倒的な特徴がある場合を除けば、その
微妙なバランスが重要になってくる。さら
にその顧客の判断基準は個人差があるが
ゆえに、マスで把握しづらく感性的で定
量化がこれまで難しいとされてきた。一方
で、比較的参入障壁が低い流通業界にお
いてはその特徴は模倣されやすく、競争
が激化する状況で継続的に競争優位性を
維持させる為には、顧客が認知できない
ような中途半端な差別化は排除し、顧客
が認知可能な差別化に傾注するメリハリ
をつけて行くことが重要と考える。その為
にはあえて難しいとされるその定量化に
チャレンジして、曖昧で効果の見えない「非
効率」は徹底して「効率」を追求し、それ
で得た原資によって他社ではできない顧
客にとって意味のある新たな「非効率」に
振り向けることによって競争優位性をさら
に生み出していくようなビジネスサイクル
を定期的に回すことで実現可能となるの
ではないか。差別化となりうる「非効率」
は、それ以外の徹底した「効率」がなけれ

ば持続可能性のある差別化につながらな
いのである。

　最後に整理すると、現時点において
“チャネルとして選ばれる意味”が存在し
ているか否かが大切ではなく、現在から
将来にわたってどのような「非効率」をあ
えて認容し差別化を図っていくかを明確
にするという事と、特定顧客からしか支
持がなく、認知の乏しい中途半端な差別
化と思い込んでいる「非効率」は思い切っ
て排除する勇気を持つことが重要という
ことである。幸い流通業界は、顧客を失っ
て売上前年が半分になるようなことも少
なく、かつ投資も部分的にトライアルする
ことで投資リスクを抑えることが可能なリ
スクコントロールのしやすい業界である。
反面自らのビジネスモデルと顧客ニーズ
の変化とのズレがあることに気づきにく
い。だからこそ、定期的に立ち止まって振

り返ると共に、リスクを抑えたトライ＆エ
ラーを繰り返すことで顧客の変化を敏感
に察知できるような仕組みを持つ企業こ
そが顧客に“チャネルとして選ばれ”、こ
の厳しい競争環境を勝ち残る企業である
と考えるのである。❖

香川大学経済学部卒業。1991年に㈱
ダイエーに入社。店舗販売業務を3年
間経験後、一貫して経営企画業務に従
事し、2005年に関連事業本部長に就
任。その後、経営企画本部長、財務本
部長などを歴任。2008年に㈱エーエ
ム･ピーエム･ジャパンに入社し、経営戦
略本部長に就任。営業本部長代理を
経て、2009年にフロンティア･マネジ
メント㈱に入社。

Shinji HIKOE
彦工 伸治

執行役員
コンサルティング第１部長

出所：独自の消費者調査の結果を基にフロンティア・マネジメント作成
（全国の10～70代の男女2,400人を対象に調査を実施｜複数回答可）

お店で買うという行為そのものが楽しく、
気晴らしになったりするから5 6%

自宅や会社の近くのお店で買う方が手っ取り早いから4 10%

自宅に持ち帰ってすぐに使うことができるから3 11%

専門知識のある人の説明やアドバイスを聞いて、
納得したうえで買いたいから2 14%

商品を直接手に取れて、比較検討がしやすいから1 29%

No. 回答率お店で買う理由

家電・パソコン

ネットで買うより安いから（＝送料等を入れるとネットは割に合わない）5 8%

意外な掘り出しものやお買い得品を見つけることもあるから4 8%

自宅や会社の近くのお店で買う方が手っ取り早いから3 17%

自宅に持ち帰ってすぐに使うことができるから2 19%

商品を直接手に取れて、比較検討がしやすいから1 25%

No. 回答率お店で買う理由

食品店舗飽和時代に突入した流通業界において、顧客に選ばれるためには差別化は欠かせない。
一方、自らが差別化と思っていることが、本当に顧客が差別化と感じているのか？
中途半端な差別化によって、逆に非効率を生んでいないか？その是非を問う。

流通チャネルは、
選ばれる時代へ

実店舗だけでなく、
ネットとの棲み分けも

「昔から」や「なんとなく」の
差別化になっていないか？

「非効率」を支えるのは、
他の部分の妥協のない「効率」

「セブンイレブン」と
「ジョイフル本田」

お店で買い物をする理由 ～食品と家電のケース～図表

終わりに

コンサルタントの眼

流通業界の差別化となりうる「効率」、
「非効率」をマネジメントせよ 流

通
業
界
の
差
別
化
と
な
り
う
る「
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率
」、「
非
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率
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　近年、日本においても、M&Aは企業価値
向上のための重要な経営手法であると広く認
知されてきており、当該手法を理解し、活用
することが企業経営者にとって必要不可欠と
なっている。買収側企業は、ステークホルダー
へM&Aの実行理由や買収価格の妥当性に
関する説明責任が日増しに高まっている。
　したがってM&Aにおいて、買収側企業
は対象会社の何を獲得することを目的に、
またどのようなシナジーを期待し、その上で
なぜそのような買収価格を決定したのかを
経営者は説明する必要がある。
　その中で、日本においても、従来は買収
価格との差額として扱われてきたのれんを
具体的に識別評価可能な無形資産へ価値
を割り当てる手続が増える傾向となってい
る。J-GAAPに準拠し作成された有価証券
報告書で、実際に認識された無形資産の事
例は、平成21年４月１日から平成27年12
月31日までの期間で、175社405件の取引
事例となる。監査法人の財務諸表監査に
おいても論点となるケースが増えているこ
とから、今後当該手続の必要性が更に高
まるものと考える。

