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　立場上、弊社社員から、クライアント
企業の社長を一緒に表敬訪問して欲し
いという依頼が少なくありません。その
際、私は社員に「社長はどういった背
景をお持ちの方ですか？」と必ず質問
します。人間は過去に積み重なった時
間でできているためです。
　精神科医・岡田尊司氏の『父という病』
は、ヘミングウェイや三島由紀夫など男
性性を希求する作家の多くが幼児期に
母親と適切な愛情関係を結べず、それ
が成人してからの行動規範を形成して
いると記しています。これは極端な例
ですが、自分を振り返ってみても、学生
時代や社会人成り立ての頃の様々な経
験が、無意識的に考え方や意思決定に
影響を与えているような気がします。
　出身地も一つの要素かもしれません。

長寿番組になりつつある日本テレビ系
の『秘密のケンミンSHOW』が高い視
聴率を続けているのも、出身地による各
人の性格や行動への影響に対し、視聴
者が強い関心を持っているからではな
いでしょうか。弊社は数多くの地域金融
機関と協業をしておりますが、各地を訪
問する度に、“ご当地ならでは”といった
場面に出くわすことが多々あります。
　ワインの味を表現する時に「テロワー
ル」という言葉が使われます。これは各
品種における、生育地の地理、地勢、気
候の特徴を指す言葉で、ワインの味に
その土地特有の性格を与えるものの総
称です。定量的アプローチでの企業分
析に加え、経営者の「テロワール」を発
見・分析することも同様に大切だと感
じています。

　これまで長年懸案だった、企業や消
費者の契約ルールを定める債権関係規
定に関する改正を含む民法改正案が、
５月26日に国会で可決されました（施行
は交付日から３年以内）。当該改正は、約
120年ぶりの大改正と言われています。
　本改正案では、例えば、民法総則に
おいて、意思表示の錯誤がある場合に
当該意思表示は従来の「無効」ではな
く「取消し」という手続きを要すること
になったことや、債権の消滅時効の起
点や期間について、「権利を行使できる
時から10年間」に加えて、新たに「権
利を行使できることを知った時から5年
間」も加わり消滅時効が早まったこと、
そして、契約書で利率を定めない場合
に適用される法定利率が５％から３％
に変更になり、且つ、法定利率が３年ご
とに一定のルールで見直されるという
ことが定められており、これは、法律家

だけでなく通常の当事者間の契約にも
影響を与える大きな変更です。
　このような実質的な法律内容の変更
に加えて、これまで、法律の明文はない
ものの、判例・通説等の解釈で導かれ
ていた法理を、この改正法で明記した
箇所も相当数存在しています。よって、
改正後の民法の新条項に沿って、これ
まで作成されてきた各企業の標準的な
契約書雛形も一斉に見直す必要が出て
くるものと思われます。
　私が、司法試験を受験していたころ
常識であった民法知識の相当程度は、
今回の大改正の中で変更されていま
す。私自身も含めて、各企業の中で法
律に関わる職場にいる方々は、法律が
施行される日までの間に、改めて、今回
の民法改正の内容を十分に勉強する必
要があるように思います。
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　地方における人口減少と高齢化
の問題は、労働力不足による地域
企業の成長の停滞と、消費市場の
縮小による地域顧客型企業の売上
高減少という深刻な問題を与えて
いる。
　このような中で、これまでの地方
創生は、地域内に域外から観光客
を呼ぶための仕掛けづくりや機械
化・IT化による生産性改善の話が
中心となってきたイメージがある
が、地方創生を真に果たすために
は、地域の外からお金を稼ぐ主体
となる地域中核企業が、地域外の
顧客も取り込んで成長発展し、ひ
いては海外へも顧客を拡大してい

くことが不可欠と考えられる。この
ため、地域内で製造した製品を国
内外に販売してお金を稼ぐ製造業、
農業、観光、スポーツ等を含む幅
広い分野の企業の育成と支援を中
心に、地域中核企業の高度育成・
支援プログラムとして提供する国
の制度が、本項のテーマとなって
いるグローバル・ネットワーク協議
会である。
　ここでは、世界レベルで活躍す
るコンサルタント、技術専門家等と
地域中核企業とのマッチングを行
うことにより、これまで行われてき
た地域専門家の方々による日常の
支援とは異なる視点を示すことが
期待されている。当社は、今年度、
当該グローバル・ネットワーク協議

会の事務局業務の受託会社として
仕事をしており、本制度の運営を
担当している立場より本制度を皆
様にご紹介するものである。

　経済産業省は、「地域経済活性
化のためには地域を牽引する企業
（＝地域中核企業）の創出と成長が
有効である」との考えのもと、2016
年度から「地域中核企業創出・支
援事業」を開始した。
　この事業は、地域の支援人材を

域中核企業に精通している人材と
で構成されている。このような強力
な体制により、成長分野における
新事業創出や海外市場における
シェア獲得等のために克服すべき
高度な経営課題に対応している。
弊社は一般財団法人日本立地セン
ターと共に初年度にあたる昨年度
からこれに携わっている。【図表1】
 

　GN協議会の活動は、大きく「個
別プロジェクトに対する支援」と
「全プロジェクトに対する支援」と
に分けることができる。【図表2】

　前者（個別プロジェクトに対する
支援）は、GCDが直接プロジェクト
を支援するものであり、事務局が事
前に経済産業局・プロジェクト・地
域中核企業と面談を行いニーズや
課題を協議・共有したのち、最適な
GCDを選定し支援を依頼するとい
うプロセスを経て、GCDによる支援
がなされる。昨年度、GCDからは、
100件を超える相談や会議対応に協
力いただき、プロジェクトに対して、
戦略策定や販売支援等で有効なア
ドバイスが行われた。「戦略策定支
援」では、ＢtoＣ領域の新事業・新
商品のビジネスモデル構築や海外
進出支援、農作物の輸出戦略支援
など、コンサルタント系GCD中心に
支援が行われた。「販売支援」に関
しては、国内外を問わず大手企業や
先端企業への販売の橋渡しが行わ
れた。また、これらに加え、特定領
域の支援として、工場の生産性改

善、新ビジネスの資金調達の支援等
が行われた。GCDは非常に広い領
域で深い経験・知見を有しているこ
とから、世界市場を狙う企業を含め、
様々な産業領域や事業化ステージ
にある企業に対して、幅広い支援の
提供が可能となっている。

　前述の個別プロジェクト支援に
加えてGN協議会が行っているの
が、全プロジェクトに対する支援で
ある。具体的には、常設の窓口を設
置し各種質問等を受け付けると共

に、該当するプロジェクトを集めた
各種会議を開催し、GCDを含めた
専門家による講演や共通課題の洗
い出し・解決に対する討議等を通じ
た課題解決の支援を行っている。
昨年度の具体的な活動内容は下表
のとおりである。【図表3】
　産業分野毎に行われる分野別会
議は、経済産業省の担当課も参加
するスタイルとなっており、同じ悩
みを抱えるプロジェクトの支援人材
が一堂に会して協議を行うことで本
質的な共通課題をそれぞれの知見
を持ち寄り協議することができると
共に、行政からの目線も加えた対応

出所：経済産業省資料よりフロンティア・マネジメント作成
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　地方における人口減少と高齢化
の問題は、労働力不足による地域
企業の成長の停滞と、消費市場の
縮小による地域顧客型企業の売上
高減少という深刻な問題を与えて
いる。
　このような中で、これまでの地方
創生は、地域内に域外から観光客
を呼ぶための仕掛けづくりや機械
化・IT化による生産性改善の話が
中心となってきたイメージがある
が、地方創生を真に果たすために
は、地域の外からお金を稼ぐ主体
となる地域中核企業が、地域外の
顧客も取り込んで成長発展し、ひ
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くことが不可欠と考えられる。この
ため、地域内で製造した製品を国
内外に販売してお金を稼ぐ製造業、
農業、観光、スポーツ等を含む幅
広い分野の企業の育成と支援を中
心に、地域中核企業の高度育成・
支援プログラムとして提供する国
の制度が、本項のテーマとなって
いるグローバル・ネットワーク協議
会である。
　ここでは、世界レベルで活躍す
るコンサルタント、技術専門家等と
地域中核企業とのマッチングを行
うことにより、これまで行われてき
た地域専門家の方々による日常の
支援とは異なる視点を示すことが
期待されている。当社は、今年度、
当該グローバル・ネットワーク協議

会の事務局業務の受託会社として
仕事をしており、本制度の運営を
担当している立場より本制度を皆
様にご紹介するものである。

　経済産業省は、「地域経済活性
化のためには地域を牽引する企業
（＝地域中核企業）の創出と成長が
有効である」との考えのもと、2016
年度から「地域中核企業創出・支
援事業」を開始した。
　この事業は、地域の支援人材を

域中核企業に精通している人材と
で構成されている。このような強力
な体制により、成長分野における
新事業創出や海外市場における
シェア獲得等のために克服すべき
高度な経営課題に対応している。
弊社は一般財団法人日本立地セン
ターと共に初年度にあたる昨年度
からこれに携わっている。【図表1】
 

　GN協議会の活動は、大きく「個
別プロジェクトに対する支援」と
「全プロジェクトに対する支援」と
に分けることができる。【図表2】

　前者（個別プロジェクトに対する
支援）は、GCDが直接プロジェクト
を支援するものであり、事務局が事
前に経済産業局・プロジェクト・地
域中核企業と面談を行いニーズや
課題を協議・共有したのち、最適な
GCDを選定し支援を依頼するとい
うプロセスを経て、GCDによる支援
がなされる。昨年度、GCDからは、
100件を超える相談や会議対応に協
力いただき、プロジェクトに対して、
戦略策定や販売支援等で有効なア
ドバイスが行われた。「戦略策定支
援」では、ＢtoＣ領域の新事業・新
商品のビジネスモデル構築や海外
進出支援、農作物の輸出戦略支援
など、コンサルタント系GCD中心に
支援が行われた。「販売支援」に関
しては、国内外を問わず大手企業や
先端企業への販売の橋渡しが行わ
れた。また、これらに加え、特定領
域の支援として、工場の生産性改

善、新ビジネスの資金調達の支援等
が行われた。GCDは非常に広い領
域で深い経験・知見を有しているこ
とから、世界市場を狙う企業を含め、
様々な産業領域や事業化ステージ
にある企業に対して、幅広い支援の
提供が可能となっている。

　前述の個別プロジェクト支援に
加えてGN協議会が行っているの
が、全プロジェクトに対する支援で
ある。具体的には、常設の窓口を設
置し各種質問等を受け付けると共

に、該当するプロジェクトを集めた
各種会議を開催し、GCDを含めた
専門家による講演や共通課題の洗
い出し・解決に対する討議等を通じ
た課題解決の支援を行っている。
昨年度の具体的な活動内容は下表
のとおりである。【図表3】
　産業分野毎に行われる分野別会
議は、経済産業省の担当課も参加
するスタイルとなっており、同じ悩
みを抱えるプロジェクトの支援人材
が一堂に会して協議を行うことで本
質的な共通課題をそれぞれの知見
を持ち寄り協議することができると
共に、行政からの目線も加えた対応

活用して地域中核企業候補による
新分野・新事業等への挑戦や事業
化戦略の立案/販路開拓等を支援
する取組であり、全国各地のプロ
ジェクトの支援が行われている。
なお、昨年度に20.5億円であった
予算額が、今年度は25億円に増額
されている。なお、全国各地のプロ
ジェクトには、以下の２つのタイプ
が存在する。

　医療機器や航空機から農業や観
光などまで非常に幅広い産業が対
象となっているが、それぞれに高
い専門性を持っている支援人材が
これをサポートしている。

　上述の全国各地での地域中核企
業支援の取組を加速させるため、
様々な分野において世界レベルで
活躍する日本のトップランナーを
「グローバル・コーディネーター」（以

下GCDと表記）として組織すると
共に、この取組の核となる推進組織
として、GCDと常設の事務局からな
る「グローバル・ネットワーク協議会」
（以下GN協議会と表記）が設立さ
れ、活動が行われている。GN協議
会のミッションは、地域中核企業支
援のプロジェクトをサポートし、地
域中核企業の優れた技術やサービ
スに関する国内での事業化をより確
実なものとすると共に世界市場につ
ないでいくことにある。
　GCDは、大手もしくは最先端企
業の現役の経営者やトップコンサ
ルタント、大学教授等、世界市場に
通用する事業化等に精通した、世
界的に著名な専門家等で構成され
ており、海外（シリコンバレー）で
活躍している日本人も含まれてい
る。また、事務局は、事業の目利き
ができるコンサルタントと全国の地

❷プロジェクトハンズオン支援
事業：地域中核企業の更な
る成長のため、支援人材を
活用して、事業化戦略の立
案／販路開拓をハンズオン
で支援するための事業

❶地域中核企業創出支援ネッ
トワーク形成事業：新分野・
新事業等に挑戦する地域中
核企業候補の成長を促すた
め、支援人材を活用して、全
国の外部リソース（大学、協
力企業、金融機関等）との
ネットワーク構築を支援する
ための事業

出所：グローバル・ネットワーク協議会（事務局）資料よりフロンティア・マネジメント作成
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個別支援プロジェクトのタイプとテーマ図表2

2016年度の主な活動内容（会議関連）図表3
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　地方における人口減少と高齢化
の問題は、労働力不足による地域
企業の成長の停滞と、消費市場の
縮小による地域顧客型企業の売上
高減少という深刻な問題を与えて
いる。
　このような中で、これまでの地方
創生は、地域内に域外から観光客
を呼ぶための仕掛けづくりや機械
化・IT化による生産性改善の話が
中心となってきたイメージがある
が、地方創生を真に果たすために
は、地域の外からお金を稼ぐ主体
となる地域中核企業が、地域外の
顧客も取り込んで成長発展し、ひ
いては海外へも顧客を拡大してい

