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　「2017年も不確実な時代」というトー
ンの論考が多いですね。この「不確実」
という言葉は、制度派経済学者ガルブ
レイスの著書『不確実性の時代（1978
年）』の影響と推測されます。ただし、
ガルブレイスは、数学的な精緻さで
「不確実」を議論しておらず、経営者
が抱える「不確実」の解消方法を提供
しませんでした。
　その後、シカゴ学派のナイトは、確
率的に予測できる「リスク」と、確率
的には予測できない「不確実性」とを
明確に区別する考えを提示しました。
例えば、サイコロの出る目は不確実で
すが、それぞれの目が出る確率は１/６
ですから、これは確率的事象としての
「リスク」です。一方、急騰したバイオ
ベンチャーA社の株価が６カ月以内に

暴落するのは、確率論的に予測できな
い「不確実性」です。
　経営者は常に未来に想いを馳せ、ガ
ルブレイス的「不確実」に対する漠然
とした不安感を持ちがちです。実はそ
の際、ナイト的に漠然とした「不確実」
を確率的事象と非確率的事象とに区
分して議論し、それぞれに異なった対
処をすべきと考えます。前者は、予め
バックアッププランや保険的手法を用
意することで、対応が充分可能な「リ
スク」だと思われます。
　弊社は今年も、これら戦略的思考と、
実践的な経営計画の策定・実践で、ク
ライアントの皆様をサポートさせてい
ただく所存です。本年もフロンティア･
マネジメントグループをよろしくお願
いいたします。

　昨年は、日銀のマイナス金利の導入、
英国がEUから離脱したブレグジット
とトランプ氏の大統領選勝利といった
大きな出来事が国内外で起こった年で
した。その一方で、米国経済及び日本
経済は、企業業績が比較的順調で失
業率も低く、経済環境は悪くない状態
で本年も始まっております。
　このような中、弊社は、本年１月４
日でちょうど設立10年を経過しました
が、近時、コンサルティングとM＆A
アドバイザリーの融合サービスがお客
様のニーズに合ってきたことを実感し
ております。特に、買収前におけるM
＆A戦略策定のコンサルティングと、
買収後の統合支援業務（PMIコンサル
ティング）のニーズは非常に高く、こ
のような状況から、まさに、「買収の

好チャンスがあったら、リスクテイク
をしてM＆Aを行ってみる。」時代か
ら、「買収のチャンスを積極的に模索
し、M＆Aによる統合効果を確実に享
受する。」時代に移行しつつあること
を痛感しています。
　また、人口減少や少子高齢化により、
消費市場縮小と労働力不足で悩んで
いる地方企業においては、まさに生き
残りのため、「どうやって自力で残って
いくかを自ら考える時代」から「誰と
組んで成長していくかを金融機関等
の専門家と相談しながら考える時代」
に移行せざるを得ないと考えています。
　今後も弊社は、強みを生かしながら
お客様を強力にサポートしてまいりま
すので、本年もどうぞよろしくお願い
いたします。
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フロンティア・マネジメント
設立10年を迎えて

フロンティア・マネジメント株式会社

大西 正一郎
松岡　 真宏

代表取締役

代表取締役
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フロンティア・マネジメントは、 本年2017年1月4日をもちまして
設立10年を迎えました。

一つの節目ともいえるこの日を迎えることができましたのも、 
ひとえにお客様、 取引先企業様に支えられてのことと心より
感謝申し上げます。

私共はこれからも、 2007年の設立当初からの経営理念である

を忘れることなく、さらなる努力を重ねてまいる所存です。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

経営コンサルティングおよび
クロスボーダーM&Aに関して、

中国以外のアジア市場開拓のための情報拠点

10年の実績、知見を活かした新たな事業やサービスの展開

毎年4回、各専門分野のプロフェッ
ショナルによる情報を発信

毎年3～4回、様々なテーマを取り上げ
100～200名規模のセミナーを開催

中国企業および中国進出を目指す日本企業へ、
経営コンサルティング、

M&A等の各種経営支援サービスの提供

ハンズオン型経営支援
（常駐型による経営改革の実行支援）の強化

地域密着型の
経営支援サービスの実現

多様な専門的手法を駆使して
複雑化・高度化する経営課題を解決

巻頭特別企画

1月 フロンティア･マネジメント株式会社 設立

10月 連結子会社 
頂拓投資諮詢（上海）有限公司 設立

9月

12月

連結子会社 
フロンティア･ターンアラウンド株式会社 設立
シンガポール支店 開設

3月

5月

8月

フロンティア･グローバライゼーション･サポート
（日本企業の海外事業のサポート）

フロンティア･ビジネススクール開講
（経営幹部養成講座）

ポストM&Aサービス　専門チーム
（M&A後の統合支援）

5月 機関誌
「FRONTIER EYES」創刊

6月 初の自社主催セミナー
の開催

7月
8月

長野支店 開設
大阪支店 開設

クライアントの利益への貢献

フロンティア・マネジメントグループ
10年の歩み

ステークホルダーの利益への貢献

社会への貢献

2016年

2014年

2012年

2012年

2013年

2012年

2011年

2007年
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コーポレートガバナンス
コード対応が求められるA社の
中期経営計画策定をご支援させて
いただきました。企業価値向上の
シミュレーションを重ねることで、
手段としてのM&Aを予算化、外部
発信するに至りました。A社のパー
トナーとなるべく、その後もM&A
案件のFA、事業DDやPMIのコンサ
ルティングをワンストップで提供
させていただいております。

地方中核都市を担う運輸事業を中
心とした地域コングロマリット企業
B社におきまして、私的整理の成立
から、ターンアラウンドチームによ
る計画以上の業績改善、ファイナ
ンシャルアドバイザリーチームによ
る地域優良企業への資本
移転をワンストップで
実現いたしました。

　連日M&Aが報道され、M&Aの出来不出来により、企業の成長
に繋がるケースもあれば、逆に存続の危機に陥いるケースもありま
す。ディール期間の短期化による調査不足、予期せぬ事象による
シナジー効果の遅れ、被買収経営陣とのミスコミュニケーションに
よるPMI（M&A後の統合）の失敗等、M&Aそのものが難易度の
高いものになりつつあります。
　弊社M&Aアドバイザリー部門は、M&A案件を紹介し、執行す
るだけでなく、事業戦略の立案、PMIといったプロジェクトの「振
出しからゴール」までのフルライン体制を実現しており、お客様と
一緒になって課題を解決し、目的の達成へ取り組む姿勢を心掛け
ています。特に、海外M&A体制は、北米、欧州、中国、アセアン＋
インドと４地域を重点地域とし、20社を超えるローカルパートナー
ファームと、弊社内のFA＋PMIのアドバイザリーチームが失敗し
ないM&Aに向けて強力にサポートしています。

常務執行役員

光澤 利幸

　ターンアラウンド・再生支援業務は、フロンティア･マネジメントグルー
プの祖業といえます。弊社は、この10年でのべ1,200件を超える多くの
案件に関与させていただき、多くのお客様と成功を分かち合ってきま
した。ここで得た問題解決の術、ネットワーク、そして結果を出すとい
うコミットメントをフルに活用し、最前線で経営を担うタレントと、それ
をバックアップする多様な専門家の組み合わせで、皆様方のご期待に
沿えるように、さらにパワーアップを図っていきます。具体的には、ヘ
ルスケア、公的機関や海外展開のサポート支援など業務領域を拡大し
ていきます。また、お客様の課題解決を推進するプロの経営者を多く
配する深いサービスを提供したいと考えています。
　再生局面で培ったノウハウ、経験をフルに活用することにより、今後
「日本版プロフェッショナル経営者」輩出を加速することで社会、ステー
クホルダー、そしてクライアントの皆様に貢献していきます。

フロンティア･
ターンアラウンド㈱
代表取締役社長

西田 明徳

　弊社コンサルティング部門は、お客様のニーズが大き
く変化する中、新規事業戦略、M&A戦略、海外戦略と
いった多様なソリューションをご提供いたしております。
環境変化の先読みが一段と難しくなる一方で、株主を
はじめとするステークホルダーは長期の成長を求めてい
ます。各業界に対する深い洞察を持つ産業調査部のア
ナリストとコンサルティング部門が協働する弊社独自の
アプローチは、益々困難になる長期成長戦略の策定と実
行において、その真価を発揮しているものと自負してお
ります。
　その中で、経営環境が変化しても一つだけ変わらな
いことがあります。それは、事業再生で培った強いコミッ
トメントと使命感を持って、お客様の経営課題に正面か
ら向き合い逃げることなく成果を出す私たちのこだわり
です。これからも常にお客様に寄り添い、新たなソリュー
ションを提供し続けていきたいと考えております。

常務執行役員

合田 泰政

第一線で活躍している現役コンサルタ
ントの講師陣がリアルタイムのケースス
タディを用いて最新のノウハウを伝授

豊富な海外プロジェクトの実務経験を有するメ
ンバーが、日本企業の海外事業を顧客のニーズ
に合わせて最適な形で設計・実行

クロスボーダー M＆Aに関わる知見を結集し、
PMI（M&A後の統合）の計画策定、統合プロジェ
クトの実行管理・組織能力の向上を支援

事業承継、相続、M&Aの経験が豊富
なメンバーにより、中堅・中小企業
向けに事業の発展を見据えた「攻め
の事業承継」を実現

フロンティア･マネジメントグループに
おけるこれまでの様々な実績や知見を
結集して経営幹部養成講座事業を開始

F R O N T I E R  M A N A G E M E N T  G R O U P

フロンティア・マネジメントグループの事業紹介

フロンティア･グローバライゼーション･
サポート（FGS)

ポストM&A（PMI）
サービス

事業承継
コンサルティング

M&A
アドバイザリー

ターンアラウンド
事業再生

経営
コンサルティング

フロンティア・
マネジメント
グループの
総合力

事例
1

事例
2

ご支援させて
いただきました中で、
弊社の総合力を
象徴する案件の一部
をご紹介します。
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始めたことに加え、2011年の東日本大震災もあり、国内
消費の脆弱性に改めて消費財メーカーが気付き始めま
した。株高で景況感は改善傾向だったけれども、少子
高齢化に備える企業行動によって、成長戦略とか多角
化、10年後を見据えたビジョン、海外進出などを経営
者が求めるようになりました。アジアもその頃から、工
場（労働力）からマーケット（市場）に変化していって、
我々も海外の拠点をつくったり、クロスボーダーＭ&A
チームを作ってグローバル対応したりして、ソリューショ
ンの幅を広げていきました。

大西 その頃から増えてきた成長に向けたコンサルは、M＆A
戦略もあれば新規事業もあれば、海外戦略もあれば営
業改革もある。コンサルティングの中身もどんどん多様
化していっています。国内市場が頭打ちとなり、需要が
これから減っていくトレンドの中での業界再編や、市場
を外に求めていくクロスボーダー（in-out）のM＆Aや、
事業承継などのニーズが高まっています。事業承継も、
オーナーの高齢化という要素もあるけれども、それだけ
ではない将来への不安もあると思います。単独で生きて
いくのはなかなか難しい状況なので、国内、海外との絡
みでのM&Aはここにきて急速に増えていますよね。こ
ういった多様な成長戦略の中で、我々がフロンティアを
始めた時の、お客様のニーズに応じて常に最適なソ
リューションを提供するというスタンスは、今も全く変
わっていません。環境が変化すればお客様のニーズも
変化し、そのニーズに応じて我 も々変化するのが当たり
前で、そういった意味では会社設立当初の想定通りと
言えるでしょう。

松岡 生産労働人口が減少していく日本において、注目されて
いるAIやIoTなどのテクノロジーの飛躍的な進歩にど
う取り組むかが、次の我々の変化に向けた重要な動きの
一つになりそうですね。