　現在、日本では、「取得」と判断された企業
結合は、パーチェス法により会計処理する。
　パーチェス法では、取得企業の取得原価
を対象会社から取得した識別可能資産お
よび引き受けた識別可能負債に企業結合日
時点の時価で配分し、配分しきれない差額
を「のれん」又は「負ののれん」として処
理する。この取得原価の配分手続がPPA
といわれている。

　前述のとおり、買収側企業は、実施した

M&Aについて企業のステークホルダーへ
の説明責任を負っている。
　買収価格の算定は、一般的な価値算定手
法（DCF法や類似会社比較法等）を用いて、
対象会社全体の評価額を決定する。この段
階では、買収価格たる投資に対して、M&A
による成果がどの程度出ているかという大き
な軸でしか評価することができない。そこで、
より詳細にM&Aの目標達成状況を定量的に
モニタリングし分析するために、個 の々資産等
の取得原価を決定するPPAの手続きが必要
となる。当該手続きが果たす役割により、個々
の資産および負債ごとに定量的にモニタリ
ングし分析することが可能となると考える。

　取得による企業結合で受け入れた資産
に、分離譲渡可能な無形資産が含まれる場
合、当該無形資産は識別可能資産として取
り扱い、企業結合日の時価で計上される。
　「分離譲渡可能な無形資産」とは、受け入
れた資産を譲渡する意思が取得企業にある
か否かにかかわらず、企業又は事業と独立
して売買可能な資産をいう。また、売買可
能とされるためには、当該無形資産の独立
した価格を合理的に算定できなければなら
ない。（企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針（以下、企業結
合適用指針とする。）59項）
　現在日本では、無形資産に係る包括的な
会計基準が存在しないため、識別可能な無
形資産についての例示が限定的である。（企
業結合適用指針365項）したがって、日本
においては、国際財務報告基準（IFRS）に
基づく識別要件を参考とすることが実務慣
行となっている。
　国際財務報告基準（IFRS）のIAS38号
では無形資産を❶過去の事象の結果として
企業が支配していること（Control）、❷将来の

経済的便益が企業に流入することが期待さ
れている資産であること（Future economic
benefits）、❸物理的実体のない識別可能な
非貨幣性資産であること（Identifiability）と
定義している。
　また、以下の２点、「分離可能」、「契約・
法的権利」のいずれかを満たす場合には、
識別可能とされている。

1分離可能
　企業の意図に関わらず、単独で、ま
たは関連する契約、識別した資産ま
たは負債とともに、企業から分離又は
分割して売却、移転、ライセンス付与、
賃貸、又は交換が可能である場合

2契約・法的権利
　権利が譲渡可能であるか否か、あ
るいは企業又は他の権利・義務から分
離可能であるか否かに関わらず、契約
または法的権利から生じる場合

　IFRS第３号では、識別可能な無形資産の
例を示している。《図表》

　識別可能と判断された無形資産の一般
的な評価方法として、「マーケット･アプロー
チ」、「コスト･アプローチ」、「インカム･アプ
ローチ」がある。
　まず、「マーケット･アプローチ」は、実際
の類似取引事例に基づいた評価手法であ
り、実際の類似取引事例が入手可能であ
れば、客観性が高い評価ができるため、優
先的に採用するべきアプローチである。し
かしながら、無形資産の性質上、類似の無
形資産に関する情報の入手や比較が困難
であることから、実務上採用は困難である
ことが多い。
　次に、「コスト･アプローチ」は、評価対
象資産と同等の資産を再取得するために

必要なコストをもって価値評価するアプ
ローチである。ここでは評価対象資産が将
来生み出す収益について考慮できていな
い点に留意が必要である。「コスト･アプ
ローチ」は、内部開発のソフトウェアや労
働力の評価（人的資産の評価）に適用され
ることが多い。
　最後に、「インカム･アプローチ」は、無形
資産の収益力に着目した評価アプローチで
ある。無形資産の価値は、その資産の経済
的耐用年数の間、享受可能な経済的便益の
現在価値合計によって、測定可能との前提
に立つため、「予測キャッシュフロー（CF）」、
CFの「予測期間」、および「割引率」の３
要素が決定すれば価値算定可能となる。

「インカム･アプローチ」の代表的な手法と

しては、❶「ロイヤリティー免除法」、❷「超
過収益法」、❸「利益差分法」などがある。

　日本において、無形資産評価が普及する
につれ、従来のれんに含まれることが多
かった無形資産も、今後、個別に識別評価
されたものは貸借対照表に計上される。無
形資産評価業務がより洗練されてくれば、
買収価格と対象会社の時価純資産の投資
差額であるのれんについて、経営者がより
詳細に分析し経営していくことが可能とな
るのではないだろうか。例えば、M&Aのク
ロージング後、PPA手続の中で無形資産