くことが不可欠と考えられる。この
ため、地域内で製造した製品を国
内外に販売してお金を稼ぐ製造業、
農業、観光、スポーツ等を含む幅
広い分野の企業の育成と支援を中
心に、地域中核企業の高度育成・
支援プログラムとして提供する国
の制度が、本項のテーマとなって
いるグローバル・ネットワーク協議
会である。
　ここでは、世界レベルで活躍す
るコンサルタント、技術専門家等と
地域中核企業とのマッチングを行
うことにより、これまで行われてき
た地域専門家の方々による日常の
支援とは異なる視点を示すことが
期待されている。当社は、今年度、
当該グローバル・ネットワーク協議

会の事務局業務の受託会社として
仕事をしており、本制度の運営を
担当している立場より本制度を皆
様にご紹介するものである。

　経済産業省は、「地域経済活性
化のためには地域を牽引する企業
（＝地域中核企業）の創出と成長が
有効である」との考えのもと、2016
年度から「地域中核企業創出・支
援事業」を開始した。
　この事業は、地域の支援人材を

域中核企業に精通している人材と
で構成されている。このような強力
な体制により、成長分野における
新事業創出や海外市場における
シェア獲得等のために克服すべき
高度な経営課題に対応している。
弊社は一般財団法人日本立地セン
ターと共に初年度にあたる昨年度
からこれに携わっている。【図表1】
 

　GN協議会の活動は、大きく「個
別プロジェクトに対する支援」と
「全プロジェクトに対する支援」と
に分けることができる。【図表2】

　前者（個別プロジェクトに対する
支援）は、GCDが直接プロジェクト
を支援するものであり、事務局が事
前に経済産業局・プロジェクト・地
域中核企業と面談を行いニーズや
課題を協議・共有したのち、最適な
GCDを選定し支援を依頼するとい
うプロセスを経て、GCDによる支援
がなされる。昨年度、GCDからは、
100件を超える相談や会議対応に協
力いただき、プロジェクトに対して、
戦略策定や販売支援等で有効なア
ドバイスが行われた。「戦略策定支
援」では、ＢtoＣ領域の新事業・新
商品のビジネスモデル構築や海外
進出支援、農作物の輸出戦略支援
など、コンサルタント系GCD中心に
支援が行われた。「販売支援」に関
しては、国内外を問わず大手企業や
先端企業への販売の橋渡しが行わ
れた。また、これらに加え、特定領
域の支援として、工場の生産性改

善、新ビジネスの資金調達の支援等
が行われた。GCDは非常に広い領
域で深い経験・知見を有しているこ
とから、世界市場を狙う企業を含め、
様々な産業領域や事業化ステージ
にある企業に対して、幅広い支援の
提供が可能となっている。

　前述の個別プロジェクト支援に
加えてGN協議会が行っているの
が、全プロジェクトに対する支援で
ある。具体的には、常設の窓口を設
置し各種質問等を受け付けると共

に、該当するプロジェクトを集めた
各種会議を開催し、GCDを含めた
専門家による講演や共通課題の洗
い出し・解決に対する討議等を通じ
た課題解決の支援を行っている。
昨年度の具体的な活動内容は下表
のとおりである。【図表3】
　産業分野毎に行われる分野別会
議は、経済産業省の担当課も参加
するスタイルとなっており、同じ悩
みを抱えるプロジェクトの支援人材
が一堂に会して協議を行うことで本
質的な共通課題をそれぞれの知見
を持ち寄り協議することができると
共に、行政からの目線も加えた対応

策の検討が行われている。この会
議は人的ネットワークの構築にも一
役買っており、非常に有意義なもの
となっている。

 　2017年６月に公布された地域
未来投資促進法は、「地域経済を
牽引する事業（「地域経済牽引事
業」）を促進し、地域の成長発展の
基盤強化を図るため、事業者等が
作成する当該事業に係る計画を承
認する制度を創設し、計画に係る
事業を支援する」ものである。具
体的には、認定を受けた企業は、❶
資金的援助（設備投資減税、地域
中核企業創出・支援事業を含む各
種予算の活用等）、❷規制の特例
（規制改革ニーズへの迅速な対応
等）、❸情報／知的資産に関する支
援（特許・商標の特例等）といった
メリットを享受できる。
　2017年度夏からの施行が予定さ
れているが、地域中核企業創出・
支援事業が支援人材等に対する戦
略面、販路面の予算措置であるの
に対して、こちらは設備投資に対
する減税措置が含まれており、相
乗効果が大いに期待される。

　地域中核企業創出・支援事業は、
公募に応募し採択される必要があ
るが、委託費を活用して経験と知見
が豊富な専門家の支援を受けるこ
とができ、通常の企業運営では十
分に対応できない新事業展開に向

けた事業化戦略の立案や顧客獲得
のための販路開拓等を加速させる
ことが可能となる。我々も事務局と
して全国各地のプロジェクトに関し
て各支援人材と協議・情報交換を
行っているが、業界のTOP企業の
OBや優秀なコンサルタント、大学
関係者等が支援人材としてその
ネットワークも最大限に活用しつつ
支援活動を行っている。また、GN
協議会を活用すれば、全プロジェク
トに対する支援を受けられると共
に、GCDによる個別の支援・助言を
得ることもできるため、更なる相乗
効果が期待されるものである。

　本項で紹介したインフラ（国によ
る各種支援の体制）は、これに気づ
き活用している企業は非常に有効
に活用しかつ結果も出している一
方、残念ながらこの仕組みを知らな
い企業や、知っていても自社がそれ
を使えると認識していない企業も少
なくない。この制度の周知徹底は
我々をはじめこれに関与する者の
ミッションであるが、地域金融機関
や地域中核企業の支援に携わって
いる組織や人材も、これらの制度に
対する理解をより深めたうえで、活
用が効果的と考えられる地域中核
企業に対して積極的に働きかけを
行うことが有効と考えられる。

　弊社はグローバル・ネットワーク
協議会の事務局という形で公的立
場から地域中核企業支援に関与し
て２年目に入るが、霞ヶ関での産
業政策とそれを実現する地方の取

組みの両方に接する機会を得るこ
とができている。地域中核企業支
援を通じた日本経済の活性化とい
うテーマは弊社の重要なミッション
の一つであると自負しており、この
経験を活かして、効果的な地域中
核企業への支援を今後も継続して
実施していきたいと考えている。

術の中から自社で採用可能
性があるものをリストアッ
プ。その後、リストアップし
た企業群と面談を実施し自
社での採用可能性を検討す
ると共に製品・技術に対す
るアドバイスを実施。また、
それらの中で具体的な面談
に進める先をピックアップし
商談を行うと共に、その一部
と具体的な取引を実施。

●中核企業（プロジェクト）の課
題：ネットワーク型プロジェ
クトにおいてエレクトロニク
ス関連企業やモノづくり関連
企業群と大学・ユーザー企
業との連携が図られている
が、大手ユーザー企業に対す
るアクセスルートに課題を抱
えている。

●GCDの支援内容：対象とな
る中核企業（群）の製品・技

●中核企業の課題：加工食品の
原材料（差別化された特徴
を有しているもの）の生産事
業が順調に伸長してきたが、
近年成長が鈍化してきたこ
とから、新たな成長戦略とそ
の具体的な戦術・計画の策
定が必要。

●GCDの支援内容：中核企業
と集中的なディスカッション
を行い、今後の戦略的成長と
してあり得る複数の選択肢
（戦略オプション）を導出。ま
た、市場環境及びその中核
企業の強みに鑑み、それら選
択肢に優先順位をつけ、優先
的に対応すべき選択肢を特
定。さらに、具体的にどの様
にそれを実現させていくか（収
益予測、費用予測の見積もり
方、テスト試行の仕方と検証
のやり方等）をアドバイス。

●中核企業の課題：中核企業の
コア技術を活かして医療分
野で非常に特徴のある新製
品を開発しているが、高付加
価値であるものの高価格で
あるところ、市場においてそ
の付加価値が認められにく
く販売が伸び悩んでいる。プ
ロジェクトとしては生産コス
トの低減が課題と認識。

●GCDの支援内容：中核企業
と集中的なディスカッション
を行った結果、当該製品の生
産工程等に鑑み、原価低減
の難易度が高いと診断。一
方で、その特性をうまく訴求
することができれば高単価で
も十分に受け入れられる余
地があると指摘。商談に際し
てどのような客観データが有
効か、またそれをどのように
取得するかについても伝達
すると共にその実施に関し
ても支援。

●中核企業の課題：新規事業と
してソフトウエア事業を立
上げ、新たな画像関連ソフ
トを開発。医療関連領域等
への展開を想定しているが、
ソフトウエアの更なる改良
や必要とされる特殊モニ
ターの開発資金と運転資金
確保のために資金調達が必
要。

●GCDの支援内容：事業を切
り出して新会社を設立して
独立した資金調達を可能と
させることで、中核企業自体
（本業）から調達リスクを分
断すると共に、開発を大規
模化かつ加速させることを
アドバイス。また、ベンチャー
キャピタル数社との面談を
アレンジし、ベンチャーキャ
ピタルと共に当該ビジネス
モデル下での投資実現可能
性を検討。加えて、当該面談
を通して、投資家としての観
点から特許面に関するアド
バイスを実施。
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　今回ご紹介したい株式会社丸水
長野県水は長野県を地場とする総
合食品卸売業である。売上高は約
400億円、祖業の水産卸（地方卸売
市場）が売上の約４割を占めてい
る。
　魚介類の消費量は年々減少傾向
にあり、過去20年で約30%減少し
ている※1。加えて、市場経由率は
過去20年で20%低下※2、卸売市
場の取扱金額も2.3兆円と半減して
しまっている※3。これらは消費の
減少に加え、川上、川下の直接取
引が増加するなど、中間流通の取

引構造が変化したためである。こ
のような環境変化の中で全国の水
産卸売業者が苦境に立たされてお
り、取扱量の多い中央卸売市場で
さえ、営業利益率（平均）は水産卸
業者0.38%、水産仲卸業者0.0%と
低迷状況にある※4。
　環境変化は丸水長野県水の業績
にも大きく影響し、売上高は1990
年代半ばの約700億円をピークと
して、20年間一貫して減少傾向に
あり、収益性も長期にわたり低迷し
ていた。加えて、過去の設備投資の
ために調達した借入金の返済が進
まず、財務体質も年々悪化。弊社
支援開始前には３期連続の巨額の
営業赤字を計上するなど、会社は
正に窮地に立たされていた。【図表】

そのような厳しい状況下の中で、
弊社（経営執行支援部）は抜本的
な再建プランの策定と単年度黒字
化回復をミッションとして引受け、
筆者が常勤取締役に就任し、再建
を主導することとなった。
　それから４年。20年振りの売上
増収を果たし、2016年度の営業利
益率は2.0%と、収益性は業界トッ
プクラスの水準まで改善を果たし
ている※5。これらの経営再建の過
程において、何か特別な秘策を講
じた訳では全くなく、変化を与えた
のはあくまで経営手法のみである。
実際の手法は多岐に渡るが、本稿
では多くの地方中堅企業に参考に
なり得る論点について紹介してい
きたい。　

い方を差別化する時代でもある。
業界や社内の常識・しがらみに囚
われ、発想に根詰まりを起こして
いては抜本的な再生などできる訳
がなく、リスクを甘受しつつも、トッ
プダウンで新たな構想をリードし
た。
　当然、戦略転換は一筋縄には進
まなかったが、紆余曲折しつつも、
何とか想定以上の結果を導くこと
ができた。非卸機能の社員も弊社
支援後には200人の増員を行って
おり、ほぼ卸売中心だった利益構
成比も50%以上を物流、加工機能
で稼ぐまでに変貌している。戦略
転換は会社全体の生産性にも大き
く寄与し、「１人あたり付加価値」
は弊社関与前の1.7倍以上に上昇
している。
　最後に「脱自前化」については、
「１人あたり付加価値」を追求する
中で、当然に導かれる考え方であ
る。無形のノウハウ、有形の人財、
設備などにおいて、比較優位な点
に集中し、劣位なものを外部化す
る、餅は餅屋の考えである。対象
会社においても、物流機能の外部
化と内部化の転換や、外部のIT技
術の活用等を積極的に実施してお
り、結果、大きく生産性の向上に寄
与することができている。
　以上のような方針転換は、全て
トップダウンで推進しなければ成
しえない。方向性自体は単純であ
るが、過去の前例主義に囚われて
いると、できない理由に引っ張られ、
方針転換にはそれなりのエネル
ギーが必要となる。その中で弊社
の効用とすれば、会社に対し全く
しがらみがない立場であるため、
純粋に会社を良くするために、何
を選択し、何を選択してはいけな

いのか、考え方の誤りも含め、その
線引きを明確に示すとことができ
る点にあろう。もちろんそこには軋
轢が生じる場合もあるが、それこ
そが重要であり、それを乗り越え
た時に、組織は新たな考え方へ進
化することができる。

　計画以上に重要なのが、実行と
モニタリングである。対象会社に
おいては、弊社関与後、全事業の
全施策の定量効果と進捗を週単位
で俯瞰できる仕組みを確立した。
また、四半期毎には役員集中討議
を開催し、会社の経営課題、戦略
オプションを更新し、目標管理には
OKR※9を取り入れ、「誰が」「何を」
「いつまでに」実施するかを徹底的
に追求した。そして、重要な施策や
横断的な施策については本社から
WGチームやPJチームを組成し、
事業部をバックアップする体制を
とった。
　業績の着地見通しをタイムリー
に掌握できる管理手法の導入は、
経営の視界を短期から中長期に広
げることを可能とした。また、変化
に応じて、アクセルとブレーキを機
動的に切り替えることが可能とな
り、その過程が可視化できたことに
より、ステークホルダーへのアカウ
ンタビリティやコミットメントを飛
躍的に高めることができた。再生
の後期において、営業利益は倍々
で増加しているが、これらは前年
度までに仕掛けた施策の結果であ
り、将来の業績は計画的にコント
ロールされていた。
　施策のコミットメントと連動して
重要となるのは人事に対する厳格