大西 人が減る中での対応策として、比較的稼働が低かった
人を稼働させるという政策もあるけれども、ロボットや
AIで生産性を上げて一人の働けるキャパを増やすと

か、人に代わるロボットができることはどんどん代替し
ていくという時代になるでしょうから、そこを含めたビ
ジネスモデルの再構築や新規事業の立ち上げのアドバ
イスなどもこれから提案していきたいなと思います。

 これからの時代、中長期的にみて我々のようなプロ
フェッショナルサービスの需要はどうなっていくのか考
えた時、コモディティはどんどん機械処理に置き換えら
れていくだろうから、より高度なもの、または危機対応
のような想定できないようなところのアドバイスとか、
企業の新しい事業についての戦略提案などが求められ
るでしょう。あとはフロンティア･マネジメントグループ
であるフロンティア･ターンアラウンドで行っている経営
者を派遣する仕事は、これから益々増えると思います。
経営自体はコモディティにはなり得ないですからね。特
に地方の中小企業はそういったマーケットが増えていく
でしょう。事業承継もそうだと思います。

松岡 時代や環境が変化した時、企業や人は全てに完全には
対応できないので、外部から新しい情報を獲得し、その
情報を噛み砕いて企業経営をサポートしてくれる機能
は必要になり続けると思います。このため、コンサルティ
ングという呼称の持続性は不明ですが、コンサルティン
グ的なるものは常に大事であり続けると思います。狭義
のコンサルティングは今あまり拡大していないかもしれ
ないけれど、アウトソーシング業は、この10年で相当拡
大している。コンサルティングをどう捉えるかだと思い
ますが、企業はどんどん内部機能を外部化していくだ
ろうし、時代が変わってニーズも変わるから、外部にい
てサポートする存在の重要性は続くと考えています。
我々がそういう存在にならなければならない、狭義のコ
ンサルをやっていてはいけないという事だと思います。

大西 フロンティア･マネジメントの大きな強みは様々な専門性
をもった人間がいることです。まさに経営資源は人とい
うことになります。今後も常に今までにない視点や新し
い方向性を示すことや、それを先導できるコンサルティ
ングやM&Aの案件を遂行して、仕事の中身で魅了し
ていくことで、より専門性が高い優秀な人が集まり、ま
すます高度な仕事ができる。そういった相乗効果で、な
お一層お客様のニーズに応えていきたいですね。

松岡 産業再生機構に我々が在籍していた当時、再生機構で
なければできないこと、民間でできることを議論したこ
とから始まりました。国の力がなければできないことは
あるけれど、きちんと企業のデューディリジェンスをし
て、エクイティを入れて、ターンアラウンドをするという
業務は民間でもできると。

大西 会計ファームであれば会計士、法律事務所であれば弁
護士、コンサルティングファームではコンサルタントが
それぞれサービスを提供するという形であったものを融
合して、一つの組織の中で多様なバックボーンをもった
人間がチームとしてソリューションを生み出すという、
その当時はあまりなかった新しいビジネスモデルを考え
ましたね。

松岡 社員の採用において、当時多くのコンサル会社は一般
的にIQが高くてゼネラルに何でもできますという人材を
集めていたけれど、我々はそうではなく、それぞれの専
門性の井戸がきちんと掘れている人を集めて、案件ごと
に、または案件の進行によって人の組み合わせを柔軟
に変えていく方法で、ここまで差別化してきたと思って
います。

大西 2007年の会社設立当初は、事業再生からハンズオンの
ターンアラウンドという仕事が多かったですね。景気は

よくなってきていましたが、まだまだ不良債権もあった
し、各銀行の処理も道半ばだった。ですからやはり企業
のバリューアップを図ること、お金を投入するのは他社
に任せて、我々は人間の英知を使ったアドバイスという
ソフトの面で勝負しよう、この２つが当初の理念でした。
実際には、M&A、コンサルティング、再生の利害調整
や金融機関調整などの色々なソリューションを、お客様
のニーズに応じて常に最適なものを提供するというスタ
ンスで、これは当時から一貫しています。

松岡 最初の環境変化は、やはり2008年９月のリーマンショッ
クでした。それまでは、再生機構時代に我々はダイエー
やカネボウの案件に携わっていたので、消費財や流通業
の案件が半分以上を占めていましたが、リーマンショッ
ク以降は円高と株安で、産業財など製造業のニーズが
急に増えました。そこで2009年以降は電機業界や部品
業界など各業界に強いアナリストやコンサルタントを採
用して、産業の幅を広げました。この時期を境にして、
現在に至るまで意識的に産業の幅を広げてきています。

大西 リーマンショックの後、2009年に中小企業金融円滑化法
が施行されてから、金融機関は原則リスケジュールで貸
付をつなぐことになり、我々の再生コンサルの仕事は、
再生の利害調整や債権カットをする仕事から、リスケ
ジュールをするための計画策定に変わっていきました。

松岡 その後の大きなマクロの変化はやはり安倍内閣の発足
です。金融の大幅緩和と低金利策ということで、再生案
件は少なくなりました。一方で成長にむけたコンサル
ティングが増えました。また、少子高齢化の影響が見え

代 表 取 締 役インタビュー

フロンティア･マネジメントの設立の背景

これからのフロンティア･マネジメント

10年の環境変化と
フロンティア･マネジメントの変化

代表取締役

松岡 真宏
10年間を振り返ってみて、アベノミクスや東日本大震災など大きな環境変化がある中で、各
企業も変化対応してきました。私たちフロンティア･マネジメントも最初は小さな会社でした
が、同じように変化をし続けて、現在百数十名でクライアント企業の方々をサポートさせてい
ただいています。これからの10年間も、多分同様に、あるいはそれ以上に色々なことが変化し
ていくと思いますが、私たちもスピード感をもって常に変化して、皆様のパートナーとして伴
走させていただきたいと思っています。

代 表 メ ッ  セ ー ジ

代表取締役

大西 正一郎

M A T S U O K A ’ S  M A S S A G E

フロンティア･マネジメントは、これからも先進的な視点をもって企業がどこに向かっていくの
かを見極め、お客様への最適なアドバイスのために、情報量、技術も含めてより研ぎ澄ませて
いきたいと思います。それによって「よい提案だった、ありがとう」と言っていただけるような、
例えば、これから企業の主要戦略としてM&Aの比重が増えてくると思うので、「フロンティア
の提案通りで理想的な会社の買収ができた」と喜んでいただけるようなM&Aをどんどんお
客様のために仕掛けていきたいと思います。 O N I S H I ’ S  M A S S A G E

×

フロンティア･マネジメント
設立10年の節目にあたって
お客様のパートナーであり続けるために

S P E C I A L  I N T E R V I E W
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社と腰を据えた戦略のディスカッ
ションができない。その結果、子会
社側では、親会社の顔が見えず、
「親会社は自分たちに無関心ではな
いか」という疑念を抱くことがある。
　また、日本流の押しつけも子会
社のフラストレーションを生むこと
がある。例えば、強みである日本流
の技術・品質管理の仕組みを性急
に導入しようとすることで、現地技
術者のプライドを傷つけるだけで
なく、新たな仕組みの導入による
業務効率の低下への懸念から導入
の抵抗を受けることがある。このよ
うなことが続くと、子会社の経営
陣・従業員のフラストレーションが
発生する。
　そして、ガバナンスの問題の根底
には、企業文化の相違、経営思想の
違いがある。典型的な経営思想の
違いとしては、戦略実行の時間軸の
違い（例：成果が出るまでの期間を
短期と見るか、中長期と見るか）、品
質に対する拘りの違い（例：製品にお
いて技術・品質を重視するか、デザ
インを重視するか）、または人材に
対する考え方の違い（例：内部昇格
を前提としたキャリアパスか、能力・
適性に応じたキャリアパスか）など
がある。
　これら経営思想の違いを乗り越
えるためにはどうしたらいいか。手
間を惜しまずにコミュニケーション
をするに他ならないと考える。
　例えば、テルモは、カリディアン
BCT（米国）との事業統合の経験
を通じて、「両社の文化が違うとい
うことを、ある程度時間をかけてで
も理解し合うことが重要だと分
かった」※1と述べている。
　日本企業の強みは生産現場での
ものづくり品質を中心とした現場
力である。また、PMIにおいても生
産現場の改善活動に重きを置くこ
とは、「日本企業らしい」企業文化

融合のアプローチとして興味深い。
　例えば、サントリーホールディン
グスは、ビームス（米国）との統合に
おいて、「ものづくり文化を融合す
ることに重きを置いている」※2と述
べている。また、クラレは、数多く
のM&Aの経験をもとに、「現場の
技術者をつなぎ止めることが安定
操業や品質保持のために重要」※3

と述べている。

　上記の通り、日本企業は現場に
おけるコミュニケーションを得意と
している。この強みである現場力
に、従来、苦手であったトップダウ
ンのコミュニケーション力を付加す
ることにより、確実に統合成果を出
していくことはできないだろうか。
　日本企業がPMIの成功のために
取るべきコミュニケーションのアプ
ローチは以下の通りである。

直ちに現場の統合実務に入るこ
とはせず、まず、親会社と買収し
た子会社のトップ同士で信頼関
係構築のために時間を割き、親会
社の経営理念・ビジョンを共有す
る。トップ同士で信頼関係を構築
後、現場の統合実務に落とし込む
アプローチが必要である。

トップ間の信頼関係の構築活動の

一環として、統合ブループリント
（統合の青写真）は、Day1（株主
変更後の新経営体制発足日）まで
に子会社トップと合意しておく。
統合ブループリントは、子会社が
株主交替後に目指すべき会社像
（業界でのポジショニング、事業
戦略の方向性、経営目標等）及び
統合基本方針（統合シナジー、統
合の範囲・深さと実現の時間軸、
新会社のガバナンス体制等）を定
めたものである。Day1から子会
社マネジメントと合意しておくこ
とにより、円滑な事業の開始と統
合成果の早期実現が期待できる。

子会社への権限委譲の範囲は、
結果責任の明確化と買収後の円
滑なオペレーション開始のための
「肝」となるため、必ずDay1前に
子会社経営陣と合意しておくこと
が必要である。「鉄は熱いうちに
打て」と言われる通り、一度、子
会社トップに委譲した権限の範囲
を後になって変更（縮小）すると
いうことは、子会社の業績が悪化
するなど、特別なことがない限り
はなかなか難しい。日本たばこ産
業は、「ガバナンスはクロージン
グ時点で被買収企業の経営陣と
合意していなければ、その後手に
入れていくことは大変難しい」※4

と述べている。

異文化の企業間の統合では、日本
的な「暗黙の了解」は通用しない。
グローバルな環境においては、明
確な言葉、ロジックで、ビジョン、

　クロスボーダーのPMI（M&A
後の統合）は、買収後の経営その
ものであり、これだけやれば絶対
上手くいくという唯一無二の成功
法則はない。しかし、日本企業の中
にも「M&Aの巧者」も出てきてお
り、成功事例、失敗事例も世に多く
紹介されている。これら事例に学
ぶことで、少しでも成功確率を高
めることはできるのではないか。

　本項では、M&Aのプロセスをプ
レディール（案件開始前の戦略検討
及び事前準備段階）、エグゼキュー
ション（案件の実行段階）及びイン
テグレーション（PMI）の３段階に
分ける。
　M&Aの失敗要因は、プレディー