を識別評価し貸借対照表に計上する。そ
して、その無形資産の償却負担が、買収側
企業の利益にどの程度インパクトを与える
かを考慮し、将来経営計画を策定すること
が考えられるだろう。
　また、無形資産の評価作業の中で、識別
評価した無形資産から生み出される売上
高や利益を特定し、無形資産の計画を策
定し価値算定することになる。この点、当
該計画と照らして、無形資産により獲得し
た実績の売上高や利益を集計することが
可能ならば、上記の計画と比較することで、
予実比較も可能となる。その結果、過去の
M&Aで見込んだ超過収益力が、実際に回
収できているかどうか詳細な分析が可能
となると考える。❖

京都大学法学部卒業。住友銀行㈱、㈱三菱証券、大和証券
SMBC㈱を経て、2011年にフロンティア･マネジメント㈱に入
社。20年にわたり一貫してM&Aアドバイザリー業務に従事。
M&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験・ノウハウを有し
ている。

Satoshi OTANI
大谷 聡伺執行役員

ファイナンシャル･アドバイザリー第１部長

同志社大学商学部卒業。公認会計士。有限責任あずさ監
査法人（KPMG）、ITベンチャー企業を経て2015年にフ
ロンティア･マネジメント㈱に入社。M&Aアドバイザリー業
務の他、組織再編後のPPA目的での無形資産評価業務に
従事。

Keisuke SHIMIZU
清水 敬祐ファイナンシャル･アドバイザリー第１部

アソシエイト

種類 IFRS3号による例示 識別要件

マーケティング関連

顧客関連

芸術関連

契約に基づく無形資産

技術に基づく無形資産

商標、商号、サービスマーク、団体マークおよび認証マーク
トレードドレス（独特な色彩、形またはパッケージデザイン）
新聞名、インターネットドメイン名
競業避止義務
顧客リスト
受注残
顧客との契約及び関連する顧客関係
契約によらない顧客関係
演劇、オペラ、バレエ、音楽、絵画等
書籍、雑誌、新聞、その他文学作品
作曲、作詞、コマーシャルソング等の音楽作品
写真、絵画
映画又はフィルム、音楽テープ及びテレビ番組を含むビデオ
ライセンス、ロイヤルティ、使用停止契約
広告、建設、管理、役務・商品購入契約、リース契約、サービサー契約
建設許可、営業許可、放送権、利用権(採掘、水等)
雇用契約
フランチャイズ契約
営業、放送権
住宅ローン貸付管理契約等のサービス契約
特許権を得た技術、その他技術
ソフトウエア、マスクワーク
無特許の技術
データベース
企業秘密（秘密の製法、レシピ）

★
★
★
★
○
★
★
○
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
○
○
★

出所：IFRS3号をもとにフロンティア・マネジメント作成

★：契約・法的要件を満たす無形資産　○：分離可能性要件を満たす無形資産

M&Aに際して、買収側企業は対象会社の何を獲得することを目的に、またその価格はどのような考えに基づき決定されたのか
説明する必要がある。会計上も取得企業の取得原価の配分手続（PPA）が必要とされる。本稿では、PPA手続の中での無形資産
評価とM&Aの関係性を述べる。

M&AとPPA（Purchase Price 
Allocation。以下PPA）の関係

PPAにおける
無形資産評価とは

終わりに

PPAとは何か

PPAの期待される役割

無形資産の識別作業

無形資産の評価作業

IFRSの例示による検討図表

M&Aトピック❶

PPAにおける無形資産評価と
M&Aの関係 P

P
A
に
お
け
る
無
形
資
産
評
価
と
M
&
A
の
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係
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　海外での成長戦略にM&Aは有効な手段
だが、他社を買収し経営していくのは対象
が国内企業でも難しい。文化・慣習、法制
度の違う海外ではなおさら苦手意識を持つ
日本企業は多く、買収後も経営陣が残って
くれるかどうかは共通課題である。日本企
業の買収における失敗例では、❶事前の分
析や準備が無く買収前の処遇条件をそのま
ま踏襲した為人件費が適正水準でない、❷
統合後のビジョンが対象企業に共有されて
いない為、一度は残留した経営陣もモチ
ベーション低下により結局離職してしまう、
といったケースが散見される。

　買収にかかるリテンションと聞くと、経
営陣の引き留め策を想像しがちだが、本来
は全ての従業員が対象と成り得る。本稿で
は紙面の都合により経営陣とエグゼクティ
ブ（「シニアマネジメント」）のリテンション
についてのみ記載する。金銭的なリテン
ション策として、買収後の処遇とリテンショ
ン報酬（買収後の残留を条件に支払われる
一時金報酬）の検討がある。本稿では包括
的にリテンション･パッケージと呼ぶ。
　グローバル市場におけるリテンション報
酬の調査結果では、リテンション報酬として
費やされる費用の総額は、買収金額１億米
ドル（１米ドル=100円換算で100億円）以
下の場合は買収金額の２%程度が相場と
なっていることが分かった※1。つまり100億
円の買収ではリテンション報酬費用として
別途２億円が必要になる計算である。なお、
買収金額に対する報酬費用の割合は買収
金額が大きくなるほど低くなる傾向にある。
10億米ドル規模では0.25%という調査結果
だが、いずれにせよ多額の費用がリテンショ
ンに費やされているのが現状である※1。買