さである。会社は決して仲良しグ
ループではない。そして、会社を変
えるということは、これまで当たり
前でないことを当たり前にするとい
う強い意志が必要である。コミット
できないリーダー、部下に責任転
嫁するリーダー、能力・資質が見合
わないリーダーが同じ船に乗り続
けることは困難である。この４年間
で経営会議のメンバーも殆ど様変
わりした。一方、厳しい変革を乗り
越える過程により、組織のメンタル
は強固となり、そのメンタルの成長
が変革を前進する力にもなった。
その中で踏ん張りの鍵となったの
は社員の会社や仕事に対する愛着
心であり、ひたむきに仕事に励む
社員があってこその企業再生であ
る。だからこそ、努力の方向が間違
わないように、リーダーは正しい方
向性を明確に示さなければならな
い。

　2017年４月３日に丸水長野県水
は一部事業を除き、大半の事業を
マルイチ産商に売却した。67年の
歴史において、過去最高益、業界
トップクラスの利益率の決算のタ
イミングにて売却を実行している。
　ターンアラウンドの成功の背景
には、社員の身を粉にした努力が
あり、業績や社内の雰囲気など、よ
うやく勢いづいたタイミングでの売
却には、社員感情に大きなハレー
ションを引き起こすことが懸念され
た。それに加え、M&Aの実行にあ
たっては、借入金の大きさから、銀
行の債務免除、600人超の株主責
任の履行、社長の個人保証履行を
含む再建型M&Aのスキームを取

出所：会社情報に基づきフロンティア・マネジメント作成
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コーポレートガバナンスは
企業価値を高める本質であり、
非上場企業こそ、変化に対応するために
ケミストリー（化学反応）を引き起こす仕掛けを
意図的に思考すべきである。
今回ご紹介する事例は
企業再生のシチュエーションのみならず、
日本の多くを占める地方中堅企業（非上場）に
共通する課題と考えられる。
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低迷状況にある※4。
　環境変化は丸水長野県水の業績
にも大きく影響し、売上高は1990
年代半ばの約700億円をピークと
して、20年間一貫して減少傾向に
あり、収益性も長期にわたり低迷し
ていた。加えて、過去の設備投資の
ために調達した借入金の返済が進
まず、財務体質も年々悪化。弊社
支援開始前には３期連続の巨額の
営業赤字を計上するなど、会社は
正に窮地に立たされていた。【図表】
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る。だからこそ、努力の方向が間違
わないように、リーダーは正しい方
向性を明確に示さなければならな
い。

　2017年４月３日に丸水長野県水
は一部事業を除き、大半の事業を
マルイチ産商に売却した。67年の
歴史において、過去最高益、業界
トップクラスの利益率の決算のタ
イミングにて売却を実行している。
　ターンアラウンドの成功の背景
には、社員の身を粉にした努力が
あり、業績や社内の雰囲気など、よ
うやく勢いづいたタイミングでの売
却には、社員感情に大きなハレー
ションを引き起こすことが懸念され
た。それに加え、M&Aの実行にあ
たっては、借入金の大きさから、銀
行の債務免除、600人超の株主責
任の履行、社長の個人保証履行を
含む再建型M&Aのスキームを取

　弊社が支援を開始したときには、
会社は既に億単位の赤字を計上し
ており、単年度黒字化のために猶
予された時間は事実上半年しかな
く、まさに「泥船」状態にあった。
そのため、早急に約70人の希望退
職を含む人員整理を行い、その後
のリスクを承知しながらも、やれる
ことの全てを断行した。現場は突
如の大混乱をきたし、従業員や取
引先の経営陣に対する不信感は強
烈なものとなった。会社が瀕死の
窮境状態にあることなど、これまで
誰にも正確に知らせていなかった
のである。
　筆者は企業再建にあたり、社長
とともに必ず毎年実施していたこ
とがある。それは、半年に一度、全
拠点の全従業員に対し、会社の経
営状態をオープンに説明すること
である。一部には情報漏洩リスク
から業績や戦略方針をオープンす
ることに懸念する意見もあった。し
かしながら、経営者が社員を信じ
ること無しに社員が経営者を信じ
られる訳がなく、まず、経営者自ら
がコミットメントの最前線を担うこ
とが最優先課題であると判断した。
　説明会においては、戦略的な方
針や業績の進捗状況は当然として、
将来のお金の使い方について、投
資、返済、賞与、配当、それらに必
要な原資、そして優先順位（短期・
長期）の考え方など、誰でもわかる
ように簡単な数値で見える化し、
丁寧に説明を行った。そして、社員
に報いるべき賞与目標と、経営とし
て達成すべき業績をコミットして
回った。
　一方、各拠点を時間かけて回っ

たのは、一人ひとりの社員の声を
直接聞くためでもあり、経営者とし
ての責任の重みを自覚し覚悟を発
信するためでもある。そして、社員
に事実を共有することにより、居心
地の良い考え方から抜け出し、全
社の危機意識を醸成するように注
力した。社員の経営に対する不信
感を拭うには長い辛抱が必要で
あったが、計画以上に業績が好転
し、賞与を還元できるようになって
から、ようやく歯車が回り、ベクト
ルが合い始めたと実感している。
やはり全てのスタートは業績なの
である。業績という結果がでなけ
れば、社員をはじめあらゆるステー
クホルダーとの信頼関係を築くこと
はできないし、経営者が語るビジョ
ンも信頼に値しない。そして、コミッ
トした数値の実現のために真剣に
思考することで、初めて深い知恵
と反省がでてくる。

　コーポレートガバナンス・コード
の導入により「攻めのコーポレート
ガバナンス」が注目されているが、
これは何も上場企業に限った関心
事ではなく、非上場企業において
も検討すべき論点である。なぜな
ら、コーポレートガバナンスこそ、
企業価値を高める本質だからであ
る。
　攻めのコーポレートガバナンス
の本質はキャッシュフローを創出
する経営管理と、それを実現する
ための差別化・競合障壁、経営幹
部のマネジメントである。丸水長
野県水の再建計画と戦略方向性は
弊社を中心に過去の枠組みをゼロ
ベースで作り直した。そして、キー

となる方針を❶「1人あたり付加価
値※6」の増加、❷「脱卸売」、❸「脱
自前化」と定めた。
　これまで丸水長野県水は祖業の
卸売業を中心に「売上」を最重要
指標として管理していたが、利益
に対する執着が希薄であり、人件
費を削りながら縮小均衡の道を
辿っていた。一方、再建当初の経
営環境はまさに人手不足が加速し
始めるタイミングであり、生き残る
には給与を増やしながら利益をあ
げられる会社に転換する必要が
あった。
　当たり前であるが、給料を増や
すためには、生産性を高め、「１人
あたりの稼ぎ」を増やすしかない。
そこで会社と社員のベクトルを同
期させるべく、「１人あたり付加価
値」の増減を賞与の評価に反映さ
せることとし、社内の重要経営指
標の概念を「売上」から「付加価値」
に転換した。
　次に「脱卸売」であるが、「１人
あたり付加価値」を伸ばすために
は、右から左に流すだけの利益率
の低い卸売中心のビジネスモデル
から脱却し、高利益率の事業を拡
大することが必然と判断した。そこ
で対象会社の再建計画においては、
事業毎のROICスプレッド※7、需
給環境の予測分析、ポジショニン
グ分析等から、周辺事業である物
流、加工機能のポートフォリオを拡
大すべきと判断し、顧客の定義を
見直すことも含め、戦略転換を推
進した※8。
　これは、本業は「卸」であると定
義してきた対象会社にとって180%
の質的方針転換である。しかし、
現代は既に異業種間競争の時代で
あり、商品・サービスだけでなく戦

コミットメントに基づく
信頼できる経営

戦略転換と経営指標

PDCAと厳格な人事

大局観に基づく売却

特集
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　今回ご紹介したい株式会社丸水
長野県水は長野県を地場とする総
合食品卸売業である。売上高は約
400億円、祖業の水産卸（地方卸売
市場）が売上の約４割を占めてい
る。
　魚介類の消費量は年々減少傾向
にあり、過去20年で約30%減少し
ている※1。加えて、市場経由率は
過去20年で20%低下※2、卸売市
場の取扱金額も2.3兆円と半減して
しまっている※3。これらは消費の
減少に加え、川上、川下の直接取
引が増加するなど、中間流通の取

引構造が変化したためである。こ
のような環境変化の中で全国の水
産卸売業者が苦境に立たされてお
り、取扱量の多い中央卸売市場で
さえ、営業利益率（平均）は水産卸
業者0.38%、水産仲卸業者0.0%と
低迷状況にある※4。
　環境変化は丸水長野県水の業績
にも大きく影響し、売上高は1990
年代半ばの約700億円をピークと
して、20年間一貫して減少傾向に
あり、収益性も長期にわたり低迷し
ていた。加えて、過去の設備投資の
ために調達した借入金の返済が進
まず、財務体質も年々悪化。弊社
支援開始前には３期連続の巨額の
営業赤字を計上するなど、会社は
正に窮地に立たされていた。【図表】

そのような厳しい状況下の中で、
弊社（経営執行支援部）は抜本的
な再建プランの策定と単年度黒字
化回復をミッションとして引受け、
筆者が常勤取締役に就任し、再建
を主導することとなった。
　それから４年。20年振りの売上
増収を果たし、2016年度の営業利
益率は2.0%と、収益性は業界トッ
プクラスの水準まで改善を果たし
ている※5。これらの経営再建の過
程において、何か特別な秘策を講
じた訳では全くなく、変化を与えた
のはあくまで経営手法のみである。
実際の手法は多岐に渡るが、本稿
では多くの地方中堅企業に参考に
なり得る論点について紹介してい
きたい。　

い方を差別化する時代でもある。
業界や社内の常識・しがらみに囚
われ、発想に根詰まりを起こして
いては抜本的な再生などできる訳
がなく、リスクを甘受しつつも、トッ
プダウンで新たな構想をリードし
た。
　当然、戦略転換は一筋縄には進
まなかったが、紆余曲折しつつも、
何とか想定以上の結果を導くこと
ができた。非卸機能の社員も弊社
支援後には200人の増員を行って
おり、ほぼ卸売中心だった利益構
成比も50%以上を物流、加工機能
で稼ぐまでに変貌している。戦略
転換は会社全体の生産性にも大き
く寄与し、「１人あたり付加価値」
は弊社関与前の1.7倍以上に上昇
している。
　最後に「脱自前化」については、
「１人あたり付加価値」を追求する
中で、当然に導かれる考え方であ
る。無形のノウハウ、有形の人財、
設備などにおいて、比較優位な点
に集中し、劣位なものを外部化す
る、餅は餅屋の考えである。対象
会社においても、物流機能の外部
化と内部化の転換や、外部のIT技
術の活用等を積極的に実施してお
り、結果、大きく生産性の向上に寄
与することができている。
　以上のような方針転換は、全て
トップダウンで推進しなければ成
しえない。方向性自体は単純であ
るが、過去の前例主義に囚われて
いると、できない理由に引っ張られ、
方針転換にはそれなりのエネル
ギーが必要となる。その中で弊社
の効用とすれば、会社に対し全く
しがらみがない立場であるため、
純粋に会社を良くするために、何
を選択し、何を選択してはいけな

いのか、考え方の誤りも含め、その
線引きを明確に示すとことができ
る点にあろう。もちろんそこには軋
轢が生じる場合もあるが、それこ
そが重要であり、それを乗り越え
た時に、組織は新たな考え方へ進
化することができる。

　計画以上に重要なのが、実行と
モニタリングである。対象会社に
おいては、弊社関与後、全事業の
全施策の定量効果と進捗を週単位
で俯瞰できる仕組みを確立した。
また、四半期毎には役員集中討議
を開催し、会社の経営課題、戦略
オプションを更新し、目標管理には
OKR※9を取り入れ、「誰が」「何を」
「いつまでに」実施するかを徹底的
に追求した。そして、重要な施策や
横断的な施策については本社から
WGチームやPJチームを組成し、
事業部をバックアップする体制を
とった。
　業績の着地見通しをタイムリー
に掌握できる管理手法の導入は、
経営の視界を短期から中長期に広
げることを可能とした。また、変化
に応じて、アクセルとブレーキを機
動的に切り替えることが可能とな
り、その過程が可視化できたことに
より、ステークホルダーへのアカウ
ンタビリティやコミットメントを飛
躍的に高めることができた。再生
の後期において、営業利益は倍々
で増加しているが、これらは前年
度までに仕掛けた施策の結果であ
り、将来の業績は計画的にコント
ロールされていた。
　施策のコミットメントと連動して
重要となるのは人事に対する厳格

さである。会社は決して仲良しグ
ループではない。そして、会社を変
えるということは、これまで当たり
前でないことを当たり前にするとい
う強い意志が必要である。コミット
できないリーダー、部下に責任転
嫁するリーダー、能力・資質が見合
わないリーダーが同じ船に乗り続
けることは困難である。この４年間
で経営会議のメンバーも殆ど様変
わりした。一方、厳しい変革を乗り
越える過程により、組織のメンタル
は強固となり、そのメンタルの成長
が変革を前進する力にもなった。
その中で踏ん張りの鍵となったの
は社員の会社や仕事に対する愛着
心であり、ひたむきに仕事に励む
社員があってこその企業再生であ
る。だからこそ、努力の方向が間違
わないように、リーダーは正しい方
向性を明確に示さなければならな
い。

　2017年４月３日に丸水長野県水
は一部事業を除き、大半の事業を
マルイチ産商に売却した。67年の
歴史において、過去最高益、業界
トップクラスの利益率の決算のタ
イミングにて売却を実行している。
　ターンアラウンドの成功の背景
には、社員の身を粉にした努力が
あり、業績や社内の雰囲気など、よ
うやく勢いづいたタイミングでの売
却には、社員感情に大きなハレー
ションを引き起こすことが懸念され
た。それに加え、M&Aの実行にあ
たっては、借入金の大きさから、銀
行の債務免除、600人超の株主責
任の履行、社長の個人保証履行を
含む再建型M&Aのスキームを取