ルからエグゼキューション段階にお
ける、不十分なM&A戦略、デュー
デリジェンスやシナジー効果の検討
不足による買収価格の過大評価、
PMIにおけるガバナンスの不足や
企業文化の摩擦等が考えられる。
　特にガバナンス（子会社のマネ
ジメント）について、苦手意識を
持つ日本企業は多い。ガバナンス
の失敗の要因としては、以下の２
点が考えられる。
　第一に、日本国内の組織運営思
想に基づき、買収した子会社をマ
ネジメントしようとすること。例
えば、日本企業はオーナー系の企
業など一部を除き、ボトムアップ
による意思決定スタイルを有する
企業が多く、PMIにおいても生産
現場の改善活動を得意としてい
る。一方、欧米及び新興国の会社
は、トップダウンの組織風土を有
する会社が多い。買収した子会社
のトップに対して、自社の戦略・

ビジョン・経営方針の共有が不十
分なまま、現場の統合実務を開始
しようとすることで子会社との摩
擦が生じる場合がある。
　第二に、統合成果への拘りが不
足していること。そもそも買収した
子会社の事業に関する、本社側の
事業責任者があいまいなことから、
PMIにおけるオーナーシップ（当
事者意識）が不足していることが
ある。かかるオーナーシップ不足
から、子会社の事業管理において
も、親会社の立場からPDCAを徹
底できていない、引いては子会社
の業績が計画を下回っていても子
会社経営陣に対して結果責任を追
及できないといったことが起こる。
　子会社の経営者は、親会社から
の一定の方針提示や規律はあって
当然の想定のもと、経営を行って
いる。しかし、親会社側は、オーナー
シップが不明確であるため、自社
の経営方針を明確にできず、子会

クロスボーダーPMIの
成功のアプローチ

PMIの課題はガバナンスと
企業文化の融和

PMI成功のために取るべき
コミュニケーションのアプローチ

1 トップ同士で信頼関係を
構築することから始める

3 ガバナンスは最初が肝心、
遠慮はいらない

4「あうんの呼吸」は通じない。
伝えたいことは明文化（形式知化）
して伝える

 2「統合のブループリント」は
Day1までに買収した子会社の
トップと合意しておく

特集
Ⅰ

特集
Ⅰ

※1： 日経ビジネス（2013年12月19日号、日経BP社）

※2：日本経済新聞（2016年11月10日）

※3：日本経済新聞（2014年8月22日）

M&Aを成功に導くPM Iと日本企業の課題

M&Aを
成功に導くPMIと
日本企業の課題
クロスボーダーPMIでは、日本企業の強みである現場の改善力とトップダウンによる
戦略・統合方針の共有の掛け合わせで成功確率は高まる。
PMIの成果を本気で出すため、自社の強みの訴求、
イノベーションの取り込み及びPMI推進組織の強化が課題である。
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ダー M&Aの主要プレイヤーとし
ての台頭である。先進諸国では、
依然として技術流出等の懸念から
中国企業による自国企業のM&A
に対して批判的な意見が存在する。
しかし、中国企業もその社会的批
判に対応して、最近では買収後の
子会社の経営の自主性に配慮する
ようになっている。

　日本企業も、M&Aの対象会社に
対して、より一層、自社の強みを訴
求し、発揮していく必要がある。

自社の強みを明確化することによ
り、日本企業は、M&A検討時に他
国の競合企業との差別化を図れる
だけでなく、PMIにおいて親会社
への求心力を保持し、子会社のメ
ンバーには日本企業のグループ入
りをしたことを誇りとしてもらうこ
とができる。
例えば、日本電産は、永守社長の
経営哲学をベースとして、買収し
た会社を立て直し、高収益企業へ
変革した実績を強みとしている。
さらに、日本企業が得意としてき
た暗黙知を現地に移植する試みも
行われている。例えば、ダイキン
工業は、高度な技能、例えば、溶
接技術を有した技術者を現地に派
遣し、日本から海外の生産現場に
職人的な技能を伝承することに取
り組んでいる※5。

　二つ目は、IoT（Internet of 

Things、モノのインターネット化）
等、イノベーションのための異業種
間連携、ベンチャー企業のM&A
の増加である。

　日本企業は、大企業意識を捨て、
他社から学ぶ姿勢が必要である。

自社の組織を柔軟に変更してい
く。イノベーションは、「既存の組
織とは別のルールで運営される組
織で生まれる」と言われる。
例えば、SAP（ドイツ）は、イノベー
ションのジレンマを克服するため
に、クラウド企業のDNAを積極的
に取り込もうとしている。そして、
自社の組織を再編成し、サービス
設計、運用、開発に至るまで買収
した企業の体制に合わせる試みを
している。

　三つ目は、コーポレートガバナン
スコードの導入などを背景に、企
業価値経営の意識の高まりが見ら
れること。投資家や社外取締役か
らPMIの成果を求める声も高まっ
ている。

本気でPMIに取り組むための組織
体制を拡充していく必要がある。
買収後の事業責任は事業部にある
のは自明である。しかし、事業部
のPMI作業負担を軽減するため、
日本企業においても、事業部は事

業に専念し、別途PMI責任者を配
置する動きが出てきている。PMI
責任者を設置する方法は、GE
（General Electric）のインテグレー
ションマネージャー《図表》といっ
たPMIの社内専門家を参考にして
いると言われている。例えば、収
益責任を有する地域統括会社が
PMIを推進する、別途インテグレー
ションマネージャーなどのPMI責任
者を任命する、事業開発担当者が
そのまま買収した会社のPMI責任
者として赴任する、PMI担当役員
が地域横串で買収した会社の経
営管理を担当するといった事例が
ある。

　PMIは事業部任せというのが、
日本企業の伝統であったが、いよ
いよ本気で成果を出すために事業
部とコーポレート部門が協働して
PMIに取り組む動きが出てきてい
る。今後、クロスボーダーPMIの成
功事例が増えていくことを切に願
いたい。❖

戦略、ルールを形式知化して共有
することが必要である。

　近年、クロスボーダーPMIにお
いて統合プランの策定実務が定着
しつつある。また、Day1以降、円
滑に統合プランを策定するため、
Day1までの統合ブループリントの
策定実務も普及しつつある。統合
ブループリント及び統合プランの
最も重要な要素は、統合シナジー効
果である。シナジーは、プレディール
の段階で、デスクトップ分析で期
待できるシナジーの仮説を構築、
デューデリジェンスの段階でその
仮説を検証、最後に統合プラン策
定時のシナジーの詳細化を経て、
最終化、子会社の経営目標に折り

込まれる。
　このように円滑にDay1を迎える
ためには、ディールの初期検討段
階から、シナジーの仮説を構築し、
Day1までのM&A対象会社マネジ
メントとの面談機会を通じて、その
シナジーの実現可能性を議論して
定量化していくことが必要となる。

　前述の通り、クロスボーダーの
PMIにおいてはトップダウンのコ
ミュニケーションが成功の出発点
である。そのためには、ボトムアッ
プ型の企業においては、いかにミ
ドル層が経営方針を迅速に立案し、
自社のトップから子会社のトップに
方針を伝達してもらえるかが鍵で
ある。
　例えば、統合プラン策定及び統
合タスクの進捗管理のために設置

されるプロジェクトマネジメントオ
フィス（PMO）が、日本側の方針
立案機能を担い、迅速に経営方針
を立案し、トップマネジメントに上
程していく方法が考えられる。この
ようにPMOによる方針立案機能の
補強により、両社の意思決定プロ
セスとスピードのギャップを埋める
努力が可能となる。

　昨今の日本企業を取り巻く経済
環境の変化を受けて、いよいよ日本
企業にも本気でPMIの成果を出す
ための自己改革が求められている。

　一つ目は、中国企業のクロスボー

※4：「JTのM&A」（日経BP社）

※5：日経ビジネス 2013/1/14号（日経BP社）

慶応義塾大学経済学部卒業。テンプル大学
ジャパン経営学修士課程修了。㈱東京三菱銀
行、㈱KPMG FAS、㈱ローランド･ベルガー、
新日本有限責任監査法人を経て、フロンティア･
マネジメント㈱に入社し、現職。ポストＭ＆Ａ
グループリーダーとして海外・国内のPMI支援
サービスをリードする。

Takeshi HITOMI
人見  健

ファイナンシャル･アドバイザリー第2部
マネージング･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

GEでは、BDマネージャーとインテグレーションマネージャーを配置し、
プレディールからPMIまでを一気通貫で対応する専門家人材を擁している

BD（事業開発）マネージャー

M&Aの実行責任者

■M&A候補対象リストの作成

■DDにおける統合チェックリストの進捗作業を管理

■契約交渉

■クロージングまでの進捗管理

■統合プランはクロージングまでに完成し、イン
テグレーションマネージャーに引き継がれる

インテグレーションマネージャー

PMIの実行責任者

■PMIの経験を有する管理職

■DD段階から参加し、PMIを迅速に進める

■一定期間、例えば6ヵ月間、対象会社に常駐

■組織文化の融合を促す仕組み作り（GE流の
ベストプラクティスと組織風土の伝道師）

■対象会社と人間関係の調整

■短期統合効果の実現を支援

PMIで成果を
出すための日本企業の
課題と対応策

PMIの成果意識の
定着に期待

Day1までの統合基本方針の
合意に向け、求められるM&A
プロセスの加速化

トップダウンの
コミュニケーションの
補強の方法

環境変化1
中国企業がクロスボーダー
M&Aの巧者として台頭

課題1
自社の強みの訴求と発揮

環境変化2
イノベーションのための
異業種間連携の増加

対応例❶

課題2
大企業意識を捨てる

対応例❷

環境変化3
企業価値経営の意識の高まり

課題3
PMIのオーナーシップ（実施責任）
の明確化

対応例❸

GEのM&A/PMI推進組織の特徴図表

特集
ⅠM&Aを成功に導くPM Iと日本企業の課題
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が11.5％、ABB（スウェーデン）が
10.5％、安川電機が10.4％、川崎重
工業が5.8％と日系メーカーが世界
上位のポジションにある。
　日本のロボット産業の高い国際
競争力を支える要因は、ロボットの
顧客である自動車、電機産業が、
自動化に対する取り組みが早かっ
たことに加えて、サーボモータ、セ
ンサー、精密減速機、制御機器な
どで優れた要素部品メーカーが存
在していたこともある。各種のロ
ボット展示会などで、ロボットのデ
モをみると、サーボモータや制御
技術の進化により動作の高速化、
ロボットの小型化が進んでいるこ
と、多関節ロボットや双腕ロボット
などが複雑な作業をこなすこと、
人と共存・協働して作業する協働
ロボットの進化などに驚かされる。

　国際ロボット連盟の調査による
と、2015年のロボットの出荷台数
は前年比15％増の25.4万台に増
加し、過去最高を３年連続で更新
した。2009年のリーマンショック時

には、同台数が６万台にまで落ち
込んだものの、現在の市場規模は
リーマンショック前のピーク（2006
年12万台）の２倍超の規模となっ
ている。この牽引役となっているの
が、アジア、中でも中国である。ア
ジアの2015年出荷台数は、前年比
16％増の15.6万台、中国は同17％
増の6.7万台である。世界のロボッ
トの年間販売台数のうち、地域別
ではアジアが約63％、国別では中
国が27％を占めている。
　一方、中国のロボット密度（従
業員数10,000人に対するロボット
導入台数）は2015年で36台、世界
で28位であるが、2020年には150
台に引き上げる計画であり、中国
でのロボット需要の拡大が世界市
場を牽引する構図が続きそうだ。
ちなみに、ロボット先進国の2015
年のロボット密度は、韓国が531台、
シンガポールが398台、日本が305
台、ドイツが301台となっている。
　国際ロボット連盟では、世界の
ロボット販売台数は年率13％増の
ペースで2019年まで拡大すると予
想している。前述のとおり、アジア
で成長が続くことに加えて、先進国
での労働者不足や熟練工の減少、