収の検討の際には、この費用を予め見積
もっておくと良いだろう。

　リテンション･パッケージ策定と雇用契約
までの流れは以下の通りとなる。《図表》検
討事項、留意点のポイントを紹介する。

1ミッションの検討
2リテンション対象者の特定
3人事情報、現在の雇用契約書・報
酬プラン・CoC条項※2に伴う退
職一時金のレビュー、対象者イン
タビュー

4報酬水準の市場ベンチマーク分析
5リテンション･パッケージおよび買
収後の報酬案の検討・策定

6タームシートの作成、対象者への
提示

7オファーレター作成・提示、リテン
ション契約書、雇用契約書の作成・
締結

　リテンションは、早い段階で準備を開始
することが重要となる。具体的な作業に入
る前に、まずは買収におけるリテンション
すべきシニアマネジメントのミッションを明
確にする必要がある。ミッションとは、親会
社としてその対象者に求める役割のこと
で、例えば、米国企業同士の取引の場合は
経営陣の交代を前提に現シニアマネジメン
トの役割は最終契約締結、クロージング、
統合までの指揮執りとする場合も多い。対
して日本企業による海外企業の買収では、
買収後も会社の事業運営に支障が出ないよ
うに現シニアマネジメントに残ってもらう
ケースが多い。2007年にクロージングした

日本たばこ産業株式会社（「JT」）による英
Gallaherの買収では、JTがクロージングま
でにGallaherの執行取締役・部長クラスの
社員約50名と個別の面談を行い、クロージ
ング前にはJTの志にかなう新役員を決定
していた。また欧米の買い手でも行わない
ような大掛かりな面談を実施したことで、
フェアなプロセスであることをGallaher社
員に印象付けられたという。マネジメント層
の人材市場が確立している欧米ではシニア
マネジメントも個人の合理性で動く。ゆえに
欧米企業の買収では離職リスクが高まり、
リテンション対策が必要になるのである。
　ミッションが決定したら、リテンション対
策はデューディリジェンス（DD）の早い段
階から始めた方が良い。まず必要なのはリ
テンションが必要な対象者の特定と人事関
連情報の確認である。
　特にシニアマネジメントの場合、DDの開
示情報から現在の報酬額と体系（固定給、
賞与、インセンティブ報酬等）を確認して
おく。ここでのDDのポイントは、現在の報
酬水準は市場と比較してどうかという点で
ある。仮に市場水準よりも高い場合は、買
収後の報酬体系はインセンティブ報酬の割
合を増やすなどして、人件費が過度に高く
ならないようにする。ただし、現状よりも不
利な報酬水準になると離職のリスクが高ま
るので注意が必要である。ここで大事なの
は、対象者との面談の機会を設け、処遇面
に限らず、むしろ事業や経営に対する考え
方、意向、将来のキャリア像などについて
聞き、その内容を報酬プランに反映させる
ことである。その際買い手からも新会社に
対するビジョンや求める役割、想定シナジー
などを共有し話し合うことで対象者のモチ
ベーションを高めることができ、結果リテン
ションの可能性が高まる。
　さらに買収などで経営権が移る際に経営
陣の退職に伴い多額の退職金（Severance 
Benefit）が発生するCoC条項※2を既存の
雇用ないしリテンション契約で確認してお

く必要がある。該当する場合、対象者が多
額の退職金を目当てに退職してしまう確率
が高まり、すると退職金の支払いとリテン
ションの失敗という観点から二重のリスク
となるからである。
　残留してほしいが離職リスクの高い経営
陣にはリテンション報酬の検討もなされる。
リテンション報酬は対象者のミッションと
重要度により内容が決まるが、❶支払条件
／時期、❷支払回数、❸支払形態、❹報酬
総額の4つが検討項目である。
　まず、❶の支払条件とは、支払いが発生
する前提条件のことであり、例えばクロー
ジングや統合期間に事業が円滑に行われる
ことをミッションとする場合は、クロージング
やその後一定期間などある時点まで会社に
留まれば支払われるケースが多い。更に追加
で将来の業績目標に連動させたインセン
ティブ報酬を設けることもある。近年ではよ
り業績連動型に比重が置かれるようになっ
ている。Towers Watsonの調査によれば、
一定期間後に無条件で支払われるケースは
2012年の５割弱から2014年では３割ほどに
減少し、以前は無かった業績連動のみの
ケースが約15%を占めるまでになっている

（残り５割は２つの組合せ）※3。支払時期に
ついては、部分的な支払も含めクロージン
グ前に支払われるケースは25%に留まり、
多くの場合はクロージング後に全額が支払
われる※3。
　❷支払回数は、クロージングや統合期間

の経営がミッションの場合は一括払いにな
り、対して中長期の成長や業績改善がミッ
ションの場合は分割払いが多くなるが、特
に米国では支払回数が増える傾向にある。
　❸支払形態は、主にキャッシュ、株式が
あるが、調査結果ではキャッシュのみのケー
スが過半数を占め、キャッシュと株式の併
用と合わせると９割以上を占めている※3。
　最後に、❹報酬総額は対象者の現在の処
遇と市場水準との比較に加え、その人材の
希少性・能力・責任の範囲や重さを総合的
に判断して決めることになる。希少性とは、
例えば一般的にその業界のCEOを担える
人材は多くても、対象会社の所在地域では
極端に少なくなる場合は希少性が高いと言
える。地域別のリテンション報酬水準比較
では米国が抜きんでており、固定給の65%