らざるを得ず、各々のステークホル
ダーに迷惑をかけながら、賛同を
得るには相当に高いハードルが
あった。
　しかし、５年後、10年後の環境
変化を踏まえ、事業と雇用を生か
し、地域への安定的な食の供給機
能を生かすにはどうすれば良いか
という点を大局的に見て判断すれ
ば、最高の業績をあげたタイミング
で売却することがベストであり、こ
の考えは再建当初より一貫してた。
　実際のディールの遂行にあたっ
ては、何度か際どい状況が続き、
M&Aの成就は綱渡りであった。し
かし、保証債務を履行する社長が
関係者に頭を下げ、主要なステー
クホルダーや弊社FAを含む様々
な専門家の献身的な協力もあり、
結果的には臨時株主総会で賛成多
数によりM&Aの実行が成立した。
恐らく、この４年間の業績回復の過
程と、社長の責任履行がなければ、
ステークホルダーの賛同を得るこ
とは困難であったに違いない。
　本ディールの社会的な意義は他
に二点ある。
　一点目は、これほどの業績回復
化の中で、金融機関の実質的な債
務免除を伴う再建型Ｍ&Aの履行
がなされたという点である。大方か
つての地域金融機関であれば、収
益性が回復する過程においては、
スタンドアローンで長期返済を思
考するのが通常である。しかしな
がら、長期的な事業性を評価し、
事業と地域雇用を生かすために先
んじて英断を下した本件の社会的
意義は大きい。
　二点目は公正取引委員会の判断
である。本ディールは同一県内に
おける「市場」の統合としては過

去最大規模になるが、独禁法の制
約条件なくM&Aが成立した意義
は非常に大きい。農林水産省も市
場の変革の必要性を誘導している
が、本件が各地域における「市場」
再編の呼び水になる可能性が高
い。

　地方の中堅企業が外部から経営
者を招聘する例はまだまだ稀であ
ろう。丸水長野県水の例において
も、基本的に弊社（筆者）以外に
外部経営は招聘していない。異物
へのアレルギー反応は当然に露見
したが、それを乗り越えた時に飛
躍的な成果が表れた。山ほど残る
課題を含め、反省すべき点は多々
あるが、会社というのは厳しい業
界、厳しい状況おいても、科学的
に経営手法を見直しさえすれば、
再成長できることを本件では証明
することができた。
　創業社長からサラリーマン社長
へ事業を承継する際に、いかに経
営の質を保持できるかは今後益々
重要な課題になると思われる。経
営の基本は三現主義（現場、現物、
現実）であるため、これからもプロ
パー経営者の育成・輩出が重要で
あることは間違いないが、恐らくそ
れだけでは、変化のスピードが早
い異業種競争時代に取り残されて
いくだろう。
　内に籠れば、「油断」や「過信」
により足元からすくわれる。重要な
のは時代の変化を先取りすること
である。そのためには、業界や社内
の常識・しがらみに囚われず、異な

る視点、スピード、ネットワークで
会社を刺激するCxOを外部から登
用し、プロパー経営とケミストリー
（化学反応）を起こすスキルを早く
から組織に根付かせることが肝要
である。
　地方中堅企業であっても、ガバ
ナンスのソフトウェアが競争優位
に重要な影響を与える時代になっ
たと考えるべきである。

名古屋大学卒業。公認会計士。フロンティア･マネ
ジメント㈱では、一貫してクライアントに対し常駐
型スタイルにて、複数の企業再生案件、バイアウト・
ファンド投資先の成長支援案件に常勤役員として
経営改革に従事している。

Takaki UMEMURA

梅村 崇貴
経営執行支援部
シニア･ディレクター

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。米国公認会計士。
㈱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

地方中堅企業も
攻めのガバナンスが
競争優位を生む時代

特集
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※1： 摂取量ベース（厚生労働省）
※2： 消費地市場の市場経由率（卸売市場データ集）
※3： 卸売市場データ集
※4： 卸売市場データ集
※5： 食品卸売業の利益率は低く1%を超えれば優良

水準と言われている
※6： （売上高－原材料－外注費）÷社員数
※7： 投下資本利益率－資本コスト
※8： 対象企業では顧客の定義を同業他社に転換す

ることにより収益性を改善した部門もある
※9： OKR Objective & Key Resultの略
 組織と個人の目標と期待する結果を明確にする

経営管理手法

優れたM&AおよびPMI（M&A後の統合）の　

実行能力の習得のためには、

案件を通じて経験知を蓄積し、

次の案件に活かしていくことが必要である。

クロスボーダー案件では、明確な判断と優先順位付けの　

基準および企業文化への感応度を持ち、

戦略策定、案件の遂行、

PMIを一連のプロセスで実施してくことが肝要である。

Feature
ガバナンスにケミストリー（化学反応）を起こしローカル企業を再生する手法
～転落した地方中堅企業がいかにして業界トップクラスの収益性に改善したか～

高めるための
実行能力を
M&Aの 7つの

心得特集
Feature

Ⅲ
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　上記の通り、M&A失敗の本質
が異文化への組織の適応力の弱さ
にあることを踏まえると、M&A・
PMIの実行力を組織的能力として
蓄積していくことは急務である。
　日本企業がM&Aの実行能力を
高めるため、獲得すべき組織能力
は以下の７つの要素である。

　「強み」とは、持続的成長のため
の競争基盤となる経営資源であり、
製品の技術的優位性、コスト競争
力、顧客基盤、ブランド力、流通チャ
ネル、イノベーションを生む組織風
土などを指す。
　日本において「M&Aの先進企業」
と言われ、PMIにおいて高い業績
を上げている企業は、コア事業に
おける自社の強み・競争優位とな
る経営資源を十分に理解している。
そして、M&Aの対象も自社が得意
な領域（例：製品、事業、進出地域、
ユーザー業界、自社技術を活かし
て新たに生み出される製品群）お
よびその周辺分野に集中して投資
していることが興味深い。例えば、
JT（日本たばこ産業）はたばこ製品、
ダイキン工業は空調機器、クラレ
は機能性樹脂、日本電産はモーター
において、自社の強みを伸ばすた
めのM&Aを繰り返し、世界市場で
のポジションを確立している。

　この10年余りで、デューデリジェ

ンス時における、シナジー効果試
算の実務は普及してきたように感
じる。しかし、一方で、シナジーの
分析が形式的である、総花的であ
る、実現可能性を考慮せずシナジー
を過大評価してしまうなどの改善
課題は尽きない。
　シナジー効果の実現可能性の検
証は、実務上、PMIフェーズにお
ける統合計画の策定時に詳細に行
われることが多い。情報入手が限
定的なデューデリジェンスの段階
において実現可能性を効果的に見
積もることは難しいため、簡便な
分析に留まる。残念ながら、あらゆ
る買収企業にとってのシナジー試
算の精度向上に対する特効薬はな
く、M&Aの経験を重ね学習効果を
高めるしか方法はない。その方法と
は、シナジー効果の検討をプレ
ディールから始め、仮説検証を繰
り返すことである。
　M&Aの成功企業は、M&Aの事
前検討（プレディール）、デューデ
リジェンスおよびPMIの３フェー
ズにおいて、シナジー効果の仮説
検証を繰り返している。プレディー
ル時点において、自社の経営資源
の強みと対象会社の経営資源の強
みを把握した上で、公開情報や業
界内で得られた情報をもとにシナ
ジー効果の仮説を定性的に抽出し
ておく。そうすれば、デューデリジェ
ンスでの入手情報に基づき定量化
を行った上で、対象会社の経営陣
との面談時にそのシナジー仮説を
提示し、ある程度の仮説検証をす
ることは可能である。勿論、精度は
まだ低いが、対象会社経営陣から
シナジーの内容と実現可能性につ
いて得られたコメントは、M&A意
思決定時の判断材料となるととも

に、PMIを開始する際に、対象会
社経営陣と共有する統合目的とな
り、統合計画立案を早期に開始で
きるというメリットもある。
　対象会社の単独での事業計画に
ついて、買収企業側が売上予測な
ど、ボトムアップで独自の見方を構
築しているケースは少ないと見ら
れる。対象会社の経営陣による説
明内容は勿論のこと、一般に市販
されている業界調査レポートなど
第三者の情報を鵜呑みにすること
は避けなければならない。例えば、
ある買収企業は、新興国市場にお
ける市場の成長見通しについて、
対象会社の競合企業の出身者に対
してインタビューを実施し、市場の
成長性や対象会社製品の差別化の
程度などについて独自の見解を構
築し、対象会社から提出された売
上予測の下方修正を行った。
　さらに、試算したシナジー効果
をどこまで買収価格に折り込むか
については、コストシナジーのみと
いうのが海外・国内のベストプラク
ティス企業から聞かれる意見であ
る。このコストシナジーのみを織り
込んだ買収価格が、自社にとって
の限界価格（Walk away price、提
示可能価格の上限値）となり、限
界価格以上を支払う案件は撤退す
べきという判断軸の提供に資する。
　以上の通り、プレディール段階か
らシナジー効果の仮説立案と検証
を始めることにより、買収価格の過
大評価のリスクを軽減でき、統合計
画の策定の早期開始が可能となる。

　PMIの初期段階（Day1：Ｍ＆Ａ

　Ｍ＆Ａの成功はどのように測る
か。一般にはＭ＆Ａ意思決定時な
いしはPMI開始時に策定した事業
計画（シナジー効果を含む）の達
成度合いによるが、その成果指標
や期待される投資成果が出るまで
の時間軸は案件や企業によって異
なり、一律に成功の尺度を定義す
ることは難しい。海外の各種調査
によるとＭ＆Ａの成功確率は３割
程度と言われて久しい。
　それでは日本企業が関わるＭ＆
Ａ、特にクロスボーダーＭ＆Ａ（日本
企業による海外企業の買収）にお
ける失敗の原因は何であろうか。
　弊社の経験によれば、日本企業
のクロスボーダーＭ＆Ａの失敗の原
因は、❶不十分な戦略策定、❷買収
価格の過大評価、❸PMIの失敗の
３つに大別される。
　自社および他社の失敗原因を分
析し、経験知として蓄積をしてい
くことで、成功確率を少しでも高め
ることは可能である。

　大変残念ながら、M&Aの対外
公表内容を見ると、M&Aの目的や
全社戦略上の位置づけが不明確な
可能性のある案件に出会うことが
ある。
　戦略策定が不十分なケースとは、
例えば以下を指す。

●自社の事業戦略およびＭ＆Ａ
戦略が不明確、または不在で
ある（Ｍ＆Ａの目的、獲得すべ
き経営資源、買収対象企業の

選定基準等を含む）。

●戦略不在の結果、PMI初期
において、対象会社（子会社）
に明確な統合戦略を説明で
きない。

　上記に加え、事業環境の悪化を
M&A検討時点で認識していなが
ら、M&Aを推進してしまうことも
戦略面の判断の誤りとも言える。

　買収価格の過大評価は、例えば、
M&A検討時に以下の経緯で生じ
る。

●ビジネスデューデリジェンス
において、対象会社から提出
された事業計画の検証が不十
分であり、売上減少、コスト
増加に繋がるリスク要因を見
落としてしまう。

●（事業計画の検証が不十分で
あるがゆえ）合意可能な買収
価格の上限値を合理的に検
討しておらず、譲渡契約交渉
上、譲れる条件／譲れない条
件が不明確となり必要以上
の譲歩をしてしまう。

●シナジー効果を買収価格の検
討上考慮したが、デューデリ
ジェンス実施時に必要なシナ
ジー仮説の検証ができておら
ず、シナジー効果を過大評価
した。

　過大評価の背景として、対象会
社をどうしても買収したいという
誘因の存在、または、リスク要因に
気づいていながら「引くに引けず」
M&Aの「成約ありき」で検討・交

渉を進めてしまった、という組織心
理が影響をしていた場合もある。

　仮にM&A後の事業戦略が明確
で、適正価格で買収をできたとし
ても、異文化の企業とのPMIにお
いて期待していたシナジー効果を
実現するためには相当の努力を要
する。
　クロスボーダー M&Aにおいて、
PMIの失敗の本質は対象会社（子
会社）への日本企業の経営思想の押
しつけと、統合成果への拘り不足に
よるガバナンスと企業文化の融合の
難しさである。詳細は、弊著「Ｍ＆
Ａを成功に導くPMIと日本企業の
課題」（フロンティア･アイズ Vol.16、
2017年2月）を参照頂きたい。
　また、そもそも経営トップがＭ＆
Ａの成立をゴールと考え、PMIは
事業部によるルーティンワークの
一部と捉え、計画的にPMIを実施
する必要性を否定する思想も存在
することは残念である。

　企業がM&Aの失敗を第三者に
説明する場合、想定外の市場環境
の変化や、海外対象会社のトップ
が自社（親会社）の方針に従わな
かったことが原因であったことをよ
く聞く。
　しかしながら、クロスボーダー
M&Aの失敗は、リスク回避志向、
責任の所在のあいまいさ、組織の
縦割り、ボトムアップによる意思決
定等、「日本流」組織の意識・行動
様式が文化摩擦を生む、つまり、
組織の内部要因が失敗を生むこと
も多いのではと感じる。

対象会社の企業文化である。親会
社は、統合を急ぐがあまり、対象会
社の企業文化の良いところを破壊
してしまっては元も子もない。経営
者は、自社と対象会社の文化の融
合を最優先課題と認識しておく必
要がある。
　クロスボーダーのPMIにおいて
は、日本的な暗黙知、あうんの呼吸
によるコミュニケーション方法は理
解を得られず、方針を明確にしな
いことは「沈黙」（Silent）、「無関
心」な印象を与え、対象会社のモ
チベーションにマイナスの影響を
与える可能性がある。
　親会社の経営陣は、自社グルー
プの文化、経営理念、事業戦略を
子会社の従業員に知ってもらうた
め、労を惜しまず、対象会社に顔
を出し、フェース・トゥ・フェース
のコミュニケーションで経営方針
の発信を行うことが効果的である。
また、IT環境を活用したメッセー
ジ発信、トレーニングなどを通じ、
企業文化について多面的な手段で
情報発信をしていく。
　そして、「統合の勢い」をつけ、企