食品や医療分野での用途開発の進
展などが、ロボットの需要拡大を牽
引することになろう。《図表1》

　中国政府は、2015年５月に製造
業の発展ロードマップを示す「中
国製造2025」を発表した。この中
で、ロボットを独立した項目として
扱い、

1 産業用ロボットの保有台数は、現
在の約40万台から2020年に80
万台、2025年に180万台、まで引
き上げる（2015年の世界の稼働台
数は163万台） 

2 年間販売台数は、現在の約７万台
から2020年には20万台、2025年
には26万台、を目指す

3 中国ロボット市場における国産
メーカーのシェアは、2020年で50
％以上、2025年で70％以上（2015
年の同シェアは31％）

4 キーデバイスの国産化率は2020
年で50％以上、2025年で80％以
上

5 2025年には中国のロボットメー
カーが世界トップ５入りする

　ロボット産業に関しては、中長期
的に市場が拡大するという見方が
大勢である。ロボット産業は、自動
車や電機産業を主体に成長をして
きたが、今後は人工知能（AI）や
IoT（Internet of Things）を駆使
した技術革新、非製造業分野への
用途の拡大が重要になってこよう。
　従来、ロボットは、工場の生産工
程で使われる産業用ロボットを指す
ことが多かったが、近年は、ソフト
バンク社の「Pepper」のような対話
型ロボット、ホンダ社の「ASIMO」
のような自律型二足歩行ロボット、
サイバーダイン社の「HAL」のよう
な歩行支援ロボット、米iRobot社
の「Roomba」のような清掃ロボット、
人に安らぎを与えるセラピーロボッ
トなど、ロボットという言葉の定義
が大幅に拡がるとともに、新聞やテ
レビなどのメディアで取り上げられ
る機会が増えている。
　日本は、製造業向けのロボットの
分野では、世界トップの生産額及

び技術力を有しており、今後もロ
ボット産業の発展において重要な
役割を担うことになろう。一方、非
製造業向けを主体とするサービス
ロボットの分野では、多岐にわたる
企業が新規に参入してきており、
今後の業界地図は定まっていない
状況にあると言えよう。

　日本で産業用ロボットが本格普
及したのは1980年からである。つま
り、日本のロボット産業の歴史は40
年弱と、自動車、家電製品、工作機
械、建設機械、農業機械などに比
べると、長い歴史をもつ産業ではな
い。日本ロボット工業会では、1980 
年を「ロボット普及元年」と命名し、
その後、日本の産業用ロボット市場
は急成長することになる。
　国際ロボット連盟の調べによる
世界のロボット稼働台数に占める

日本の構成比は2005年までは40
％以上と圧倒的であった。その後、
世界的なロボットの普及もあり、
2015年時点では、日本の同構成比
は20％弱にまで低下したが、稼働
台数は世界トップを維持している。
　日本では、自動車産業の溶接工
程でロボットが採用され、その後、
組立、塗装の工程などに用途が拡
大し、電気機械産業においてもロ
ボットの導入が進んだ。この背景
には、❶３Ｋ作業（危険、汚い、き
つい）から作業者を解放、❷製品
品質の安定化、❸省人化による固
定費削減、❹熟練労働者不足、な
どがある。

　日本経済新聞調べによると、2015
年の世界のロボット市場でのシェア
は、ファナックが16.5％、KUKA（独）

出所：国際ロボット連盟資料よりフロンティア・マネジメント作成
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日本はロボット産業で
世界をリード

ロボットの世界市場は
アジアが成長を牽引

中国政府はロボット産業
の育成に注力

ロボットの主要な
要素部品の
日本の競争力は高い

世界のロボットの販売台数図表
1

特集
Ⅱ

特集
Ⅱ

ロボット産業は技術革新、用途拡大を伴い、持続的な成長へ

ロボット産業は技術革新、
用途拡大を伴い、
持続的な成長へ
世界のロボット市場は、今後も年率13％程度で成長すると予測されている。
ロボットの産業の歴史は相対的に短く、その用途は製造業主体から
非製造業やサービス分野へと拡がりを見せつつある。
また、ロボットが人工知能やIoTなどの新たな技術領域と融合することも、
ロボット市場拡大を後押しすることになろう。
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 　などとかなりアグレッシブな目
標を掲げている。
　中国のロボット産業は、技術的
には発展途上にあるが、官民一体
となってロボット産業の育成に乗り
出しており、要素部品産業の育成、
摺合せ技術などを習得すれば、日
本や欧州のロボットメーカーにとっ
て脅威になろう。また、中国の家電
大手である美的集団が、世界の大
手ロボットメーカーの一角をなす
独KUKA社に対して買収交渉を進
めていることにみられるように、中
国企業による日本や欧州のロボッ
トメーカーあるいは要素部品メー
カーの買収というニュースが今後
もでてくる可能性も高そうだ。

　日本においても、ロボットの普及
は、製造業を主体に進んできたが、
今後は非製造業の分野でも拡大が
見込まれている。経済産業省では、
日本のロボット産業の市場規模は、
2015年1.6兆円、2020年2.9兆円、
2025年5.3兆円、2035年9.7兆円と
拡大を予想している。中でも、サー
ビス分野のロボット市場は、2015

年の約370億円から2020年１兆円、
2025年2.6兆円、2035年4.9兆円と
急拡大を予想している。《図表2》
　この背景は、❶超高齢社会に向け
て生活支援や介護のためのロボッ
ト、❷介護者の負担軽減のためのロ
ボット、❸家庭での生活支援ロボッ
ト、❹コミュニケーションロボット、
❺インフラ・災害対応・建設分野で
のロボットの活用、❻農業分野での
アシストスーツ、除草や収穫作業を
担うロボット、などの分野でロボッ
ト需要が拡大するとみている。た
だ、サービスロボット普及のために
は、ユーザーのニーズを組み込ん
だロボットの開発、ロボット利用の
ためのインフラ整備、リーズナブル
なロボット販売価格などが必要と
なろう。

　ロボット業界でも、人工知能や
IoTを活用する動きが活発化して
いる。世界トップのロボットメー
カーであるファナックは、最新の
IoT技術と最先端のAI技術を取り
入れたオープンプラットフォームで
ある「Field System」を年内に市
場投入する予定である。「Field 

System」は、ロボットのみならず、
工場内の設備をネットワークで接
続することにより、工場全体の最
適化を目指すものだ。ロボットのコ
ントローラには、人工知能を組み
込むことにより、人間の脳が行って
いる判断や思考をコンピュータで
論理的に推論し、加工条件の即時
調整や故障の事前検知などができ
るようになる。また、IoTを活用す
ることにより、人工知能で蓄積され
た学習経験を他のロボットにも伝
えることができ、ロボット同士の協
調作業や、グローバルで生産拠点
をもつ企業の生産性改善にも貢献
できるとしている。
　ロボット単体での差別化に限界
が近づく中、今後、ロボット業界で
は、人工知能やIoTの技術を駆使
して顧客へのソリューションの提供
が重要になってくると思われる。❖

神戸大学大学院工学研究科修了。日本証券アナリ
スト検定会員。メリルリンチ日本証券などで、機械
業界のアナリスト業務を約24年間にわたって担
当したあとフロンティア･マネジメント㈱に入社。

Hideyuki MIZUNO
水野 英之
産業調査部
シニア・アナリスト

出所：NEDOロボット白書2014よりフロンティア・マネジメント作成
（10億円）
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日本では
サービスロボット市場の
拡大を予想 人工知能、IoTとの融合

が重要に

日本のロボット産業の市場規模図表
2

FAX:03-3514-1301 FBS_info@frontier-mgmt.comTEL :03-3514-1387
フロンティア・マネジメント株式会社 ビジネス・スクール事業推進室（担当 松尾）

http://www.frontier-mgmt.com/FBS

●現役コンサルタントである講師から、実体験に基づく生々しい事例を
知ることができた

●実際のケースを使用した講義で、主人公の気持ちになって経営の意思
決定に取り組めた

●専門性が異なる他業種の方々とディス
カッションでき、様々な気づきがあった

旭硝子株式会社
伊藤忠商事株式会社
株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社
GMOアドパートナーズ株式会社
J.フロント リテイリング株式会社

株式会社センチュリーアンドカンパニー
大和ハウス工業株式会社
中部電力株式会社
ティーライフ株式会社
テーラーメイドゴルフ株式会社
株式会社デンソー
株式会社東芝

東洋紡株式会社
東レ株式会社
長瀬産業株式会社
名古屋鉄道株式会社
日鉄住金物産株式会社
日本たばこ産業株式会社

ハウス食品グループ本社株式会社
パナソニック株式会社
株式会社 日立システムズ
株式会社 日立製作所
株式会社 吉野家ホールディングス
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フロンティア･ビジネススクールは、フロンティア･マネジメントで実際に活躍している現役の経営コンサルタントやM&Aアドバイザー
が講師となり、講師自らが担当・経験した事例を受講者が疑似体験できる“超”実践型の授業を実施しております。2期目となる2017
年度は、新規に入門講座や産業分析講座等を追加開講予定です。また、企業様への講師派遣型の研修のご相談も受け付けております。

問い合わせ先

講座詳細内容のご確認はこちらから

受 講 者 の 声

2017年度はさらに
授業内容を拡充してスタート！

昨2016年の開講初年度、
のべ500人の社会人が体感した超実践型スクールが

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル レ ビ ュ ー

業種を問わず、多くの企業様にご利用いただきました！ 

2017年度カリキュラム

NEW! 2017年度新規開講講座

『トップアナリストの産業分析術』
『戦略コンサルタントの仕事術』

経営戦略

経営戦略の基本、既存事業強化、新規事業参入、グロー
バル展開／アライアンス･マネジメント、コスト構造改革、
事業撤退、戦略遂行

M&A

M&A入門、デューデリジェンスの実務、ディールマネジ
メントの実務、クロスボーダーM&Aの実務、シナジー創
出のPMI

経営管理

経営管理とコーポレート･ガバナンスの基本、戦略的組
織設計と人材マネジメント、海外拠点・海外子会社管理

会  場 ベルサール神保町

※確定次第、2017年度カリキュラムをアップします

※掲載許可をいただいた企業様の一部をご紹介しております

※講座内容を変更する場合がございます

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産
千代田ファーストビル南館2・3F ベルサール神保町

受講料 3時間講座30,000円（税抜）／5時間講座50,000円（税抜）

お求めやすい優待チケットもございます。

時  間 14:00～17:00

『経営戦略の基本』・『M&A入門』・『シナジー創出のPMI』は
13:00～18:00

ロボット産業は技術革新、用途拡大を伴い、持続的な成長へ
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　近年は、国内市場の伸び悩み、新
興国を中心とした海外市場の拡大、
各種インフラの発展による事業展開
エリア拡大の容易性等が相まって、
多くの企業が海外進出に力を入れて
いる。その中で、これまで培った商
品力を活かし、一気にグローバルブ
ランドとしての地位を確立し、今や
海外売上高シェアが大半を占める企
業もあれば、グローバルニッチブラ
ンドとしてシェアは小さいが確固た
る地位を確立している企業も存在す

る。
　一方で、日本国内での成功体験を
過信し、海外市場において同様のモ
デルを展開することで、事業の見直
し・撤退等を迫られている企業も多
いが、この違いはどこから生まれる
のだろうか。
　本稿では、弊社がご支援させてい
ただいた食品メーカーの事例を参考
に、この違いが生まれる要因を、ブ
ランド戦略の視点から考察する。