（他地域は39%）となっている※3。

　リテンション報酬契約は、調査対象者の
３割以上のケースで取引の最終契約より前
に合意・締結されている。また、最終契約
と同時に締結されたケースを合わせると５
割以上の割合で最終契約時かそれ以前にリ
テンション報酬契約が締結されていること
になる※3。後述の雇用契約も取引完了まで
に締結されるケースが多いことを鑑みると、
特にシニアマネジメントに対し早い段階で
処遇やリテンション報酬で合意し、株主交

代後の経営に早期にコミットさせるという
買い手側の意図がある。
　新規の雇用契約締結にあたり、まず対象
者へ雇用オファーレターを提示し、ターム
シートを用い報酬体系の交渉を行うことが
ある。プロセスの早い段階でオファーレター
やタームシートを出し、買い手の意向を明
確に示すことはシニアマネジメントのコ
ミットメントを引き出す上で有用である。

　日本企業は買収後の経営を現経営陣に
一任することが多い。当の経営陣は買収後
のビジョンや戦略、目標が親会社から共有
されず、また適切な権限付与がなされない
ためにモチベーションを失い結局は離職し
てしまうケースも見受けられる。これらの
金銭的インセンティブ以外の要素も早い段
階で共有、協議していくことが優秀な人材
のリテンションにつながるのである。❖

New York University, MIT Sloan School of Manage-
ment（MBA）卒業。コンサルティングファーム、J.P.
モルガン証券㈱、事業会社を経て2013年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社。国内・海外のM&Aに
おけるフィナンシャルアドバイザリー業務に従事。

Sachiko MOTOYOSHI
本吉 佐知子

ファイナンシャル・アドバイザリー第２部
ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

最終契約
締結

※各プロセスのタイミング、所要期間の長さによってリテンション契約や雇用契約の締結時期は変わる
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DD～最終契約交渉 クロージング

●リテンション対象
　者の特定
●人事情報、雇用
　契約書等確認

●対象者との
　インタビュー
●市場ベンチ
　マーク分析

リテンション・
パッケージ及び
報酬案の検討

リテンション
契約交渉

雇用契約交渉

DD（ビジネス、財務・税務・法務）、バリュエーション

最終契約交渉 ♦

♦

♦

♦

♦

各種ファイリング

ミッションの検討 リテンション
契約締結

オファーレター・
タームシート
提示

雇用契約
締結

買収
完了

※1： Mercer LLC. “Survey of M&A Retention and 
Transaction Programs” 調査結果より

※2： Change of Control（チェンジオブコントロール）条
項。買収などに伴い支配権の変更があった場合、契
約内容に何らかの制限がかかるとする条項。経営陣
の雇用契約では、買収による支配権の変更が退職金
の支払い事由となる場合がある。

※3：Towers Watson “2014 Global M&A Retention 
Survey”調査結果より

日本企業による海外企業の買収で買い手の懸念事項の一つに被買収企業の経営陣の
リテンション（人材の引き留め）が挙げられる。円滑な事業継続のため現行の経営陣
に買収後も引き続き経営を任せたいとする要望は多い。本稿では海外M&Aにおける
経営幹部のリテンションプラン策定の流れについて現状を織り交ぜながら解説する。

海外M&Aの課題：
リテンション

リテンション･パッケージの
検討

終わりに

リテンション・パッケージ策定と雇用契約の流れ（例）図表

買収後の人材の
リテンションとは

リテンション･パッケージ策定までの
流れと検討事項

契約書の作成と締結
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　事業承継の一番の問題は、後継者を誰に
するのかという問題である。帝国データバ
ンク発表の『2016年 後継者問題に関する
企業の実態調査』によると国内企業の 3 分
の 2 にあたる66.1％が後継者不在とのデー
タが出ている。また、中小企業庁委託の調
査においては、経営者が60歳代から80歳
代の企業においても、すでに事業承継の準
備をしていると回答した企業数は半数以下
であり、多くの企業で事業承継対策が不十
分であることを示している。《図表1》

　後継者が未定だからといって、事業承継
の対策を放置しておいてよいかというとそ
うではない。一般的に、オーナー企業の多

くは「経営」と「所有」が一体化しているため、
何を誰に承継していくのかを事前に整理し
ておくことが重要となる。そのためには、「経
営」（事業）と「所有」（資産）を切り離して
検討する必要がある。
　A社は業歴30年の製造業である。創業
オーナーのカリスマ性により順調に業容を
拡大し、内部留保も厚く、蓄積した内部留
保の一部は収益物件等の投資資産に充て
ている。後継者として長男を想定し会社の
役員として据えていたが、今後、A社も国内
マーケット縮小に伴う業界再編に巻き込ま
れることが想定され、温室育ちの長男では
経営を維持することが難しいと考えている。
　現在、このA社の事例に類似する中堅・中
小企業からの事業承継相談が急増している。
このような事例で採用したスキームの一例
を紹介したい。いわゆる持株会社を活用し
た「経営」と「所有」の分離である。《図表２》
まず、株式移転等の組織再編の手法を使