業文化の融和を促進するための仕
掛けづくりも大切である。例えば、
当初100日間においては、新製品の
発表会を共同で行う、新規顧客を獲
得する、など短期に実行可能な施策
（クイックウイン施策）を仕掛け、その
成功体験を全社で共有し、「日本企
業のグループ入りをして良かった」
という実感を持ってもらうことはそ
の後のPMI成功の第一歩となる。

　日本企業のPMIにおいて、買収
後月次の経営管理サイクルを導入
することは実務上、定着してきた。
　しかし、PMI固有の成果指標を
明確にし、実行管理をしている企業
はまだ少ないように感じる。シナ
ジー効果の成果目標（例：新製品販
売額、コスト削減額等）をより明確
にし、月次の経営管理に織り込み、
進捗が芳しくない場合には早期に
軌道修正する仕組みづくりが必要
である。例えば、シスコでは、業績
目標に加え、「従業員のリテンション
100％」をPMI専門チームの達成目
標としていることは興味深い。

　前述の通り、日本的な組織運営思
想である縦割り主義により、総花的
かつ実現可能性の低い統合計画を
立案し、対象会社の作業負荷を不
必要に増やすことは避けなければな
らない。
　対象会社への明確な方針共有、優
先順位を考えた統合施策の実行の
ためには、PMIプロジェクトチーム
のリーダーはいわゆる「事務局」（調
整役）ではなく、リーダー（部長クラ
ス以上が望ましい）に統合施策の優
先順位付けを経営陣に提案できる
権限を付与することも重要である。

　社外取締役の普及等を一つの契
機として、日本企業でもM&Aの成
果を求める意識が浸透しつつある。
過去の案件の経験をもとに、学習
効果を組織内に蓄積し、真のＭ＆
Ａの成功企業が増えることを期待
する。【図表】

❶不十分な戦略策定

❷買収価格の過大評価

M&Aの失敗の本質は
組織の内部要因にある

3統合計画は
　デューデリジェンス期間中
　に策定を開始する

1自社の強みを熟知した
　事業・M&A戦略に基づき
　ディールを選別する

2シナジー効果は、仮説・検証
　を繰り返し精緻化する

❸PMIの失敗

M&A成功のための
7つの心得

クロスボーダーM&A
失敗の原因

特集

Ⅲ
M& Aの実行能力を高めるための7つの心得 Feature
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　上記の通り、M&A失敗の本質
が異文化への組織の適応力の弱さ
にあることを踏まえると、M&A・
PMIの実行力を組織的能力として
蓄積していくことは急務である。
　日本企業がM&Aの実行能力を
高めるため、獲得すべき組織能力
は以下の７つの要素である。

　「強み」とは、持続的成長のため
の競争基盤となる経営資源であり、
製品の技術的優位性、コスト競争
力、顧客基盤、ブランド力、流通チャ
ネル、イノベーションを生む組織風
土などを指す。
　日本において「M&Aの先進企業」
と言われ、PMIにおいて高い業績
を上げている企業は、コア事業に
おける自社の強み・競争優位とな
る経営資源を十分に理解している。
そして、M&Aの対象も自社が得意
な領域（例：製品、事業、進出地域、
ユーザー業界、自社技術を活かし
て新たに生み出される製品群）お
よびその周辺分野に集中して投資
していることが興味深い。例えば、
JT（日本たばこ産業）はたばこ製品、
ダイキン工業は空調機器、クラレ
は機能性樹脂、日本電産はモーター
において、自社の強みを伸ばすた
めのM&Aを繰り返し、世界市場で
のポジションを確立している。

　この10年余りで、デューデリジェ

ンス時における、シナジー効果試
算の実務は普及してきたように感
じる。しかし、一方で、シナジーの
分析が形式的である、総花的であ
る、実現可能性を考慮せずシナジー
を過大評価してしまうなどの改善
課題は尽きない。
　シナジー効果の実現可能性の検
証は、実務上、PMIフェーズにお
ける統合計画の策定時に詳細に行
われることが多い。情報入手が限
定的なデューデリジェンスの段階
において実現可能性を効果的に見
積もることは難しいため、簡便な
分析に留まる。残念ながら、あらゆ
る買収企業にとってのシナジー試
算の精度向上に対する特効薬はな
く、M&Aの経験を重ね学習効果を
高めるしか方法はない。その方法と
は、シナジー効果の検討をプレ
ディールから始め、仮説検証を繰
り返すことである。
　M&Aの成功企業は、M&Aの事
前検討（プレディール）、デューデ
リジェンスおよびPMIの３フェー
ズにおいて、シナジー効果の仮説
検証を繰り返している。プレディー
ル時点において、自社の経営資源
の強みと対象会社の経営資源の強
みを把握した上で、公開情報や業
界内で得られた情報をもとにシナ
ジー効果の仮説を定性的に抽出し
ておく。そうすれば、デューデリジェ
ンスでの入手情報に基づき定量化
を行った上で、対象会社の経営陣
との面談時にそのシナジー仮説を
提示し、ある程度の仮説検証をす
ることは可能である。勿論、精度は
まだ低いが、対象会社経営陣から
シナジーの内容と実現可能性につ
いて得られたコメントは、M&A意
思決定時の判断材料となるととも

に、PMIを開始する際に、対象会
社経営陣と共有する統合目的とな
り、統合計画立案を早期に開始で
きるというメリットもある。
　対象会社の単独での事業計画に
ついて、買収企業側が売上予測な
ど、ボトムアップで独自の見方を構
築しているケースは少ないと見ら
れる。対象会社の経営陣による説
明内容は勿論のこと、一般に市販
されている業界調査レポートなど
第三者の情報を鵜呑みにすること
は避けなければならない。例えば、
ある買収企業は、新興国市場にお
ける市場の成長見通しについて、
対象会社の競合企業の出身者に対
してインタビューを実施し、市場の
成長性や対象会社製品の差別化の
程度などについて独自の見解を構
築し、対象会社から提出された売
上予測の下方修正を行った。
　さらに、試算したシナジー効果
をどこまで買収価格に折り込むか
については、コストシナジーのみと
いうのが海外・国内のベストプラク
ティス企業から聞かれる意見であ
る。このコストシナジーのみを織り
込んだ買収価格が、自社にとって
の限界価格（Walk away price、提
示可能価格の上限値）となり、限
界価格以上を支払う案件は撤退す
べきという判断軸の提供に資する。
　以上の通り、プレディール段階か
らシナジー効果の仮説立案と検証
を始めることにより、買収価格の過
大評価のリスクを軽減でき、統合計
画の策定の早期開始が可能となる。

　PMIの初期段階（Day1：Ｍ＆Ａ

対象会社の企業文化である。親会
社は、統合を急ぐがあまり、対象会
社の企業文化の良いところを破壊
してしまっては元も子もない。経営
者は、自社と対象会社の文化の融
合を最優先課題と認識しておく必
要がある。
　クロスボーダーのPMIにおいて
は、日本的な暗黙知、あうんの呼吸
によるコミュニケーション方法は理
解を得られず、方針を明確にしな
いことは「沈黙」（Silent）、「無関
心」な印象を与え、対象会社のモ
チベーションにマイナスの影響を
与える可能性がある。
　親会社の経営陣は、自社グルー
プの文化、経営理念、事業戦略を
子会社の従業員に知ってもらうた
め、労を惜しまず、対象会社に顔
を出し、フェース・トゥ・フェース
のコミュニケーションで経営方針
の発信を行うことが効果的である。
また、IT環境を活用したメッセー
ジ発信、トレーニングなどを通じ、
企業文化について多面的な手段で
情報発信をしていく。
　そして、「統合の勢い」をつけ、企

業文化の融和を促進するための仕
掛けづくりも大切である。例えば、
当初100日間においては、新製品の
発表会を共同で行う、新規顧客を獲
得する、など短期に実行可能な施策
（クイックウイン施策）を仕掛け、その
成功体験を全社で共有し、「日本企
業のグループ入りをして良かった」
という実感を持ってもらうことはそ
の後のPMI成功の第一歩となる。

　日本企業のPMIにおいて、買収
後月次の経営管理サイクルを導入
することは実務上、定着してきた。
　しかし、PMI固有の成果指標を
明確にし、実行管理をしている企業
はまだ少ないように感じる。シナ
ジー効果の成果目標（例：新製品販
売額、コスト削減額等）をより明確
にし、月次の経営管理に織り込み、
進捗が芳しくない場合には早期に
軌道修正する仕組みづくりが必要
である。例えば、シスコでは、業績
目標に加え、「従業員のリテンション
100％」をPMI専門チームの達成目
標としていることは興味深い。

　前述の通り、日本的な組織運営思
想である縦割り主義により、総花的
かつ実現可能性の低い統合計画を
立案し、対象会社の作業負荷を不
必要に増やすことは避けなければな
らない。
　対象会社への明確な方針共有、優
先順位を考えた統合施策の実行の
ためには、PMIプロジェクトチーム
のリーダーはいわゆる「事務局」（調
整役）ではなく、リーダー（部長クラ
ス以上が望ましい）に統合施策の優
先順位付けを経営陣に提案できる
権限を付与することも重要である。

　社外取締役の普及等を一つの契
機として、日本企業でもM&Aの成
果を求める意識が浸透しつつある。
過去の案件の経験をもとに、学習
効果を組織内に蓄積し、真のＭ＆
Ａの成功企業が増えることを期待
する。【図表】

取引完了直後の新経営体制移行日
から１年程度）の最重要課題は対象
会社の円滑な事業の継続（Business
as usual）と短期に実現可能なシナ
ジー効果の確実な獲得である。欧
米企業では、Day1後最初の100日
間が事業の移行期間（Transition 
period）であり、「事業の移行作業
による顧客の忍耐も100日まで」と
言われることがある。また、対象会
社の従業員にとって自身のポジ
ションの保証は喫緊の課題である。
親会社から明確な統合方針が示さ
れないことにより、従業員の不安
が増し、顧客、取引先との関係継
続にも支障を来たし、Day1直後に
売上減少や従業員の離反を招くこ
とは避けなければならない。
　このように、円滑な事業継続と
PMIに対する対象会社の経営陣・
従業員の協力を引き出すため、統
合計画の立案を早期に開始し、統
合方針を開示することが効果的で
ある。そのためには、対象会社の
デューデリジェンスの開始日を統
合計画の立案に取り掛かる初日と
位置付けることが重要である。
　デューデリジェンスにおいては、
プレディール時に検討を開始したシ
ナジー効果の仮説検証、PMIの課
題を抽出し必要事項を譲渡契約の
条件として反映（例：重要な顧客と
の取引継続、ITシステムの利用継
続）するとともに、当該課題をもと
に統合計画の青写真（統合ブルー
プリント）の検討を開始する。統合
ブループリント作成においては、統
合のロードマップ（対象会社の事業・
機能のどの範囲を、何年かけて統
合するか）やシナジー効果が主な検
討内容となる。同時に、対象会社の
経営陣の候補と報酬案、事業運営

組織（対象会社の本社組織と親会
社とのレポーティングライン）、ガバ
ナンス体制（意思決定会議体、日本
からの派遣人材等）などを検討し、
M&A意思決定時の取締役会まで
に基本方針を立案する。
　このようにM&Aの意思決定時
に統合計画並びに対象会社の経営
体制に関わる基本方針（骨子レベ
ル）を立案し、譲渡契約締結後、
直ちに親会社・対象会社間でPMI
プロジェクトチームを立ち上げる。
そして、Day1後直ちにPMIを本
格開始できるよう、Day1までに対
象会社の経営陣と統合の基本方針
を合意しておく。Day1までに統合
の基本方針を合意することで、対
象会社の経営陣にとり、自らの
PMIにおけるミッション、親会社
から与えられる権限と報酬の関係
が整合的になり、明確な目的意識
を持ち事業に取り組むことができ
る。

　統合計画の詳細は、Day1後100
日間程度（Day100までに）で立案
することが、日本企業の実務上も
普及しつつある。
　統合計画立案においては、統合
の範囲（統合対象となる事業・機能・
拠点）、シナジー効果、統合ロード
マップ（統合領域別の中期３～５ヵ
年の工程表）、領域別のアクション
プラン等が主な検討項目になる。
　統合の範囲の検討においては、
M&A意思決定時に試算したシナ
ジー効果が出発点となる。まず、
PMI開始時に、自社が考えるシナ
ジー効果の具体的な内容を対象会
社経営陣に共有し、プロジェクト

チーム（営業、生産、研究開発、財務、
人事、ITなどの機能別の分科会を
設置することが多い）を交えて、シ
ナジー効果を具体化していく。
　この際、留意すべきは、統合の範
囲に優先順位をつけ、「統合しすぎ
ない」ことである。PMIにおいて、
機能別のプロジェクトチーム（分
科会）が各担当領域の統合タスク
を「まじめに」抽出した結果、重要
度が低く、過剰な統合タスクを対
象会社に課してしまう可能性があ
る。この傾向はコーポレート部門
（財務、人事、IT、コンプライアン
スなど）において顕著である。結果、
対象会社の各部門においての作業
負荷が過大となり、経営陣・従業
員のモチベーションに影響を与え
ることに留意しなければならない。
　あくまでもPMIの目的は、対象
会社と自社の事業の成長であり、
対象会社のコア事業、重要な事業
の競争基盤を維持し、シナジーを
実現するために事業の統合を優先
すべきである。

　Day1後、事業の移行期間であ
る最初の100日間はあっという間に
過ぎてしまうため、様々な、統合タ
スクを矢継ぎ早に実行していかな
ければならない。
　しかしながら、PMI初期段階に
おいては、性急に統合を進めすぎ
ることは前述の通り、対象会社の
経営陣・従業員のモチベーション
に悪影響を与えるため、統合タス
クの実施順序と時期については十
分な配慮が必要である。
　PMI実施のスピード感を考える
において、最も配慮すべきなのは、