　国内においてマス向け事業を展開

し一定の収益を確保出来ていれば、
市場規模の観点から海外においても
そのノウハウを活かし、同様のター
ゲットを対象に事業を行いたいと考
えるのは当然の心理である。
　しかし、海外市場においては、も
ちろん現地メーカーが存在し、既に
事業を確立している。そのため、単
純に日本で培ったノウハウを活かし
全方位的に展開しても、競争優位性
を発揮し当該現地国でブランドを尖
らせることは困難である。
　弊社がご支援することになった飲
料メーカーの事例を紹介したい。こ
の会社は海外展開時に競合他社と
の差別化を図るためのプレミアム領
域に加え、市場規模確保のために国
内同様、レギュラー領域の商品を投
入した。レギュラー領域では現地
メーカーを筆頭に各社が既にブラン
ドを確立しており、その上、価格競
争力が欠如していたため一向にシェ
ア拡大が見込めなかった。また、プ
レミアム・レギュラーを多面的に展
開した事で、消費者にとっての当該
ブランドの提供価値が不明瞭にな
り、結果としてプレミアム領域商品
へ負の影響を及ぼしている。
　マス向け市場は魅力的であるもの
の、新たな市場でブランドを根付か
せるためには、無理な価格競争は避
け、他社との差別化を図った独自性
のある提供価値の訴求・ブランディ
ングが重要である。この飲料メー
カーは、弊社サポートのもと、提供
価値・ブランディングの再定義を行

い、本内容に沿った施策に現在は取
り組んでいる。

　海外進出時には当該国における対
象商品の文化創造が極めて重要で
ある。コカ・コーラやペプシのよう
なグローバルブランドは多くの国で
知られており、飲用シーンなどの定
着化も図られている。そのような場
合は、文化創造が行われていること
を前提に各種販促を行う事で販売強
化に繋げることができる。
　一方、海外において文化創造がさ
れていない商品を展開する際には、
そうはいかない。同様の販促を行っ
ても、そもそも商品についての理解
がなく、購買には繋がらないのだ。
　弊社がご支援することになった菓
子メーカーの事例を紹介しよう。こ
の会社は近年、海外進出を開始した
が、扱っている商品は、国内ではブ
ランドを確立しているものの海外、
とりわけアジアにおける浸透度は低
かった。そのような状況下で既に本
商品の食文化が創造されている国内
同様の販促を行った結果、顧客の誘
引に失敗したのである。詳細は後述
するが、そこで、弊社がハンズオン
でご支援の上、現地マーケットに根
付いた文化創造の手法を確立し、継
続的に実施することで徐々に収益が
改善傾向にある。

　ここまで２つの失敗事例をもとに
考察を行ってきたが、それでは成功
事例としてはどのようなものがある
だろうか。ここでは、提供価値を明
確にし、食文化を創造することで自
らの商品の売上拡大に繋げたヤクル
トを事例として取り上げたい。

　ヤクルトは日本では機能性食品と
してのブランドを確立しており、健
康意識の高い消費者に愛用されてい
る。海外においても、今となっては
世界30カ国強で飲用されているもの
の、その道のりは決して簡単なもの
ではなかった。進出国においてはど
こもヤクルトのような機能性食品を
飲食する文化が創造されていなかっ
たのだ。そこで、ヤクルト社はヤク
ルトレディの仕組みを用い、消費者
のお宅を１軒１軒訪問し、「健康」と
いう提供価値を発信することで食文
化の創造・中長期的な販売拡大に繋
げていったのだ。
　なお、先程事例❷においてご紹介
した菓子メーカーにおいても、現地で
はSNSを介した知人からの口コミ・体
験の場の２つが重要なマーケット特
性だと捉え、店舗での製造パフォー
マンス・出来立ての味見体験・SNS
で投稿することのインセンティブ付
与等を行うことで発信を行った。
　このように海外においてブランド
を確立するためには、提供価値を明
確にした上で進出国における対象商
品の文化創造状況を見極め、根付い
ていない場合においては、短期的な
利益を追い求めず、中長期的な利益
確保のための文化創造に向けた取組
みを行い、顧客を創造する事が重要
である。

　ここまで見てきたように、海外市場
でのブランド戦略策定においては、３
つの点に留意すべきと考える。《図表》

1提供価値の明確化
誰に何を提供するかを定義。
“誰に”は、消費者のターゲット

層・提供シーン、“何を”は、商
品・サービスがもたらす効用・
意味合いを各国の状況に応じ
て整理することが必要である。

2差別化要素の特定
対象国における同業他社、又は
類似した提供価値を持つ他商
品・サービスを展開する他社と
比較した際の優位性の具体化。
検討に際し、“日本・和”の魅力
と組み合わせて差別化すること
も海外向けには有効であろう。

3文化創造の浸透度に合わせ
た啓発活動
対象国における展開商品・サー
ビスの浸透度に合わせたプロ
モーションの実施。
商品自体の文化が根付いてい
ない場合は商品自体、一定程
度根付いている場合は、自社
商品の独自性を発信する。

　なお、上記要点を検討する際には、
一貫性のあるストーリーとして組み
立てることが重要である。

　情報通信・物流網の発展や規制の
見直し等によりグローバルレベルで
のボーダレス社会が進展し、多くの
企業にとって海外進出が当たり前の
ものとなっている。そのため、各マー
ケットでの競争は従来よりも一層厳
しいものとなっており、また海外市
場においては国別に競争環境が異な
るため従来の国内でのやり方では必
ずしも適応できない。だからこそ、海
外進出における初期ステップとして
国別の動向を見極め、独自性のある
ブランド戦略を策定することがます
ます重要になってくるだろう。❖

●文化創造の度合いは?
●打つべき施策は?

●競争優位性は何か?
●日本ならでは感を訴求出来ているか?

●誰に何を提供するのか?
●各国の状況に合致して
いるか?

慶應義塾大学経済学部卒業。アクセンチュア㈱経営
コンサルティング本部を経て、フロンティア･マネジメ
ント㈱に入社。消費財メーカーを中心に各種業界に
おける長期戦略・海外戦略・中期経営計画の策定、並
びに経営基盤の強化支援等のプロジェクトに従事。

Yugo MAEJIMA
前島 有吾コンサルティング第１部

ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

提供価値の
明確化

差別化要素の
特定

海外ブランド
戦略

文化創造の
浸透度に合わせた
啓発活動

国内市場が縮小する中、多くの日系企業にとって海外進出は至上命題である。
その際、各国の状況を理解し、市場の独自性に対応したブランド構築を図ることが有効である。
本稿では、弊社事例を踏まえて海外市場向けブランド戦略の在り方を考察する。

海外市場における
ブランド構築の取組み

海外ブランド戦略策定の要点図表

海外ブランド戦略策定の
要点

事例❸：提供価値の明確化

最後に

事例❶：現地メーカーとの価格競争
によるブランド毀損

事例❷：文化創造・顧客創造なき
プロダクトアウト事業展開

海外トピック

海外における市場適応型
ブランド戦略の要諦 海

外
に
お
け
る
市
場
適
応
型
ブ
ラ
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※1： 全国で218社4,028店舗が加盟するVCで、加盟
企業の総年商は4兆3,566億円。

※2： オール日本スーパーマーケット協会。55社2,110
店舗が加盟するVC。加盟企業の総年商は２兆
210億円。

※3：チェーンストア16社と、生活協同組合３協が加盟
するVC。加盟企業の総店舗数は2,000店以上、
総年商３兆円。

　食品スーパー（以下、SM）業界の
再編は人口減少・少子高齢化が顕在
化する地方で先行して進んでいる。
顧客の高齢化や人口減少による市場
縮小に加え、事業拡大に必要となる

パート社員の確保も課題となってい
る。また、コンビニ、ドラッグスト
アやホームセンターなど異業態との
競合も激化しており、一層の経営効
率化や差別化に必要となるプライ
ベートブランド開発、ネットスー
パー、物流センター、プロセスセン
ター、システム等への投資は必須の

状況と言える。これをローカルスー
パー各社が単独で行うことは容易で
なく、業界再編を促す大きな要因と
なっている。また、創業者が引退す
る時期を迎えており、経営の世代交
代、オーナー一族の事業承継が背景
となっているケースも少なくない。

　イオンは2011年にマルナカ･山陽
マルナカグループ（高松市、岡山市、
売上高3,294億円）、2012年にテスコ
ジャパン（東京、売上高550億円）、
2013年にJ.フロントリテイリング傘
下のピーコックストア（売上高1,126
億円）を買収、2014年にはTOB及
び株式移転によりマルエツ、カスミ、
マックスバリュ関東を経営統合し、
持株会社ユナイテッド･スーパー
マーケット･ホールディングスを設
立するなど積極的にM&Aを手掛け
てきた。2016年2月期における同セ
グメントの売上高は３兆円を超え国
内最大規模を有するが、営業利益率
は０.７％と低調に推移している。

　一方でボランタリーチェン（以下、
VC）のCGCグループ※1に加盟する
アークス、アクシアル リテイリング
を中核とした地方ローカルチェーン

のグループ化も進んでいる。《図表》
　アークスが標榜する「八ヶ岳連峰
経営」に象徴される持株会社傘下で
事業会社の独自性・地域性を残した
広域連合体は、東日本のSM企業が
M&Aを検討する上で有力な選択肢
として定着しつつある。アークスは
2011年に青森県のユニバース（売上
高1,025億円）を株式交換で子会社
化し本州に進出、その後、岩手県の
ジョイス（売上高497億円）、ベルプ
ラス（売上高406億円）も株式交換
で傘下に入れた（2016年３月に合併
しベルジョイスとなる）。ラルズと福
原が統合し純粋持株会社アークスを
設立して以来15年間で売上規模を3
倍以上に拡大している。持株会社傘
下の各事業会社は、営業エリアにお
ける地域シェアを高めることで収益
力も業界平均を維持し続けている。
　アクシアル リテイリングは、2006年
に原信が株式交換でナルスと経営統
合し純粋持株会社原信ナルスホール
ディングスを設立、2013年にフレッセ
イ（群馬、同623億円）を株式交換で
傘下に入れ社名をアクシアル リテイリ
ングに変更した。売上高は2,300億円
を超えたが営業利益率は３.８％と業
界平均を上回る。
　SM業界においては、「食」の地域
性を活かしながら規模のメリットを
追求する合理的なストラクチャーで
あり、さらに地域的広がりをみせる
可能性が高い。

　持株会社をプラットフォームとし
た経営統合は、前述の通りCGCに
属する企業に限定的に見られた再編
であったが、2015年にAJS※2の有
力企業である丸久がマルミヤストア
（大分県、同375億円）を会社分割及

び株式交換で経営統合し、持株会
社リテールパートナーズを設立した
ことで西日本においても持株会社方
式による広域化の新たな流れが生ま
れている。《図表》2017年３月１日付
で福岡県を地盤とするマルキョウを
株式交換で完全子会社化することも
公表しており、2015年２月期に860
億円だった売上高は来期以降2,300
億円規模まで拡大、山口県のローカ
ルスーパーが九州全域をもカバーす
るリージョナルチェーンとなる見通
しである。今後も収益性を維持でき
るかなど課題はあるものの、M&A
を実行しなければ実現不可能なス
ピードで事業を拡大している。
　リテールパートナーズ各社の統合
時点における外部との提携関係を整
理しておくと、丸久＝VCはAJS、イ
ズミと資本業務提携、マルミヤスト
ア＝VCはニチリウ※3、イズミと資本
業務提携、マルキョウ=VCに加盟
せず、西日本鉄道（西鉄ストア）と
資本業務提携という状況である。こ
れまでの同一VC間という限定され
た企業間での取り組みからさらに発
展したものと言える。また、すでに
資本業務提携先がある状況下で経
営統合した点も興味深い。業界再編
における自社の選択肢が複数ある中
で経営統合を選択したことが推察で
きる。