い、持株会社を設立する。当該持株会社に
対して、現物分配等により、オーナー一族
として管理すべき収益物件等を移転する。
　仮に、将来的に事業をM&Aにより第三者
へ承継する場合には、持株会社傘下の事業
会社株式を売却することにより、売却資金は
持株会社へと入る。売却資金を元手に当該
持株会社において新たな収益物件等への再
投資や、給与等により親族へ分配をすること
も可能となる。当初の持株会社は、事業会社
売却後は一族の安定収入源としての活用が
可能となる。一般的に、持株会社などを通じ
ず、直接オーナー個人の保有株式を売却し
た方が、低率（約20％）のキャピタルゲイン
課税で済むため有利だと考えがちである。し
かし売却後のオーナー個人の手取り資金は、
その後親族等へ承継する際に贈与税、相続
税等の負担が伴うため、トータルの税負担を
考慮すると、法人税負担が伴っても本例のよ
うに売却資金を持株会社で受けた方が、効
率的な資金の活用ができるケースが多い。
　また結果として、事業を売却せず、親族
内の後継者に承継する場合にも、持株会社
化を行っておくことは一定の効果がある。
事業会社の株式を個人の直接保有から、法
人（持株会社）を経由した間接保有とする
ことで、持株会社化後の事業会社株式の値
上がり益（含み益）に対して評価上、37％
の控除を取ることが可能となる。併せて持
株会社に一定の資産もしくは事業を持た
せ、持株会社自体の収益を抑えることで、
収益性の高い事業会社株式の評価を薄め
ることも検討が可能であるからである。平
成13年に導入された組織再編税制、平成
22年に導入されたグループ法人税制等によ
り、持株会社化および、その傘下での資本
構成、資産構成の組み換えが比較的自由に
行えることができる環境になっているため、
株価対策としての持株会社活用の選択肢も

広がっている。

　最終的に親族内への承継を断念し、M＆A
により第三者への承継を決断した場面にお
いても、その事前準備は大切である。一般的
にオーナー企業においては、ガバナンス体制
の未整備や、精緻な事業計画が作成されて
いないなどのケースが多く、そうした要因が
M&Aの場面において、譲渡価格のディスカ
ウント材料や、場合によってはディールブレ
イクの要因となり得る。

　オーナー企業のM&Aにおける事前準備
として重要なポイントを以下に挙げる。

・ストラクチャー、譲渡価格、相手先
の業種や規模、スケジュール、役職
員の処遇、オーナー個人で保有す
る事業資産の取扱いなど、買い手
側からの各種条件、要望があがる
場合に備え、取引実行に際しての
優先順位も決めておく必要がある。
また、起用するアドバイザーに対し
条件の優先順位や譲歩できる最低
条件などの意思表示をしておくこ
とが重要である。

・財務・法務・事業に関する開示資
料の準備

・今後3～5年程度の事業計画の策定
・社内で情報管理を徹底できる事務
局の準備

　交渉プロセスに入ると、買い手サイドの
デューデリジェンスの中で、様々な開示資
料の請求およびその開示資料に対する多岐
にわたる質問を受けることとなる。開示依
頼資料の整備不足や欠損などが、譲渡価格
のディスカウント材料となるケースや、場
合によってはディール自体のブレイク要因
となる可能性がある。
　また、買い手が上場企業の場合、バリュ
エーションの材料として精緻な事業計画の
提出が求められるケースも多いため、事前
に準備をしておく必要がある。
　やはり、M&Aに精通したアドバイザーを
起用し、想定される交渉プロセスを踏まえ
た入念な事前準備を行うことが、M&A交
渉をスムーズに進めるために重要であると
考える。

　親族内承継においては、自社株式の税務
上の評価額が大きな論点となる。しかし、
税務コストを下げることのみに焦点を置い
て承継スキームを構築した結果、後々の事
業継続に支障を与える要因となるケースが
散見される。

　典型的なケースとしては株式の安易な

分散である。税務上、資産を分散して承
継することでトータルでの税務コストが
下がることがある。しかし、自社株式は
普通株式であれば会社の議決権が付され
ており、議決権の比率に応じた株主の権
利が発生する。
　一般的なオーナー企業においては、平
時は議決権の行使について意識を向ける
オーナー経営者は多くはないと思料する。
しかし、いったん株主間もしくは株主と
会社間での関係が悪化すると、分散した
株式が会社経営の根幹に関わる問題に発
展する可能性がある。
　オーナー企業の大半は株式譲渡制限が
付されているため、安心しているオーナー
も多いが、株式譲渡制限とはあくまで会
社が意図しない株主に譲渡することを制
限する権利であって、譲渡という行為自
体を制限するものではない。
　具体的には、特定の株主が当社の株式
を他へ売却したい場合、会社が譲渡承認
請求を否認してもなお売却したい株主が
いる場合は、会社はその買取り先を指定
し、一定の価格で買い取らせる必要があ
る。そういったケースではオーナー個人
か会社自身が買い受けるケースが多いの
だが、その買取り価格の協議が当事者間
ではととのわず、裁判所に対して売買価
格の決定の申立てが行われる例なども昨
今は増えている。
　親族内の承継においても、後継者が安
心して経営に専念ができるよう、名義株
の整理も含め、承継前に分散した株式を
集約しておくなど、ガバナンス体制の整
備をしておくことが大切である。❖

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。税理士。㈱NTT
データを経て辻･本郷税理士法人に入社。M&A・事業再
編・事業承継業務等のアドバイザリー業務を専門に活動。
併せて企業オーナーに対する相続・資産承継対策も多数
担当。2015年にフロンティア･マネジメント㈱に入社。