出所：フロンティア・マネジメント作成

5企業文化の融和を最重要
　課題として位置付ける

1 自社の強みを熟知した事業・M&A戦略に基づきディールを選別する

2 シナジー効果は、仮説・検証を繰り返し精緻化する

3 統合計画はデューデリジェンス期間中に策定を開始する

4 重要な事業・機能・拠点を早く統合する

5 企業文化の融和を最重要課題として位置付ける

6 成果測定基準を明確にする

7 権限を有するPMIリーダーを選任する

4重要な事業・機能・拠点を
　早く統合する

7権限を有する
　PMIリーダーを選任する

6成果測定基準を明確にする

M&A成功企業の
増加に期待

M&Aの実行能力を高めるための7つの心得図表

特集

Ⅲ
M& Aの実行能力を高めるための7つの心得 Feature
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　2012年初頭にリリースされたガ
ンホー・オンライン・エンターテイ
メントの「パズル＆ドラゴンズ」（以
下「パズドラ」）の大ヒットを契機と
した国内スマートフォンゲーム市場
は、５年を経て成長鈍化が鮮明と
なってきている。2014年度までの急
成長に対し、2015年度は前年比
3.4%増、2016年度は2.2%増の見
込みとなっており、ゲーム運営会社
の業績も２極化している。【図表】
　そのような市場環境下で、タイト

ルのヒット確率を上昇させるため
に、知名度の高いIPを活用する手
法が一般化している。
　IPを活用したヒットタイトルの例
としては、パッケージゲームで著名
な「ドラゴンクエスト」、「ファイナ
ルファンタジー」、「パワフルプロ野
球」、アニメでは「ドラゴンボール」、
「ワンピース」、「Fate」などが挙げら
れ、IPホルダーや、IPのゲーム化権
を保有するスクウェア・エニックス、
バンダイナムコ、コナミ、ソニーの
アニメ関連部門などのスマートフォ
ン向けゲームビジネスは順調に拡大
している。特に、「ドラゴンボール」
や「Fate」は、グローバルでヒット

タイトルとなっており、海外の市場
拡大を取り込み、当該タイトルに関
連する企業の業績拡大に大きく貢献
している。
　パッケージゲームのプラットフォー
ムホルダーである任天堂も、「ポケ
モンGo」や、DeNAとの提携に基
づく「マリオ」、「ファイアーエンブ
レム」をリリース済みで、今後「ど
うぶつの森」がリリース予定の他、
「ゼルダの伝説」の投入観測も見ら
れる。
　オリジナルタイトルの苦戦で業績
不振のスマートフォン向けゲーム会
社では、業績立て直し戦略の柱にIP
活用型タイトルの投入強化を打ち出

すケースが目立ってきている。ただ
し、過去パチンコ業界ではIP獲得
競争によるIP獲得コストの上昇が
見られたが、このようなスマートフォ
ン向けゲームでのIP活用型タイトル
の増加は、受託開発会社のレベ
ニューシェア取り分悪化といった取
引条件の悪化をもたらすリスクも考
えられよう。

　既存有力IPには限りがあり、IP
獲得競争も懸念されることから、オ
リジナルで有力IPを確立する新し
い開発スタイルを、エンターテイン
メント業界では模索している。
　アニメが国内外でヒットすれば、
そのアニメを共通世界観としたゲー
ムのヒットも期待できるため、まず
はアニメ化を前提とした原作を、
ゲーム会社とアニメ関連会社で共同
開発するケースが多発している。
　特に、コアファンの支持が期待で
きるいわゆる“萌え系”の原作開発能
力が高いカドカワはその候補となり
易く、様々なゲーム会社と共同プロ
ジェクトに取り組んでいる。
　次に、既存の自社ヒットタイトル
の寿命を延ばすため、また自社IPを
多面展開することを目的に、ゲーム
をベースとしたアニメ制作に乗り出
すケースも増加している。もともと
はパッケージゲームのIP展開でよく
見られた手法であるが、「パズドラ」、
「モンスターストライク」、「グランブ
ルーファンタジー」といったヒット
タイトルも既にアニメ化されている。
　このようなゲームとアニメの連動
を、自社IP確立のための基本戦略と

位置づけた結果、大手スマートフォ
ン向けゲーム会社は、本格的にアニ
メ制作に乗り出すケースも目立って
きている。既に、サイバーエージェン
ト傘下のCyGamesがCyGamesピ
クチャーズを設立、DMMがDMM
ピクチャーズを設立、DeNAがアニ
メプロデューサーを募集、といった
発表がなされている。今後は、アニ
メ制作能力を如何に新規ヒットタイ
トル開発に活用するかが問われよ
う。
　このようなアニメ化を含むIP多面
展開を前提としたタイトル開発が主
流となってくると、オリジナルタイ
トル開発において資本力が極めて重
要となってくるため、中小ゲーム開
発会社がオリジナルタイトルで勝負
することは容易でなくなることとな
る。
　また、大手ゲーム会社がアニメ／
ゲームを中心としたプロデュース業
務を担当し、各分野で強みを持った
会社がリスク分散をしながらプロ
ジェクトに参画するといった分業型
プロジェクトも増加しよう。加えて、
これまで、ゲーム業界、アニメ業界
のプロデューサーは分断されていた
が、今後はアニメ／ゲームの両分野
を俯瞰しうるプロデュース能力が
エンターテインメント業界で必要に
なってくると考えられ、そのような
才能を業界全体で育成していく必要
があろう。

　上記で概観したように、アニメと
ゲームの連動が強化され、加えてア
ニメをベースとしたVRコンテンツ

展開まで視野に入れることにより、
プロジェクト規模が大型化してくる
と、アニメとゲームの開発効率化を
企図し、モデルデータをデジタルで
共有化する動きが加速すると考えら
れる。
　しかし、従来のアニメ制作は、動
きに対応したセル画を描いて、パラ
パラ漫画のように撮影するスタイル
であり、従来型のアニメ制作とゲー
ム開発の連動には、どうしてもアナ
ログとデジタルの変換という手間が
存在することとなるため、タイムラ
グの発生が不可避である。
　これを回避するには、アニメをフ
ルデジタル化する必要があるが、最
近では、表面は従来のアニメ絵であ
りながら裏は3DCGという「セル
ルックアニメ」と呼ばれる制作手法
が浸透しつつある。
　コアなアニメファンからは、セル
ルックアニメに対し、違和感が残る
との指摘も見られるが、アニメ制作
会社の経験値の蓄積によって、従来
のアニメの表現に近い画像表現がセ
ルルックアニメで再現されるように
なってきている。現時点では、開発
ツールの相異など、アニメとゲーム
間でどのようにデジタルデータを共
有化するかなどの方法論を模索中と
見られるが、開発効率化のニーズが
高まれば、いずれアニメとゲーム間
のモデルデータ共有化の手法が確立
されることとなろう。
　セルルックアニメ制作で実績のあ
る会社は、ポリゴンピクチュアズ、
サンジゲン、グラフィニカ、クラフ
ター、デジタルフロンティアなどが
挙げられる。このような動きが、セ
ルルックアニメ制作ノウハウを持つ
会社のM&Aに発展する可能性にも
注目していきたい。
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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。

Soichiro FUKUDA

福田 聡一郎
産業調査部

シニア・アナリスト

出所：矢野経済研究所
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スマホ向けゲームの国内市場の成長が一巡する中、
ヒットタイトル確立に向けた新しい開発スタイルであるアニメ連動の動向を
概観し、業界に与える影響を考察する。

国内成長が一巡、
IPを活用したタイトルの
存在感強まる

アニメとの連動による
自社IP展開の動きも加速

モデルデータの共有化に
よるアニメ／ゲームの
連動強化に注目

国内スマートフォンゲーム市場規模図表
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スマートフォン向け
ゲーム開発の新潮流

消費財トピック❶
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　コンビニ最大手「セブン-イレブ
ン・ジャパン」が2017年４月に発表
した店舗の標準レイアウトの大幅刷
新は、流通業界を騒然とさせるもの
であった。創業以来初となる40年越
しの変更点に通底するのは、過去の
成功体験に拘泥することなく消費者
ニーズに対応していく「破壊的イノ
ベーション（Disruptive Innovation）」
である。
　今回のレイアウト変更の主なポイ
ントは以下の通りだ。

　今後の新設店はこのレイアウトを
標準として、また既存店についても
今後５年で１万店を改装していく方
針である。
　同社は冷凍食品カテゴリーの平均

日販は過去10年で約4.7倍、カウン
ター商品（コーヒー、おでん、揚げ
物等）は同じく2.6倍と飛躍的に伸長
した一方で、雑誌（コミック、書籍
含む）は同期間に57％も減少してい
る。このため、今回のレイアウト変
更はむしろ市場環境の変化に対する
当然の対応という側面もあるだろう。
　しかし筆者は、今回のセブンの売
場改革の中から、同社が近い将来に
アマゾンと対峙していくうえでの競
争戦略、あるいは、自らの事業モデ
ルを再定義しようという経営の意思
のようなものを汲み取ることができ
ると考えている。注目したのは以下
の３点である。
　第１に、レジカウンターの拡大で
ある。アマゾンがAIやセンシング
技術を活用した無人店舗「Amazon 
GO」を試験展開していることをよ
そに、セブンは販売員やレジを無く
す考えは毛頭ないという痛快なまで
のアンチテーゼだ。
　カウンター延伸の狙いとしては、
コーヒーや揚げ物といったカウン
ター商品の品揃え拡大に加えて、レ
ジカウンターで提供できる各種サー
ビスも充実させていく長期戦略もあ
るだろう。
　当然そのなかには、クレジットカー
ド決済を基本とするECとは異なり、
リアル店舗での顧客接点を活かした
サービス分野の強化（例：クリーニ
ング店など）も含まれるであろう。

　第２の注目点は、新しい店舗レイ
アウトの見取り図からは、屋内型の
宅配ボックスはもちろん、宅配荷物
を保管しておくためのバックヤード
スペースの増設などの意向を見て
取ることができなかったことであ
る。すなわち、セブンが描いた今後
の事業設計のなかには、コンビニ店
舗がECや宅配ネットワークを支え
る社会インフラの役割を担っていく
というシナリオは（少なくとも現時
点では）盛り込まれなかったと言え
る。なお、ここでいうECのなかには、
アマゾンや楽天といった外部企業
だけではなく、自社ECサイトも含
まれている可能性があり、同社のオ
ムニチャネル戦略は大きく舵を切り
替える局面に入ったのであろう。
　第３の注目点は、イートインコー
ナーの新設が象徴するように、セブ
ンが目指す理想の店舗の在り方は、
Amazon GOのような「通過する空
間」ではなく、「滞在する空間」だと
いう点である。
　この意味で、セブンとAmazon GO
は真逆の針路を取っていくことにな
る。しかし、それはなんら驚くべき
ことではない。「近くて便利」を追求
し続けてきたコンビニ最大手企業
と、バリューチェーンの再構築を進
めてきたECの巨人がそれぞれ流通
業界の全体図のなかでどの位置を占
めてきたのかを考えれば、むしろ必
然流れとさえ言えるのである。

　筆者が考える流通業界の全体図
は下図のようなものである。【図表】
　この図では、ECを含む各小売業
態の標準的な取り扱いアイテム数を
縦軸に取り、そして横軸には、消費
者がそれぞれの小売業態で買い物を
する際に実際に商品を手に入れるま
での総所要時間（店舗までの往復、
商品の選定、試着、接客、決済、宅
配の待ち時間など）を示したもので
ある。業態によって数値が文字通り
桁違いに異なるため、縦横ともに対
数表示とした。
　図中の左上にいくほど短時間で多
様な商品を入手できるわけだが、デ
ジタルコンテンツはともかく、実体
のある商品に関しては、図中で右肩
上がりの線で示したようなトレーオ

フの関係にある選択肢があるのみで
ある。その両極にあるのがコンビニ
とECだ。この話のミソは、ECは利
用者に移動時間こそ強要しないとい
う点で便利だが、すぐに商品を手に
入れられる「時短ビジネス」ではな
いという点である。
　つまり、セブンを筆頭とするコン
ビニが顧客に滞在時間を増やしても
らいながら提供する商品やサービス
の幅を広げようとするのは正攻法で
あるし、その一方で、アマゾンがロ
ングテール戦略を捨てたリアル店舗
とIT技術を組み合わせた時短ビジ
ネス（Amazon GO）を立ち上げる
こともまた順当な展開である。つま
り、セブンとアマゾンは逆の針路を
進むと述べたが、それは同地点から
互いに背を向けて離れていくのでは
なく、商品を手に入れるまでの総所
要時間の配分として、離れた位置か
ら歩み寄っていく構図であり、その

先に待つのは全面的な対決であるこ
とは想像に難くない。

　今後の流通業界では、ヒトの動き
（消費者行動）、モノの動き（物流、
配送、受け取り）がこれまで以上に
ダイナミズムを増していくうえに、
これらの動きを記録・解析していく
流れも強化され、新たな競争ルール
も形成されていく（これらの論考に
ついては、拙著「宅配がなくなる日
～同時性解消の社会論」に詳しい）。
　今回のセブンの店舗レイアウト変
更は、新たな競争時代の幕開けを控
えて発せられた高らかな宣戦布告で
ある。
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❶レジカウンターの拡大（延伸）

❷入り口近くの雑誌コーナーは
縮小

❸冷凍食品リーチインを
大幅拡大

❹米飯／チルドケースを増設

❺イートイン（飲食／休憩スペース）を
新設

東京大学経済学部卒。UBS証券、クレディ・スイス証券を
経て、フロンティア･マネジメント㈱に入社。15年の証券
アナリストとしての経験を活かして、フロンティア･マネジ
メント㈱では流通業界の調査や顧客企業への戦略策定
支援に従事。近著（共著）に「宅配がなくなる日～同時
性解消の社会論」(日本経済新聞出版社)がある。