　アークス、アクシアル リテイリング、
リテールパートナーズの３社に共通
しているのは、上場企業である点と、
統合後の議決権比率で10％を超え
る創業家株主が存在しない点であ
る。
　株式交換により完全子会社となっ
た企業の旧オーナー株主は、上場株

であるホールディングスの株を受け
取ることで流動性を確保されること
は重要であり、また資本と経営を分
離することで、特定のオーナー株主
に支配されない点も地域の有力企業
が参加する要因となっている。上記
の要件を満たす企業であれば、他地
域において広域連合体の中核となり
得る。
　特に事業承継問題を抱えるオー
ナー企業にとって、店舗ブランド存
続や経営の独自性を維持できるとい
う「事業子会社間は対等の目線」と
いうコンセプトがM&Aを検討する
上で心理的ハードルを下げる重要な
ポイントとなる。
　本稿ではSM業界にフォーカスし
たが、営業エリアや機能の補完関係
が成り立つのであれば他業界の再編
においても検討に値するものと考え
る。❖

Shoji OGIMURA

明治大学考古学専攻卒業。山一證券㈱に
て富裕層向け個人営業、行政職員として埋
蔵文化財発掘調査、メリルリンチ日本証券
㈱に富裕層向け資産運用業務、㈱レコフで
の中堅・中小企業のＭ＆Ａ助言業務を経て
フロンティア・マネジメント㈱に入社。2016
年にマネージング･ディレクターに就任。

荻村 昇二
事業承継コンサルティング室長

マーネジング・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

アクシアル リテイリング

リテールパートナーズ

アークス

ラルズ

原信

丸久

マルキョウ
（2017年3月統合予定）

マルミヤストア

オーケー

フレッセイ

ベルジョイス

福原

道東アークス（旧・篠原商店等）

ナルス

ユニバース

東光ストア

道北アークス（旧・ふじ）

道南ラルズ（旧・ユニークショップつしま）

人口減少・少子高齢化による市場縮小、異業態も含めたオーバーストア等を背景に食品スーパー業界の再編が加速
している。特に地方においては、再編の第三局と言われてきたローカルチェーンによる広域連合体の形成が進む。
事業承継問題を内包する食品スーパー再編の方向性を考察する。

食品スーパー業界
再編の背景

持株会社方式による広域
リージョナルチェーン形成

これまでの再編の主役：
大手ナショナルチェーンに
よる買収

今後の広域連合の可能性

新たな潮流と今後の展望

経営統合型M&Aにより広域化するSMグループ図表

M&Aトピック

食品スーパー業界再編の潮流
食
品
ス
ー
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ー
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界
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流
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　IMFによると、2015年の日本の一
人当たりGDP（USドル購買力平価
ベース）は世界31位である。その世
界シェアは４.２％であり、ピークであ
る1991年の８.９％から半減、2020
年には３.７％への減少が見込まれ
る。そこに少子化が重なり、労働力
人口（15～64歳）は2015年の7,629
万人から2060年には4,418万人と４
割超減少し、生産性改善の動きが本
格化し始めている。
　生産性を個別企業の個人の働き
方に置き換えると、そのドライバー
は、ルーチン業務を対象とした❶ス
リム化、そして思考系業務を対象と
した❷個別任務の最適化、❸仕組み
の最適化、❹新需要の創出、の４つに
分けられる。❶、❷は効率化、❸、❹
はイノベーションに関するものであ
る。❹を引き出す為にも、生産性改
善の取り組みには❸が最も重要で
あると言える。
　個人の仕事は、企業におけるハー
ド面（戦略、システム、組織構造）と
ソフト面（価値観、風土、人材、スキ
ル）の仕組みが規定する。「働き方
改革」は、その仕組み替えを通じて、
社員の働き方をソフト面の経営意図
に対して合目的的にし、またハード
面の戦略やビジネスシステムや組織
構造のてこ入れによりイノベーショ
ンを図る事と言える。
　上記をふまえ、本稿では「課題×

手段×環境」の視点で、個別企業に
おける働き方改革のアプローチを示
す。《図表》

　日本企業にはゲマインシャフト的
要素である共同体型組織の特徴を
もった企業が少なくない。共同体型
組織では実質的な権限は経営ではな
く現場にあり、経営意図に伴う変化
は現場の納得感がない限り仕事に反
映されにくい。その特徴は、業績好
調時の「勢い」がある時には強みに
なるが、業績不調時には組織慣性と
して変化の落とし込みを困難にする
要因となる。
　経営や本社が計画策定後のモニ
タリングで現場介入を試みても、そ
れらはすぐ形骸化してしまうため、
フィードバックを通じた学習を促す
形をとらざるを得ない。仕組みの最
適化ではハード面、ソフト面の課題
を絞り込む必要がある《図表》。その
取り組みは遠隔の本社からではな
く、事業部門や機能部門といった現
場からのボトムアップで行う事が現
実的である。
　本社の生産性は、機能部や事業部
といった現場の管理レベルに依存す
る「親子関係」である。仕組みの複
雑さを軽減するには、本社と現場の
全体を俯瞰した代替が必要となる。
残業抑制等による総量規制は働き方
改革の必要条件にはなるが、十分条

件ではない。
　弊社がご支援したA社では、本社
が課題を経営管理システムに絞り込
み、トップダウンからボトムアップ
の集約に変える事で、仕組み替えの
膠着状態の打破に繋がった。

　戦略が適切に組まれていれば、生
産性改善の論点はプロセスや組織構
造のハード面、または人の価値観や
能力といったソフト面の要素に集約
される。サッカーで例えれば「チー
ムと個」であるが、それらを切り離
すことや全面的に変えることは現実
的ではない。仕組み替えを通じて「勢
い」を作るには、特定の事業・機能、
新規事業、M&A等、限定した範囲
で成功事例を作ることが現実的な手
段となる。《図表》
　「イノベーションへの解」において、
クリステンセンはイノベーションの
阻害要因は経済合理性に基づく意思
決定プロセスにあり、その対応とし
て創発的戦略を促す能力の育成、及
び既存と異なる組織の採用を指摘し
ている。仕組み替えの取り組みを生
産性で評価するには、個別の取り組
み自体ではなく、それを目的とする
共同体型組織の結果である業績に
求める事となる。
　人材の獲得に加え、戦力化が企業
にとって急務となりつつある。しが
らみから切り離された組織は、優秀

な幹部候補の人材育成のよい機会と
なる。自前での仕組み替えは、その
成果が不確実なだけでなく多くのエ
ネルギーを要するため、企業が仕組
み替えを進める手段としてのM&A
の重要度が増すと考えられる。
　弊社がご支援しているB社は、グ
ローバル展開の制約となっている人
材不足解消のため、小規模のクロス
ボーダーM&Aを仕組み替えの手段
とする統合プランを検討している。

　働き方改革にはソフトとハード、
個とチームの両面でのアプローチが
必要である。個の意識改革への働き
かけによる人材の戦力化は、会社と
しての仕組み最適化への働きかけな
しでは実現困難であろう。会社が「勢
い」を取り戻すためにできる働きか
けは、経営のスポンサーシップ、資
源付与とそのマネジメント、シンプ
ルな管理と修正主義、をふまえた分
権化であり、またその環境づくりで
ある。《図表》
　分権化の環境では、考える人と実
施する人の一致が重要である。経営
層自らが推進する形も取りうるが、
持続性の観点ではその主役は10年

先を背負うミドルやジュニア人材と
し、また経営層はスポンサーやアド
バイザーに徹することが望ましい。
その運用は別枠の委員会等が担い、
失敗を成果に繋げる舵取りが求めら
れる。
　上記の環境は働き手にとっては魅
力ある成長機会であり、会社にとっ
ては人材開発の実務である。時間を
要する運用の持続には、工数に加え
て金額面での生産性評価が一助とな
る。具体的には、経営層やシニア層
の関与工数の低減である。
　弊社がご支援したC社では、慣習
に縛られない場の運用を通じ、直接
的な人材開発効果に加え、そうした
人材の現場リーダーシップによる間
接的効果を引き出した。

　個別企業レベルでの生産性改善
の主なターゲットは、「課題×手段
×環境」で的をしぼった仕組み替え
である。仕組み替えに必要なのはIT
インフラ等のツールではなく、イノ
ベーションの能力構築に向けた運用
である。経営管理や事業プロセスと
いったビジネスシステムや組織構造
を自己変革する能力は、新需要の創

造に向けた機会探索や適応の土台と
なる。
　すでに変化が風土となっている、
またM&Aをイノベーション手段と
して活用している企業はその限りで
はないが、近い将来、日本企業は否
応なく生産性の抜本的な見直しを迫
られる。見方を変えれば、世界に先
んじた高齢化に伴う社会的変化の圧
力が高まる日本は、イノベーション
推進の観点では優位な状況にあるは
ずだ。
　今後各社での増加が見込まれる
働き方改革では、その対象を効率化
に留めず、別枠の共同体型組織とし
ての分権化を通じ、ハードとソフト、
個とチームの両面を通じたイノベー
ション能力構築の手段として実践さ
れるべきである。❖

名古屋工業大学、カリフォルニア州立大学卒
業。アクセンチュア㈱、メリルリンチ日本証券
㈱を経て、フロンティア･マネジメント㈱に入
社。2015年にマネージング･ディレクターに
就任。2008年ハローフーヅ㈱社外取締役、
2010年㈱ウィルコム事業管財人代理に就任。

Katsuji YANO
矢野 勝治
コンサルティング第2部

マネージング･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

課題

ソフト面

（価値観、風土、）人材、スキル

ハード面
（戦略、システム、組織）

手段

M&A

新規事業

特定の事業・機能

環境

シンプルな管理と
修正主義

資源付与と
そのマネジメント

経営層の
スポンサーシップ現政権が進める働き方改革は、現時点では労働環境のネガティブな側面の是正に偏っている。

今後加速が見込まれる各社の働き方改革では、その対象を効率化に留めることなく、イノベーション能力構築の手
段としてポジティブに実践する必要がある。

生産性の
抜本的見直しが必要

仕組みに関する
「課題」の定義

勢いを取り戻す
「手段」の設定

終わりに

仕組み替えによる生産性改善のアプローチ図表

仕事をかえる
「環境」の整備

コンサルタントの眼
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　「厚生労働白書」（厚生労働省）に
よれば、生涯未婚率（50歳の時点で
一度も結婚したことのない人の割合）
は、2000年以降急速に伸長しており、
2015年時点で男性は24%、女性は
15％にも達するという。今や、男性で
いえば４人に１人が生涯独身という、
まさに結婚氷河期を迎えており、若
年人口の減少とも相まって、ブライ
ダル市場における顧客数は大幅に減
少している。加えて近年では、結婚
式に対する価値観が多様化してお
り、通過儀礼的に結婚式を行うこと
が当然であった時代は、もはや過去
のものとなりつつある。人口減や、「結
婚しない」という意識そのものを変

えることが難しい中では、いかに多
様化する価値観に対応するかが重要
となる。本稿では、そのカギを探る。

　結婚式に対する価値観の変化の１
つが、結婚式を行わないで済ます「ナ
シ婚」層や、小規模・少額の結婚式で
済ます「少人数婚」層の増加である。
このような結婚式に対して消極的な
層は、昔から一定程度存在していたも
のの、2000年以降、特に顕在化して
きた。「結婚総合意識調査2016」（リ
クルートブライダル総研）によれば、
直近２年間で「ナシ婚」層は29.1%か
ら32%へと2.9ポイント増加しており、
今や入籍したカップルの３組に１組が
「ナシ婚」を選択している。この理由と