Kurahito ONUMA
大沼 蔵人

事業承継コンサルティング部
シニア･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：中小企業庁委託「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒアリング調
査」（201６年２月、㈱帝国データバンク）をもとにフロンティア・マネジメント作成
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収益物件等事業承継については、大きく「親族内承継」と「第三者承継」に分類される。いず
れを選択するにせよ、十分な事前準備を行っているかどうかが会社の将来を左右
する。持株会社化による「経営」と「所有」の分離やM&Aの条件の優先順位を決め、
開示情報の整備、株式の集約などを進めておくのがよい。

後継者未定企業の増加

第三者承継の留意点

親族内承継の留意点

持株会社化による「経営」と「所有」の分離

事業承継の準備としての「経営」と
「所有」の分離

オーナー企業のM&Aにおける
事前準備

陥りがちな失敗事例

❶M&Aにおける条件の優先順位を
　決めておく

❷様々な情報開示要請や質問に対応
　できる準備をしておく

代表者の年齢別にみた事業承継の準備状況
図表

1

図表

2

事業承継トピック

オーナー企業の事業承継における
事前準備 オ

ー
ナ
ー
企
業
の
事
業
承
継
に
お
け
る
事
前
準
備
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　日本では中国人訪日インバウンド旅行の
情勢に注目が集まりがちですが、近年中国
では国内旅行でも旅行者数の増加が著しい
状況にあります。中国旅遊研究院の統計に
よれば、昨年10月大型連休の国内旅行者数
は延べ５億人、民族大移動と言ってよいほ
どの人が観光地に押し寄せ、名所では人を
見に行くような有様です。昨年の国内旅行
者数は延べ40億人、旅行消費額は４兆元

（約64兆円）で、2020年には5.5兆元（約88
兆円）にまで拡大すると予測されています。

豊かになり買うべきモノはほぼ買ってし
まった中国人のニーズはすでにショッピン
グからレジャー・イベントへとシフトしつつ
あります。ショッピングモールでも如何に「レ
ジャー感」を出すかが集客の重要な戦略と
なってきています。そこで、屋外型だけで
なく、ショッピングモール内の屋内型テーマ
パークの建設も多くなっています。

　2016年６月、「上海ディズニーランド」が開
業しました。現在進められている第２期拡

張工事分を含めた全計画面積は、香港ディ
ズニーの３倍の規模の７平方㎞で、７月中旬
には来園者が100万人に達しており、年間延
べ1000万人を見込んでいます。身分証と顔
認証による本人確認でダフ屋行為が監視さ
れ、セキュリティチェックがある等入園に時
間がかかり、また人気アトラクションは３～
４時間待ちと、何かにつけ並ばなければな
らないことへの不満は聞こえてきますが、入
園料が約280～500元（約4,500~8,000円）
と高額であってもおおむね順調に人気を集
めている模様です。上海では今年、「ジョイ
ポリス」や「レゴランド」等ショッピングモー
ル内レジャー施設も開業しました。蘇州で
は、北海道ロケで有名になった映画「非誠
勿擾」の華誼兄弟（フアイ･ブラザーズ･メディ
ア）が、南京では、「カンフーパンダ」や「シュ
レック」のドリーム･ワークス（米）が、自社
映画のテーマパークを建設中、また韓国ロッ
テも南京に韓流ドラマのテーマパーク建設
を予定しています。北京では「ユニバーサ

ル･スタジオ」の1.6平方㎞の施設（１期工
事分、全計画面積は約４平方㎞）が2020年
に開園予定となっています。海外の著名ブ
ランド施設は、中国で1ヵ所の開発では終
わらない可能性もあります。重慶政府がレ
ジャー施設の経済効果を狙ってディズニー
ランド誘致に意欲を見せていますし、「レゴ
ランド」は小規模施設を中国に複数展開す
る意向を表しています。

　中国初のテーマパークは1989年に開業し
ました。それから30年弱の間に2,000以上
のテーマパークが建設されましたが、前膽
産業研究院によれば、約70％が赤字経営で
10％程度の施設にしか十分な利益が出てい
ません。建設ブームは一度2011年に起きて
いますが、中央政府が一旦ストップをかけ
ました。その後不動産業のカルチャー・レ
ジャー事業への転換を後押しする形で2013

年に解禁され、再び建設ラッシュが起きて
います。昨年は21のテーマパークが開業、
2016～17年には開業予定が目白押しです。
屋内・屋外、規模の大小を問わず、この先
一斉に選択肢が増える中国消費者に選ばれ
るためには、コンテンツ内容と値ごろ感が
重要な鍵となるでしょう。「提供価値が価格
と釣り合っているか」という「性価比」が判
断の最優先事項となる中国消費者に対し、
内容設定と価格設定は慎重に行わねばなり
ません。またテーマが中国消費者の間で人
気があるコンテンツでなくては、多く選択
肢から選ばれることが難しくなることでしょ
う。昨今、日本のドラマや推理小説を中国
でリメイクする動きも出ていますし、また正
規・非正規ルートで人気が高いゲームや漫
画、アニメは見逃せない日本の資産かと思
われます。日本企業にとって、今後レジャー
と結びつけた事業展開も、検討に値する
ジャンルとなってくることでしょう。❖