Taketo YAMATE

山手 剛人
産業調査部

シニア・アナリスト

出所：フロンティア･マネジメント作成

（分）
移動、決済、商品受け取りの総時間（対数目盛）

百貨店
（およそ240分、100万品目）

IKEA
（およそ240分、9,500品目）

COSTCO
（およそ180分、4,000品目）

ヨドバシエクストリーム
（150分、430,000品目）

Amazon Prime Now
（120分、65,000品目）

ドラッグストア
（20分、15,000品目）

コンビニ
（10分、3,000品目）

時間の効率化

付加価値が高い領域

ディスカウントストアの領域

時間の快適化

取
り
扱
い
商
品
数
（
対
数
目
盛
）

1,000,000

100,000

10,000

0
0 10 100 1,000

（品目）

先般発表されたセブン-イレブンの新標準レイアウトは、雑誌棚を圧縮する
一方で、冷凍食品やレジカウンターを拡大して、イートインを新設するという
内容で、業界関係者を驚かせた。彼らの売場改革をつぶさに観察すると、アマ
ゾンとの対決に向けて事業モデルを再定義する意図が浮かび上がってくる。

セブンの売場改革の示唆
は「打倒アマゾン」の指針

急接近するコンビニと
ECの事業モデル

むすび

販売チャネルごとのショッピング所要時間と取扱商品数図表

セ
ブ
ン
の
売
場
改
革
に
み
る
「
打
倒
ア
マ
ゾ
ン
」の
兵
法

セブンの売場改革にみる
「打倒アマゾン」の兵法
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　2017年３月、弊社が事務局の運営
を受託した「植物工場産業の新たな
事業展開と 社会的・経済的意義に
関する調査事業」調査報告書が経産
省ホームページにおいて公開され
た。ご指導・ご助力をいただいた皆
様には、改めてこの場をお借りして
感謝を申し上げたい。
　詳細は報告書をご覧いただきたい
が、報告書を要約すれば、人工光型
植物工場事業者（主に生産者）の個
社ごとの努力を否定するものではな
いものの、❶産業形成の基盤づくり、
❷バリューチェーン全体における高
付加価値化、❸多様な事業者の共存
による産業全体の活性化、という３
つのアクションが必要であることを
産業論の文脈から提言している。
加えて、掛け声倒れに終わらぬよう、
３年というマイルストーンを設定し
た施策実行ロードマップまでを策
定するという野心的な内容となって
いる。

　公開直後から様々なお問い合わせ
やご相談をいただくなど、反響は大
きく、メンバー一同大変驚いている。
あらためて植物工場というアジェン
ダへの注目度を認識した次第であ
る。
　本稿では、事務局運営の当事者と
して実感した、人工光型植物工場産
業化への期待が高まる背景にある
「農」「アグリ」を取り巻くメガトレン
ドに触れつつ、日本を中心にさらな
る農業の進化可能性について考察し
たい。

　「農」「アグリ」は中長期的にどの
ような変化に直面するのだろうか。
【図表】に弊社が捕捉、継続的に調
査している「農」「アグリ」を取り巻
くメガトレンドを抜粋し、弊社独自
のフレームワークによって整理して

いる。
　【図表】左側に示しているのは、人
口動態やマクロ経済動向など定量
的統計によって導出される「『現象』
としてのメガトレンド」である。未
来を予測することは非常に難しい
が、❶実際に起こる確率が非常に高
く、❷影響が広範囲で、❸長期間に
わたって持続するトレンドである。
ある程度ロードマップを読み取れる
テクノロジートレンドも静的な『現
象』トレンドに分類整理しているの
も、フレームワークとしての特徴で
ある。
　一方で【図表】の右側に示してい
るのは、ある意味経営環境の所与と
もいうべきこれらの『現象』を受け
て、主要なプレイヤーがどのように
変化していくのか、に着目して整理
した「プレイヤーの『振る舞い』」で
ある。ポイントは規制当局である各
国政府に代表される公的機関と、需
要家である消費者の間に、ちょうど
供給業者のバリューチェーン全体が
挟まれる構造となっていることであ
る。
　ちなみに、【図表】上では植物工
場は生産者にプロットしているが、
現状を正確に表現すれば、（報告書
でも言及した通り）生産者及び流通
レイヤーを垂直統合したプレイヤー

であると定義できる。

　社会トレンド及び経済トレンドか
ら導出されるのは、「2050年には、世
界人口90億人の約70%が農産物の
消費地である都市に居住し、新興国
の台頭や貧困層の減少による需要増
加が起きる。その一方で、農業就業
者の減少や世界的な高齢化が進み、
自然災害による農作物の収穫リスク
は依然として解消されていない。交
通網発達によって農産物の輸送・物
流の多頻度化・効率化が図られ、結
果として偏在もさらに進む可能性が

高い。」世界ということになる。
　また技術トレンドからは、「生産
プロセスの革新によって、ロボティ
クスや熟練農家のノウハウ形式知化
に代表される進化が継続するもの
の、それ以上に増加する需要を満足
することができない中で『食品』の
再定義が起こる。また、生体分子系、
窒素・微生物など先端技術の農業へ
の応用も進む」将来像が立ち現われ
てくる。

　これらの『現象』としてのメガトレ

ンドを所与とすることによって、「プ
レイヤーの『振る舞い』」を予測して
みるとどのような世界が現れるだろ
うか。
　各国政府は農産物の安定供給、高
い自給率を実現しようとするため、
既に一部で顕在化しているように、
世界的な資源争奪戦が激化し、買い
負けした国では、結果として供給不
足が生じる。その状況を機会と考え
るのであれば、GAP（Good Agricul-
tural Practice）など国際規格への
対応も進めざるを得ない。過剰消費
への反省から、先進国主導でクリー
ンエネルギーや節水、生態系への配
慮など栽培プロセス全体のサーキュ
ラーエコノミー成立に取り組むこと

産
業
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ト
ピ
ッ
ク

になるだろう。
　消費者はますます賢くなる。大規
模プラットフォームよりも、特定の
コミュニティやクラスターに癒しの
場を求める傾向が続く。長寿命化で
健康・美への関心が高まり、食品安
全性やサプリメントなどの健康食品
に関する需要はますます高まること
が想定される。
　この大きな規制と需要の狭間で、
「農」「アグリ」のバリューチェーン
に大きな変化が生まれる。日本にお
いては過剰設備の是正や畑作転換は
長期的に継続するトレンドだろう。
グローバルでは長期的に農作物の種
苗価格に下落トレンドが見られ、生
産者はさらなる省人化、効率化を進
めるために大規模化、機械化を進め
る。
　自然災害など供給が不安定になり
価格が乱高下するため、消費地に近
接した大規模生産が始まる可能性も
あり、その場合には太陽光か人工光
型かはさておき、植物工場にも期待
が集まるだろう。
　そして生産者と消費者をつなぐ、
流通、加工業者、小売、外食のサプ
ライチェーンには大きな変化が起こ
るに違いない。本稿では詳細に言及
しないが、報告書内で言及した、「バ
リューチェーン全体での高付加価値
化」が実現するかどうかは、巨大資
本による破壊的な影響を受けている
当該レイヤーのプレイヤーにかかっ
ている。
　ことほど左様に、人工光型植物工
場への関心の高まりは、不足、偏在、
過剰消費という『現象』トレンドに
対して、規制・需要の双方向からの
「安定供給」や「高付加価値化」といっ
た期待を受け止めるソリューション
と考えられているからであり、その
期待が残されるうちに、植物工場産
業の進化が達成されなければならな
いということになる。

　日本では、小規模な兼業農家が多
く、稲作農家の８割が２ヘクタール未
満、葉物野菜であれば５ヘクタール
程度を夫婦二人で運営し、収穫だけ
は海外からの技能実習生で補うこと
で収益は安定する。米国のように穀
物中心で、圧倒的なボリュームを背
景とした効率性追及とは趣が異なる。
高齢化で農家の世代交代はめどが
立っておらず、ITリタラシーが高い
担い手ばかりではないことから、活用
しきれない業務管理ソフトウェアや、
ドローン、センサーの導入は、損益上
からも正当化されにくい。今後の変
化は、中規模以上の農業生産法人や、
各レイヤーの専業、新規参入してい
る企業を中心に生じてくると考える
べきであり、政策的にも優先順位が
高まるはずである。その際には、前述
のとおり、減反政策を進めるコメや、
メジャー企業の多い小麦などいわゆ
る穀物以外の、野菜や果物といった
園芸作物が有力な切り口となる。
　メガトレンドを踏まえ、日本におけ
る「農」「アグリ」ビジネスの進化方向
としては、どのような可能性が導出さ
れるだろうか。現時点仮説を述べる。

　花卉類をケニア・中国で生産し各
国で販売するLEVOPLANT社や、
トマトのRoyal Pride Hollandのよ
うに、穀物以外での大規模化を進め
るオランダ型大規模農業者を国内で
も育成する。
　政策的には、コアとなる大企業事

業者の基に、事業拡大に意欲的な中
規模農業生産法人を束ねていくイン
センティブ設計が必要であろうし、
実際の統合を推進するためには、第
三者の仲介機能が必要となる。

　Priva社が大規模施設園芸を中国
に導入するなど、新興国市場へのシ
ステム導入は足元でも進んでおり、
純国産園芸システムの早期開発は、
システム自体の輸出を狙う事業者や、
海外で大規模園芸施設や植物工場立
ち上げを狙う事業者にとって事業の
前提ともいえるものとなる。
　システムの確立には日本での実証
実験も欠かせず、運営工場跡地の施
設建設要件緩和や大型ガラス温室を
農業施設として認可するなどの規制
緩和が必要と考える。特にガラス温
室には、太陽電池との相乗効果で、
エネルギー収支を温室単独でプラス
に転じ、植物工場における光熱費負
担を解消する可能性もある。

　熟したトマトやイチゴを傷つけず
に収穫できるほどの繊細なロボティ
クス技術は存在しない。収穫、選果、
パッキングなどもっとも人件費のか
かる領域に対して有効な処方箋が提
供できれば、大きなイノベーションと
なるだろう。
　実学的な研究開発を続ける研究機
関との協働が有望だが、プログラミン
グやセンシングを理解する人材が、
農業現場に密着するシチュエーショ
ンを作り出す仕掛けづくりが重要だろ
う。その結果生まれるのは、一見する
と非常にチープな、だが気の利いた
ソリューションである可能性が高い。

　ケムチャイナによるスイスの農薬
大手シンジェンタ買収が完了に近づ
いている。おそらく、種苗研究におけ
る最重要技術がバイオ技術であるこ
とは異論がない。日本にとって想定
消費国であった中国のマネーパワー
は確かに驚くべきものであり、事業
者のなかには、戦略の立て直しを余
儀なくされた方もあるだろう。
　ただ、「農」「アグリ」産業において
唯一の技術のみにおいて優位性を構
築することが困難なこともまた事実
だ。質だけではなく価格でも消費者
など需要家を満足させるために、生
産者が協力をし合うことがより重要
になるだろう。パートナーシップに
よって、より効率的な仕事、結果とし
ての価格競争力、コラボレーション
からの新しいアイディアが生まれる
可能性も高まるはずだ。

　さて、これまで「農」「アグリ」を
取り巻くメガトレンドと導出される進
化方向性について検討してきた。そ
もそもメガトレンド自体が中長期のト
レンドゆえ、不確定要素も多く、企業
戦略へ落とし込むには「遠く感じら
れる」こと、一つ一つのトレンドは誰
もが「感覚的には気付いていること
も多い」ことから、一見すると示唆を
得るのは困難に思えるのはやむを得
ないことだ。
　重要なのは、メガトレンドというレ
ンズを通して世界を眺め、自社の競
争環境がどのように変化するのか、
その際にどのような機会と脅威が顕
在化するかを先読みする行動様式そ

のものであると弊社は考える。
　弊社ではメガトレンドをたたき台
に、マネジメントが腹を割って話し合
うワークショップを実施することをお
勧めしている。あるエレクトロニクス
企業A社におけるマネジメント・ワー
クショップ事例においては、弊社が
メガトレンドから導出される10年後
のA社事業の環境変化ストーリー構
築と当日のファシリテーションをご支
援したが、事務局想定とは異なる方
向に議論が転がった結果、思わぬ気
づきを得ることも多かった。ご参加い
ただいたマネジメントは、その場での
気づきを持ち帰り、❶自社・自部門の
ビジネスモデル進化、❷不足してい
る組織能力の特定、❸マネジメント
個人としての長期視点での経営能力
向上、といった成果に繋げている。
　今まさに新規参入が相次いでいる
「農」「アグリ」といった人類文化の
基礎ともいえる視点からメガトレン
ドを捉えなおす試みは、農関連作業
従事者のみならず、自社の事業ドメ
インや短期的な時間軸を離れ、再度
自社、自部門の「儲け方」「稼ぎ方」
を再検討する契機となり得るのでは
ないだろうか。

　農業（特に農耕）の起源について
は諸説あり、発祥は１万年前とも２万
年前ともいわれる。当時狩猟採集社
会を形成し生計を立てていた人類
が、氷河期（最終氷期）を迎え、気
候変動に起因する食糧難から、農耕、
そして牧畜を含む広義の農業を開始
したというのが定説だ。以降一貫し
て農業は「消費する以上に生産する」

ことで人口の増大、ひいては人類の
文明発達に寄与してきた。
　ところが、将来人類が直面してい
くのは、単純な供給不足ではなく、農
産物が偏在し、変動し、あるいは過剰
に使用されるなかで局所的に生まれ
る不足という不条理である。不条理
をもたらすのは、消費者である私たち
一人一人の「人」である。同時に需要
の変化に対して、供給側の「人」も変
化していく。植物工場を含む大規模
施設園芸、これから起きる人工知能
の農業への本格的導入によって、単
純な効率化が達成されるだけではな
く、事業者、農家、ひとりひとりの能
力の純粋な質の高さを反映すること
が可能な時代になる。質の良いレタ
スを作る農家も、売り方やコスト管理
ができなければ、十分な利益を残す
ことはできないのだから。いまこそ真
の経営力としての「人」に注目するべ
きといえるだろう。弊社が事務局での
ご支援を通じて骨身に沁みて実感し
たのは、様々な立場から多様な意見
を交わし、立体的な施策を導出する
討議自体の重要性である。本稿がい
まこのとき以降の「農」を取り巻く様々
な議論の叩き台となるのであれば、
これに勝る喜びはない。