して、一つは限られた資金を結婚式に
費やすか、新婚旅行や新生活の準備
費等、結婚式以外の用途に費やすか
を天秤にかけ、結婚式をしないという
合理的な判断をするカップルが増加
してきたことがあるだろう。また、ネッ
トの普及とともに、企業とカップルと
の間に存在していた情報の非対称性
が解消され、カップルが結婚式の「妥
当な費用」をある程度正確に把握で
きるようになったことも少なからずあ
るだろう。

　２つ目にあるのが、結婚式そのも
のに対する価値観の変化である。《図
表》昔は、例えば「○○ホテルで式
を挙げた」というように、「どこで」
式を挙げたかが重視されていた。こ
の背景には、結婚式という市場がそ
もそも、世間体や見栄に依る部分が
大きく、立派な式場で派手な式を挙
げることこそが至上価値であるとい
う通念があった。しかし、今日にお
いてはむしろ、当日の結婚式でどの
ような感動や幸福を体験・共有でき
るかということが重視されてきてい
る。「結婚トレンド調査2016」（リク
ルートブライダル総研）によれば、
現在のカップルが問合せや資料請求
をする会場数は、2010年は5.9件だっ
たが、2016年は4.4件となり1.5件
減少している。一方、会場決定から
実際の結婚式までの内容の検討期間

は、7.3ヶ月だった2010年から2016
年は8.3ヶ月と一ヶ月伸長しており、
「どこで」結婚式をするかというより
も、結婚式で「なにを」するかに、よ
り重きが置かれてきていることがう
かがえる。

　こうした市場の縮小や結婚式に対
する価値観の多様化により、ブライ
ダル業界の各プレイヤーは生き残り
に向けた戦略を再考する必要に迫ら
れている。これまでは、「豪華・派手」
といった画一的な様式の結婚式が受
け入れられていた。画一的であるが
ゆえに、「豪華さ・派手さ」が保障さ
れていることにむしろ安心感があっ
た。一方、今後はカップルのニーズ
に沿った、多様な様式の結婚式を提
供することが求められている。しか
し、こうした個別のニーズに一つ一
つ対応しようとすると、当然ながら
費用対効果は合わなくなってしま
う。カップルのニーズに応えようと
すればするほど、自分たちの首を絞
めるという「ジレンマ」が存在し、
それをどう克服するかが大きな課題
となる。

　この「ジレンマ」克服のカギは、
「他力」の活用にあると考える。こ
れまでブライダル業界のプレイヤー
は、ウェディングプランナー（以下、
WP）という「ヒト」や、式場という「ハ
コ」を全て自前で賄ってきた。こう
した「ヒト」や「ハコ」を固定費と
して抱えつつ、高価格ながら高付加
価値のサービスを提供することで、
ビジネスモデルを形成してきた。し

かし、限られた経営資源で多様な
ニーズに応えることが必要な今、自
前主義から脱却したビジネスモデル
への変革が求められている。筆者が
提言したいのは「フリーランスのWP
の活用」だ。
　フリーランスのWPは、特定の企
業に属することなく活動しているた
め、式場や提携先等、企業による制
約を受けることなく、カップルのニー
ズに合わせて柔軟にサービスを提供
できる。企業は、フリーランスのWP
を活用することで、必ずしも自前で
WPを抱える必要がなくなり、これ
まで「固定費」だった「ヒト」のコス
トを「変動費」化できるようになる。
具体的には、売上高比で約16%※を
占める人件費を相当程度、「変動費」
化できると想定される。春・秋に挙
式が集中するブライダル業界におい
て、需要に応じてコントロールが可
能となることは有用であろう。この
ことと、カップルの多様なニーズへ
の対応の両立が可能になることが、
企業にとって、フリーランスという
「他力」活用のメリットとなる。フリー
ランスのWPから見ても、企業と連
携することで、カップルとの接点の
増加や信憑性の担保というメリット
があり、Win-Winの関係が築ける
可能性は十分にある。
　ここで、他産業における「他力」
活用の事例を見てみよう。消費財
メーカーのP&Gは、製造業にとって
肝となるR&Dにおいて外部の力を
活用することで、いくつものヒット
商品を生み出している。サービス業
においては、例えば海外ベンチャー
企業のVayableは、プロのガイドで
はなく、インサイダーと呼ばれる旅
先の事情に精通した現地人を旅行
企画者として活用している。そうす
ることで、単なるパッケージではな
く、旅行者のニーズに沿ったカスタ

ムメイドの旅行を提供することを可
能にしている。このような事例を見
ても、ブライダル業界において、フ
リーランスという「他力」を活用す
ることは有効であると考える。
　ただし、フリーランスのWPの活用
により、自社の式場が活用されなくな
る、既存の提携先との軋轢が生じる、
自社独自の世界観が崩れる、といっ
たいくつかのリスクはあるだろう。し
かし、現状に拘泥していては、環境
変化に飲み込まれるリスクがあるこ
とも忘れてはならない。ある程度のリ
スクは覚悟しつつも、まずは集客でき
る基盤を整えることが必要なのでは
ないだろうか。例えば、フリーランス
のWPのプラットフォームを構築し、
カップルとのマッチングを図るビジネ
スモデルは、今後の方向性の１つと
なり得るだろう。

　冒頭で、ブライダル業界には逆風
が吹いているということを述べた。
一方、ぐるなびウェディングによれ
ば、「ナシ婚」層の70%以上が、式
を挙げなかったことに心残りを感じ
ているという事実もある。また、も
ともとは「ナシ婚」を選択したもの
の、結果的に式を挙げた人の95%
が「やってよかった」と感じている
そうだ。こうした結果を見ても、結
婚式に対するニーズはまだまだ潜
在的には存在するのではないだろう
か。自力にこだわらず、他力である
フリーランスのWPを活用し、顧客
ニーズに合致した柔軟なサービスを
提供することで、潜在的なニーズを
掘り起こす企業が出現してくれば幸
いである。❖

※ブライダル事業を主体とする3社の平均値を使用

東京大学農学部卒業。フロンティア･
マネジメント㈱では、製造業、外食・
小売業界の事業性評価、成長戦略
策定等のプロジェクトに従事。

Tomoyuki ABE
阿部 友之
コンサルティング第１部
ジュニア･アソシエイト

出所：フロンティア・マネジメント作成
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　弊社では、事業法人の部長クラス以
上向けに、2013年より毎年1回、Ｍ＆Ａ
セミナー（2013年）、「食」セミナー（2014
年）、製造業セミナー（2015年）を、100~
150名規模で行ってまいりました。今
回は4回目の事業法人向けセミナーと
なりましたが、「戦略としてのＭ＆Ａ」へ
の高い関心を反映して、過去最高とな
る207名もの方にご来場を賜りました。

　アステラス製薬株式会社事業開発部
長の河野順様からは「アステラス製薬
の成長戦略とＭ＆Ａ・アライアンスの位
置づけ」と題してご講演いただきまし
た。医薬品業界は、製品開発期間が長
く開発リスクも高いといった特性によ
り、グローバルで見てもＭ＆Ａが完全
に戦略実行手段として組み込まれてお
り、その態様も大手によるバイオベン
チャーの買収、事業ポートフォリオ再
構築、後発品企業の再編など、様々な
類型が見られるとのことです。グロー
バル医薬品市場では近い将来、企業Ｍ
＆Ａや製品買収等の外部開発品売上構
成が５割に達すると予想されています。
アステラス製薬自身も、藤沢薬品と山
之内製薬の合併により誕生しましたが、
その成長戦略において新たにがんを重
点研究領域に設定された後、米国、欧
州で相次いで同領域でのＭ＆Ａを実施
されているとのお話をいただきました。

　またグローリー株式会社特別顧問の
吉岡徹様からは、同社の海外売上を一
挙に３倍に引き上げた英国タラリス社
買収という大きな案件を中心にご講演
いただきました。トップによるこうし
た大型案件の決断の背景には、通貨処
理機分野で世界トップブランドを目指
す為に、グローリーが苦手とするソ
リューション提案力やマーケティング
力をタラリス社に求めるという明確な
戦略目的があったとのことです。また
クロスボーダー案件からの教訓として
３点をご教示いただきました。第一に、
異なる文化の統合という困難な作業に
は、やはり共有できる経営理念が重要
であること。次に、事業計画とキャッ
シュフローが重要であり、そこではシ
ビアなデュー・ディリジェンスとPMI
が極めて重要であるとのご指摘でし
た。さらには各国毎のコミュニケーショ
ンの壁がある中では、やはり言語と相
互理解が重要とのご指摘がありまし
た。

　株式会社LIXILビバ取締役の筒井
高志様からは、企業変革の為のＭ＆Ａ
という観点からご講演いただきまし
た。企業は社会的存在ですが、社会は
常に変化し続けます。そうした変化の
中で、様々なステークホルダーから評
価を得るためには、短期間で成果の出

る可能性があるＭ＆Ａは重要である
が、明確な事業戦略とPMIが成功の
要件であると説かれました。そして最
後に、Ｍ＆Ａの成功に向けて、まずＭ
＆Ａを可能にする社内風土を進化させ
て行く覚悟、次に信頼できるファイナ
ンシャル･アドバイザーをパートナーと
して持っていること、そして小規模な
Ｍ＆Ａにチャレンジしてそこから学ん
でいくこと、の３点をご提言いただき
ました。
　
　以上３名の方の基調講演に加えまし
て、弊社常務執行役員コンサルティン
グ第２部長合田からは、Ｍ＆Ａを特別
視するのではなく、通常の戦略実行手
段として捉えて備える必要性と、経営
環境が不確実性を増す中で自社提供価
値を柔軟に変更するための新しいタイ
プのＭ＆Ａを小規模かつ高頻度で実行
する必要性についてご説明申し上げま
した。また弊社ファイナンシャル・アド
バイザリー第２部ポストＭ＆Ａグループ 
マネージング･ディレクターの人見から
は、PMIで成果を上げるための日本企
業の課題について、❶グローバルＭ＆
Ａ市場で中国企業の存在感が増す中
で、自社強みの訴求、❷大企業意識を
捨てて投資先から学ぶ姿勢、❸PMIの
実施責任の明確化、の必要性について
ご説明申し上げました。

　弊社では、今後も企業経営の最先端
のテーマについて、セミナーを通じて
有用な情報提供を行ってまいりますの
で、ご愛顧のほどよろしくお願い申し
上げます。❖

　弊社では、日頃から取引先支援で協
業させていただいている全国の地域金
融機関を対象に、毎年１回のペースで
セミナーを開催しております。2012年
に22社42名のご参加により第１回目
を開催して以来、弊社の金融機関ネッ
トワークの拡大に合わせて、銀行数、
部署数ならびに参加人数ともに順調に
拡大し通算５回目となった今回は、開
催時期が金融機関の下半期期初の10
月となったことで、各金融機関におけ
る期初の行内外の諸会議や、９月に公
表された「金融仲介機能のベンチマー
ク」に関する各種対応と重なり、大変
多忙な時期であったにも関わらず、地
域金融機関とその系列子会社を合わ
せ61社から117名の方にご参加いた
だくとともに、ご参加者の所属部署も
審査関連部署48名、法人関連部署52
名、その他（企画系部署等）11名と多
岐にわたり、過去最大規模での開催と
なりました。

　セミナーの内容も、これまで「私的
整理」や「地方創生」など、その時々
の経済環境や金融環境に照らし、地
域金融機関の最も関心の高いテーマ
にフォーカスしてまいりました。今回