�e $6.7 billion in edible fruit and nut 
that ASEAN countries exported in 2015 
pales in comparison to major industries 
such as mineral fuels ($80.0 billion) or 
rubber articles ($24.1 billion).
Within this comparatively minor sector, an 
otherwise trivial produce manages to com-
mand more than its fair share of attention, 
both domestically and internationally.
�is relates to an ancient fruit that is indig-
enous to the Malay Archipelago, including 
the present-day nations of Malaysia, Singa-
pore, Indonesia, and possibly to �ailand, 
Brunei, Vietnam and the Philippines. 
Beyond a plain food product, it has come 
to occupy a constant space in popular con-
sciousness.
Malaysia’s CIMB, when marketing its 
regional banking ambitions, displayed the 
Durian prominently in advertisements that 
stated: “Singapore, Malaysia, Indonesia 
and �ailand all hail one leader; no one 

knows Southeast Asia like we do”. 
Singapore’s modern Esplanade �eatres – 
recognised as one of the world’s most beau-
tiful concert halls – remains identi�ed more 
locally as the ‘Big Durian’. 

�e name Durian originates from the 
Malay word Duri which refers to the 
thorny appearance of the fruit. Its prickly 
appearance and pungent smell – evocative 
of a spiny sea urchin and mouldy cheese 
respectively – contribute to its reputation 
as the King of Fruits in Southeast Asia.  
Oral lore, passed down through genera-
tions, tell of passionate turf clashes at 
durian harvest time and secret species 
shared only as gifts to win favour. �e 
Asian elephant, rhino and the Sumatran 
tiger are also known to enjoy the fruit, 
along with macaques, squirrels and civet 
cats. 
Durian a�cionados are known to be 

famously meticulous and selective about 
their produce. �e concept of ‘terroir’ for 
durians is well acknowledged (such as in 
French wines), where the terrain that an 
agricultural product is produced generates 
distinctive sensory qualities.
In terms of standardized cultivars, Malaysia’s 
Department of Agriculture has licensed 
circa 200 breeds including the classic D24 
Sultan Durian and the highly popular 
D197 Musang King while �ailand is 
famous for their outsized Monthong and 
pricey Nonthaburi breeds. 

Early foreign experiences with the fruit 
include an account by 1600s French 
explorer, Jacques de Bourges: 
“�e �esh is as white as snow, exceeds in 
delicacy of taste all our best European 
fruits, and none of ours can approach it. 
[ … ] What is extraordinary about this 
marvellous fruit is that its smell is most 
disagreeable and even, at �rst, unbearable 
when one distinguishes it, being similar to 
a rotten apple.”
For modern travelers, durian orchard excur-
sions are now easily available in countries 
such as Malaysia and �ailand; these may 
comprise tourist-friendly overnight farm 
stays and all-you-can-eat durian meals. 
International appetite for the fruit is grow-

ing with top importers including China, 
Taiwan, Singapore, Brunei, the United 
States, Japan, Australia, New Zealand and 
Germany. While total ASEAN export 
�gures are unclear, exports by �ailand 
alone in 2015 were estimated at around 
300,000 tons.

�e increase in foreign demand has, as a 
matter of course, exposed the heteroge-
neous nature of the individual trading 
economies; in terms of product cultivation, 
geo-politics, and administrative frame-
works et cetera. 
�ese uneven factors have had signi�cant 
in�uence on the international exports and 
have appeared to outweigh even taste pref-
erences and perceptions that certain variet-
ies, such as those in Malaysian, may be of 
a richer �avour. 
For instance, health concerns posed by the 
usage of agro-chemicals (such as plant 
growth regulators) may have been height-
ened by perceived lax food safety regula-
tions in more frontier regions. 
Certain Vietnamese provinces, that had 
historically cultivated durians mainly to 
serve the international market, have report-
edly seen a recent decrease in exports 
against a backdrop of jingoistic fervor in 
China. �is is even as other exporting 

countries stretch their output to meet 
growing Chinese demand. 
Logistical and cold-chain issues are peren-
nial trading di�erentiators and, together 
with geographical overland proximity to 
China, are areas that export-leader �ai-
land has been generally advantaged in. 
Meanwhile, in the modern cities such as 
Singapore, the current narrative is more 
typically how contemporary consumption 
has progressed beyond durian pu�s and 
cakes to dining-oriented experiences of 
shaved-ice desserts, popsicles and even 
French-inspired durian Crème Brûlée.
Southeast Asia has been increasingly 
acknowledged as a growing consumer 
market for services and goods. Against this 
more established account, it is interesting to 
observe how one of its unique niche prod-
ucts fare in the international markets.❖ 
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テーマパーク建設が相次いでいる中国。今年オープンした上海ディズニーランド等海外の著名ブラ
ンドをはじめ、中国内外の事業者が膨れ上がる中国レジャーマーケットのパイ獲得を狙っています。

The celebrated fruit tells its own story of social and economic development in 
the region.
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沸騰する中国テーマパーク産業、
今、消費のトレンドは「レジャー消費」へ

巨大なレジャー需要が存在する中国、
「モノ」より「思い出」消費へ

中国では近年テーマパークの
建設ラッシュが続く

テーマとなるコンテンツと価格設定が
レジャー施設成功の鍵か

中国現地レポート

King of the Fruits

Quintessentially Southeast Asian

A gourmet delicacy
Cultural and economic exchange

Contemporary trade

ASEAN現地レポート

ASEAN現地レポート

中 国 現 地レポート
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