は、日銀のマイナス金利政策もあり地
域金融機関の収益環境が厳しさを増
し、従来型のビジネスモデルの見直し
が求められる中で、地域金融機関共
通の課題である「地域金融機関の取
引先支援」を統一テーマとして、金融
庁より地域金融機関出身で総務企画
局地域金融企画室長兼検査局総務課
地域金融機関等モニタリング長の日
下智晴様をお招きし「抜本的な事業
再生への課題」をテーマに基調講演
をいただくとともに、経済産業省から
経済産業政策局地域経済産業グルー
プ地域経済産業審議官の鍛冶克彦様、
銀行業界からは株式会社静岡銀行代
表取締役で取締役副頭取の中村彰宏
様をお招きし、弊社役職員を交えて「地
域企業の成長支援と地域金融機関に期
待される役割」をテーマにパネルディ
スカッションを実施いたしました。ま
た、弊社からは顧問の二宮茂明より
「群馬より地域経済問題を考える」を
テーマに講演を、各案件メンバーから
は地域金融機関との協業による多様
な案件事例について紹介させていた
だきました。

　その中でも日下様の講演は、金融庁

から「金融仲介機能のベンチマーク」
が公表された直後ということもあり、
多くの参加者の関心を集めました。地
域金融機関を取り巻く経営環境は、少
子高齢化に伴う人口減少、企業の恒常
的な資金需要低迷や新興国の景気減
速により混迷を極め、特に2016年1月
末の日本銀行によるマイナス金利導入
により地域金融機関のコアビジネスで
ある預貸業務の収益環境は厳しさを
増しつつあります。一方、地域金融機
関は、地方における地方創生の主たる
担い手として、取引先支援を通じた地
域経済活性化への強いコミットメント
を期待され、まさに各金融機関におい
て新しいステージに向けた変革の動き
がスタートしていると言って過言では
ありません。

　弊社は、2007年の創業以来、全国の
地域金融機関様と共に多くの企業様の
経営課題解決を支援してまいりました
が、企業の課題は、時代に応じて事業
再生から成長戦略や海外進出、事業承
継など、とどまることなく変化し多様
化しています。かかる環境下、弊社も
地域金融機関様と金融機関のお取引先
様のために尽くし、クライアントの利
益、ステークホルダーの利益、社会へ
の貢献を果たすことを、社員一同改め
て誓ったセミナーでもありました。ご
来場いただきました地域金融機関の皆
様には、この場を借りて厚く御礼を申
し上げます。❖

　弊社では、日頃から取引先支援で協
業させていただいている全国の地域金
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で、ご愛顧のほどよろしくお願い申し
上げます。❖

鳥居 龍一事業開発部
シニア・ディレクター

合田 泰政常務執行役員
コンサルティング第2部長

2016年10月14日に如水会館（東京都千代田区）にて、地域金融機関様
を対象としたフロンティア・セミナーを開催いたしました。全国の地方銀行
様、第二地方銀行様を中心に61社から117名の方にご参加いただき、弊社
の地域金融機関向けセミナーとしては過去最大規模となりました。

経営戦略におけるM&Aの重要性への認識が益々高まる中、2016年11月
30日にホテルニューオータニ鳳凰の間におきまして、お招きした社外講師
3名に弊社講師2名を加え、「フロンティアM&A戦略セミナー ～M&Aを真
の戦略ソリューションとして成功させる条件～」を開催いたしました。
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開催報告

FRONTIER±SEMINAR REPORT
REPORT❷

REPORT❶

24 FRONTIER±EYES  FEB. 2017 25FEB. 2017  FRONTIER±EYES

出力ファイル名：FrontierEYES_v16_p24-p25_161226_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 21.0.0J（CC2017）

貼込アプリ： Adobe Photoshop 18.0.0J（CC2017）
作成OS ： OS X ver.10.11.6

2016-12 vol.05-161226

機関誌『Frontier EYES』vol.16（2017.FEB.）
P24_P25



ア
ジ
ア
現
地
レ
ポ
ー
ト

政にほとんど関与はありませんでし
た。タイはどの国に属することもなかっ
た一方、度重なる軍部のクーデターに
より自浄する歴史を有しており、国王
もクーデター成立の承認をこれまで拒
むことはなく、ゆえにタイ国民も比較
的冷静に受け止めているようでした
が、一度だけ、1992年のクーデター時
に積極的に調停役として介入したこと
で、国王の姿を内外に示すことになり
ました。

　プミポン前国王によって時間をかけ
て王室権威を（再）確立してきた中、
その立場を引き継ぐことになるワチラ
ロンコン新国王の手腕が注目されると
ころですが、筆者は、主に以下の諸点
に関心を持っています。

■暫定（軍事）政権との心理的な距
離感《筆者仮説：近い》

■経済面への関与
《筆者仮説：積極的に関与しない》

■外交面での関与
《筆者仮説：積極的に関与しない》

　上記仮説を前提とした場合、今後
同国が政治・経済環境が大きく変化
する可能性は低いとみています。さら
に言えば、少なくとも今後５～７年間
（2016年８月の国民投票を経た新憲法
法案への国王署名・施行により）は、
2017年に予定される総選挙・民政復
帰後も、軍部による政治介入が国民・
王室からお墨付きを得る形で継続さ
れることになります。
　他方、実経済に目を向けた場合、
2014年の現暫定軍事政権以降、タイ
経済は内需主導の経済成長の姿を示
すことが出来ておらず、また不動産価
格・賃金上昇などを受けて、自動車産
業やエレクトロニクス関連で進出して
きた外資企業群も、タイ一辺倒の投資

リスクを他のASEAN諸国に分散する
動きを示しており、公共投資のみに頼
らない内需拡大の施策が急務です。ま
た、実体経済へのインパクトは、クー
デター後の株価や為替推移を概観す
ると、他のASEAN諸国との比較でそ
れほど悪影響は出ておらず、為替面か
ら見れば、まだ金融緩和＋為替誘導（自
国通貨安）の余地も残されているよう
に拝察されます。
　民政が望ましいことは言うまでもあ
りませんが、タイに関していえば、政
治・王室・軍部の連携はもはや歴史的
に緊密であるとも言え、また現暫定政
権は、王位承継との舵取りと合わせ、
上手く機能していると言えます。課題
は、❶都市―地方間格差の拡大による
地方からの「革新を求める声」の拡大
（タクシン氏動向等）、❷内需低迷によ
り外資から見た魅力の低下、❸軍部内
での集権の分散化・分裂、あたりと思
料します。❖

　1980年代以降、日本のアニメが中国
でTV放映され始めました。
　1990年代に入り、今でも人気の「聖
闘士星矢」「ドラゴンボール」等で80
後（中国で1980年代生まれを指す。以
下10年毎に90後、00後と呼称）の支
持を得る事となります。2000年代に

は、日本での流行と大きな時差がな
くなり、アニメに接する機会がさらに
増えて、90後世代は生活の一部とし
てアニメを取り入れました。
　80後（第一次ネット時代）から00後
世代の人口は、合計すると５.５億人と
なり、アニメ文化の牽引層といえます。
　2005年以降は胡錦濤政権時に「中
国製アニメ振興」を理由に日本アニメ
の輸入禁止措置が取られました。
　しかし、インターネット普及により
ネット視聴が一般的となり、政府の緩
和と制限を繰り返しながら、現在は日

本とリアルタイムでの視聴が可能に
なっています。

　現在、二次元市場（ACG：アニメ、コ
ミック、ゲーム）の規模は、数値の取り
方で異なりますが、2015年で2,500億
元（約４兆円）、2020年には7,500億元
（約12兆円）に拡大との見方もあります。
　2014年前後よりBAT（百度、アリバ
バ、テンセント）を中心として日本コ
ンテンツの買付に動いており、特にテ
ンセントの動きは活発に見られます。
　そして動画配信からゲーム化への
IP活用はさらに加速化しています。日
本のスマホゲーム市場は約80億米ド
ルで中国と同規模ですが、中国市場は
伸び率からみても2016年には日本を
超えるとみられます。
　これまで中国市場に馴染みのある

IPを利用しながらもヒットが少ない日
本IPのスマホゲームでしたが、日本
企業の自助努力や中国企業との連携
により、中国市場向けのゲーム配信
が行われ、今後もゲーム化に向けた
IP使用権交渉は広がるとみられます。
　さらに今後は、動画配信やゲーム制
作で成功実績を出した各社がアニメ製
作委員会へ投資し、新IP製作に進ん
でいくでしょう。
　これまで、アニメ製作委員会の理解
や実績が浅い点が理由となり、日本ア
ニメに限らず、製作委員会への参入障
害となっていました。ACGの中国市
場での成功実績から、今後はIP製作
自体に中国企業が関わっていくと見ら
れます。
　日本で大ヒットした映画「君の名は。」
が異例のスピードで2016年10月に中
国公開が決定され、12月2日から7,000
館以上で上映開始となりました。興行

収入も公開日から13日間で544,700千
元（約92億円）を記録し、中国公開の
日本アニメ映画の最高興行収入を記録
した「STAND BY ME ドラえもん」（上
映30日間で約85億円）を上回って、中
国公開の日本映画としては歴代興行収
入の新記録を樹立しました。日本アニ
メコンテンツがビジネスとして大きな
収益を生むとの判断から中国の各事業
体を動かしたと言えます。
　しかし、その背景には中国政府の韓
国に対する「限韓令」による韓国文化
芸能コンテンツの輸入制限の影響が
あると言われていますし、過去の対日
対応を見ても、今後日本IPが中国市
場で障害なくビジネス化できるとは言
い切れません。
　今後も拡大する市場ニーズの内容
と環境について注視しつつ取組む必
要があると考えます。❖

　徳川10代将軍（家治）の下で田沼意
次が辣腕をふるい、米国では独立戦争
の真っ只中の頃、タイ・バンコクに現
在の王朝（チャクリー王朝：1782年～）
が始まりました。それから234年の間、
王位はプミポン前国王まで９代引き継
がれ、2016年12月1日付けで、現在の
（軍事）暫定議会からの要請を受けて、
ワチラロンコン皇太子（64歳）が第10
代国王に即位しました。現在は立憲君
主制ですが、プミポン前国王の在位が
70年と長かったこと、国民から神化に
近い敬愛を得ていたことなどから、逝

去報道後しばらくは、報道規制・不敬
罪逮捕者（王室批判）など、連日紙面
だけでも緊張感が伝わりました。
　プミポン前国王の70年間という長
期在任期間は、王位承継が始まるタイ
ミングが早かったという背景もありま
す。1946年、第二次対戦が終結した当
時、王位にはプミポン前国王の長兄（ラ
マ８世）が在任していましたが、謎の
急死を遂げます。このような背景から、
プミポン前国王は、当時18歳、かつ予
期せぬ形で、ラマ９世として即位する
ことになりました。
　即位後20年間は摂政時代であり、国

※：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「機動戦士ガンダム」などがある。

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
シニア･ディレクター

Toru NAKAMURA
中村  達

Takemi MORI
毛利 剛実

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
マネージング・ディレクター

動画ネット配信、スマホゲーム市場拡大により中国消費者の日本IP※への興味は
深化しています。
今後は、新IP製作に中国企業の関与が増えていくと予想されます。

タイ王国において在任70年のプミポン国王逝去に伴い、その長男であるワチラロ
ンコン皇太子がラマ10世として即位しました。日系企業が多く進出するタイにつ
いて、歴史を振り返りつつ、これからについて考えたいと思います。
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中国のアニメIP（知的財産権）ニーズについて

中国市場での
日本アニメ普及変遷

「アニメ」⇒「スマホゲーム」⇒
「アニメ」のビジネス

中国現地レポート

タイ新国王即位を迎えて思うこと

『７０／２３４』

新国王による影響はあるか？

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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