出所：フロンティア･マネジメント作成

人口動態/構造の変化
●高齢化・長寿命化
●移民/民族混合
●保護主義の横行
●都市への集中

自然環境の変化
●温暖化
●自然災害とパンデミック
●代替エネルギーの探索

移動の流動性
●交通網の発達

マクロ経済と雇用
●満たされる先進国
●新興国の台頭
●人材競争グローバル化

富の分散化
●貧困層の減少
●人材の流動性向上

競争環境の激化
●クロスボーダーM&A
●R&D、イノベーション
●透明性・社会起業家

●（日本）農業競争力強化
●サーキュラーエコノミー
●食料不足と価格高騰
●国際規格整備・連携と国内ガバナンス

●経営人材＝担い手育成
●食料不足と価格高騰
●国際的資源争奪戦（希少と過剰）

技術起点での生産プロセス革新
●人工知能・ビッグデータ
●精密農業・自動化

「食品」再定義
●新世代育苗
●遺伝子組み換え作物
●フードテック（人工肉）

先端技術との融合
●生体分子（塩基配列・アミノ酸配列、CRISPR、IPS細胞）
●窒素・微生物（マイクロバイオーム）活用
●次世代化学適用（エマルジョン進化、不斉触媒）

「現象」としてのトレンド プレイヤーの「ふるまい」

社会トレンド 経済トレンド

小売 外食

技術トレンド

政府・公的機関

●（日本）米→畑作転換
●（日本）過剰設備是正
●省人化・効率化
●高付加価値シフト（バイオ燃料・ブランド化・製薬材料）

●（世界）園芸作物大規模化
●（世界）世界市況不安定化
●国際的資源争奪戦（希少と過剰）

農業生産者

●SCM再構築
●産地と消費地の近接化（物理的・論理的）

●寡占・独占の進行

流通

●「賢くなる」消費者
●クローズなコミュニティー・属性クラスター

●時間の短縮化 ●健康・美への拘り

消費者

●バリューチェーンの
　川上シフト（加工・製造）
●付加価値の「見える化」

●「ローカル」の復権
●体験による差別化
●デリバリーサービス進化

弊社は平成28年度 地域経済産業活性化対策調査「植物工場産業の新たな事業展開と 社会的・経済的意義に関する
調査事業」の事務局運営業務をご支援し、2017年2月の報告書提出後から大きな反響をいただいている。
事務局運営を通じて、「農」「アグリ」を取り巻く長期スパンでの社会・経済的変化やテクノロジー進化の潮流を肌で感じ、
学ぶ機会を得た。本稿では、その経験も踏まえ、弊社が研究を続ける「農」「アグリ」のメガトレンドを叩き台として共
有し、今後の農業進化の可能性について考察する。

補助金依存からの
脱却と巡航成長への
移行を進める
人工光型植物工場産業

「農」「アグリ」を取り巻くメガトレンド図表

報告書への大きな反響と
「農」「アグリ」全体への
問題意識の拡がり

産業論としての人工光型
植物工場発展への提言

期待の背景にあるメガトレンド
～フレームワークによる整理

『現象』トレンドから
環境変化の所与を導出

『現象』メガトレンドによって
「プレイヤーの『振る舞い』」が
変わる

「農」「アグリ」進化の
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「農」「アグリ」の進化を
メガトレンドから考察する
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　2017年３月、弊社が事務局の運営
を受託した「植物工場産業の新たな
事業展開と 社会的・経済的意義に
関する調査事業」調査報告書が経産
省ホームページにおいて公開され
た。ご指導・ご助力をいただいた皆
様には、改めてこの場をお借りして
感謝を申し上げたい。
　詳細は報告書をご覧いただきたい
が、報告書を要約すれば、人工光型
植物工場事業者（主に生産者）の個
社ごとの努力を否定するものではな
いものの、❶産業形成の基盤づくり、
❷バリューチェーン全体における高
付加価値化、❸多様な事業者の共存
による産業全体の活性化、という３
つのアクションが必要であることを
産業論の文脈から提言している。
加えて、掛け声倒れに終わらぬよう、
３年というマイルストーンを設定し
た施策実行ロードマップまでを策
定するという野心的な内容となって
いる。

　公開直後から様々なお問い合わせ
やご相談をいただくなど、反響は大
きく、メンバー一同大変驚いている。
あらためて植物工場というアジェン
ダへの注目度を認識した次第であ
る。
　本稿では、事務局運営の当事者と
して実感した、人工光型植物工場産
業化への期待が高まる背景にある
「農」「アグリ」を取り巻くメガトレン
ドに触れつつ、日本を中心にさらな
る農業の進化可能性について考察し
たい。

　「農」「アグリ」は中長期的にどの
ような変化に直面するのだろうか。
【図表】に弊社が捕捉、継続的に調
査している「農」「アグリ」を取り巻
くメガトレンドを抜粋し、弊社独自
のフレームワークによって整理して

いる。
　【図表】左側に示しているのは、人
口動態やマクロ経済動向など定量
的統計によって導出される「『現象』
としてのメガトレンド」である。未
来を予測することは非常に難しい
が、❶実際に起こる確率が非常に高
く、❷影響が広範囲で、❸長期間に
わたって持続するトレンドである。
ある程度ロードマップを読み取れる
テクノロジートレンドも静的な『現
象』トレンドに分類整理しているの
も、フレームワークとしての特徴で
ある。
　一方で【図表】の右側に示してい
るのは、ある意味経営環境の所与と
もいうべきこれらの『現象』を受け
て、主要なプレイヤーがどのように
変化していくのか、に着目して整理
した「プレイヤーの『振る舞い』」で
ある。ポイントは規制当局である各
国政府に代表される公的機関と、需
要家である消費者の間に、ちょうど
供給業者のバリューチェーン全体が
挟まれる構造となっていることであ
る。
　ちなみに、【図表】上では植物工
場は生産者にプロットしているが、
現状を正確に表現すれば、（報告書
でも言及した通り）生産者及び流通
レイヤーを垂直統合したプレイヤー

であると定義できる。

　社会トレンド及び経済トレンドか
ら導出されるのは、「2050年には、世
界人口90億人の約70%が農産物の
消費地である都市に居住し、新興国
の台頭や貧困層の減少による需要増
加が起きる。その一方で、農業就業
者の減少や世界的な高齢化が進み、
自然災害による農作物の収穫リスク
は依然として解消されていない。交
通網発達によって農産物の輸送・物
流の多頻度化・効率化が図られ、結
果として偏在もさらに進む可能性が

高い。」世界ということになる。
　また技術トレンドからは、「生産
プロセスの革新によって、ロボティ
クスや熟練農家のノウハウ形式知化
に代表される進化が継続するもの
の、それ以上に増加する需要を満足
することができない中で『食品』の
再定義が起こる。また、生体分子系、
窒素・微生物など先端技術の農業へ
の応用も進む」将来像が立ち現われ
てくる。

　これらの『現象』としてのメガトレ

ンドを所与とすることによって、「プ
レイヤーの『振る舞い』」を予測して
みるとどのような世界が現れるだろ
うか。
　各国政府は農産物の安定供給、高
い自給率を実現しようとするため、
既に一部で顕在化しているように、
世界的な資源争奪戦が激化し、買い
負けした国では、結果として供給不
足が生じる。その状況を機会と考え
るのであれば、GAP（Good Agricul-
tural Practice）など国際規格への
対応も進めざるを得ない。過剰消費
への反省から、先進国主導でクリー
ンエネルギーや節水、生態系への配
慮など栽培プロセス全体のサーキュ
ラーエコノミー成立に取り組むこと

になるだろう。
　消費者はますます賢くなる。大規
模プラットフォームよりも、特定の
コミュニティやクラスターに癒しの
場を求める傾向が続く。長寿命化で
健康・美への関心が高まり、食品安
全性やサプリメントなどの健康食品
に関する需要はますます高まること
が想定される。
　この大きな規制と需要の狭間で、
「農」「アグリ」のバリューチェーン
に大きな変化が生まれる。日本にお
いては過剰設備の是正や畑作転換は
長期的に継続するトレンドだろう。
グローバルでは長期的に農作物の種
苗価格に下落トレンドが見られ、生
産者はさらなる省人化、効率化を進
めるために大規模化、機械化を進め
る。
　自然災害など供給が不安定になり
価格が乱高下するため、消費地に近
接した大規模生産が始まる可能性も
あり、その場合には太陽光か人工光
型かはさておき、植物工場にも期待
が集まるだろう。
　そして生産者と消費者をつなぐ、
流通、加工業者、小売、外食のサプ
ライチェーンには大きな変化が起こ
るに違いない。本稿では詳細に言及
しないが、報告書内で言及した、「バ
リューチェーン全体での高付加価値
化」が実現するかどうかは、巨大資
本による破壊的な影響を受けている
当該レイヤーのプレイヤーにかかっ
ている。
　ことほど左様に、人工光型植物工
場への関心の高まりは、不足、偏在、
過剰消費という『現象』トレンドに
対して、規制・需要の双方向からの
「安定供給」や「高付加価値化」といっ
た期待を受け止めるソリューション
と考えられているからであり、その
期待が残されるうちに、植物工場産
業の進化が達成されなければならな
いということになる。

　日本では、小規模な兼業農家が多
く、稲作農家の８割が２ヘクタール未
満、葉物野菜であれば５ヘクタール
程度を夫婦二人で運営し、収穫だけ
は海外からの技能実習生で補うこと
で収益は安定する。米国のように穀
物中心で、圧倒的なボリュームを背
景とした効率性追及とは趣が異なる。
高齢化で農家の世代交代はめどが
立っておらず、ITリタラシーが高い
担い手ばかりではないことから、活用
しきれない業務管理ソフトウェアや、
ドローン、センサーの導入は、損益上
からも正当化されにくい。今後の変
化は、中規模以上の農業生産法人や、
各レイヤーの専業、新規参入してい
る企業を中心に生じてくると考える
べきであり、政策的にも優先順位が
高まるはずである。その際には、前述
のとおり、減反政策を進めるコメや、
メジャー企業の多い小麦などいわゆ
る穀物以外の、野菜や果物といった
園芸作物が有力な切り口となる。
　メガトレンドを踏まえ、日本におけ
る「農」「アグリ」ビジネスの進化方向
としては、どのような可能性が導出さ
れるだろうか。現時点仮説を述べる。

　花卉類をケニア・中国で生産し各
国で販売するLEVOPLANT社や、
トマトのRoyal Pride Hollandのよ
うに、穀物以外での大規模化を進め
るオランダ型大規模農業者を国内で
も育成する。
　政策的には、コアとなる大企業事

業者の基に、事業拡大に意欲的な中
規模農業生産法人を束ねていくイン
センティブ設計が必要であろうし、
実際の統合を推進するためには、第
三者の仲介機能が必要となる。

　Priva社が大規模施設園芸を中国
に導入するなど、新興国市場へのシ
ステム導入は足元でも進んでおり、
純国産園芸システムの早期開発は、
システム自体の輸出を狙う事業者や、
海外で大規模園芸施設や植物工場立
ち上げを狙う事業者にとって事業の
前提ともいえるものとなる。
　システムの確立には日本での実証
実験も欠かせず、運営工場跡地の施
設建設要件緩和や大型ガラス温室を
農業施設として認可するなどの規制
緩和が必要と考える。特にガラス温
室には、太陽電池との相乗効果で、
エネルギー収支を温室単独でプラス
に転じ、植物工場における光熱費負
担を解消する可能性もある。

　熟したトマトやイチゴを傷つけず
に収穫できるほどの繊細なロボティ
クス技術は存在しない。収穫、選果、
パッキングなどもっとも人件費のか
かる領域に対して有効な処方箋が提
供できれば、大きなイノベーションと
なるだろう。
　実学的な研究開発を続ける研究機
関との協働が有望だが、プログラミン
グやセンシングを理解する人材が、
農業現場に密着するシチュエーショ
ンを作り出す仕掛けづくりが重要だろ
う。その結果生まれるのは、一見する
と非常にチープな、だが気の利いた
ソリューションである可能性が高い。

　ケムチャイナによるスイスの農薬
大手シンジェンタ買収が完了に近づ
いている。おそらく、種苗研究におけ
る最重要技術がバイオ技術であるこ
とは異論がない。日本にとって想定
消費国であった中国のマネーパワー
は確かに驚くべきものであり、事業
者のなかには、戦略の立て直しを余
儀なくされた方もあるだろう。
　ただ、「農」「アグリ」産業において
唯一の技術のみにおいて優位性を構
築することが困難なこともまた事実
だ。質だけではなく価格でも消費者
など需要家を満足させるために、生
産者が協力をし合うことがより重要
になるだろう。パートナーシップに
よって、より効率的な仕事、結果とし
ての価格競争力、コラボレーション
からの新しいアイディアが生まれる
可能性も高まるはずだ。

　さて、これまで「農」「アグリ」を
取り巻くメガトレンドと導出される進
化方向性について検討してきた。そ
もそもメガトレンド自体が中長期のト
レンドゆえ、不確定要素も多く、企業
戦略へ落とし込むには「遠く感じら
れる」こと、一つ一つのトレンドは誰
もが「感覚的には気付いていること
も多い」ことから、一見すると示唆を
得るのは困難に思えるのはやむを得
ないことだ。
　重要なのは、メガトレンドというレ
ンズを通して世界を眺め、自社の競
争環境がどのように変化するのか、
その際にどのような機会と脅威が顕
在化するかを先読みする行動様式そ

のものであると弊社は考える。
　弊社ではメガトレンドをたたき台
に、マネジメントが腹を割って話し合
うワークショップを実施することをお
勧めしている。あるエレクトロニクス
企業A社におけるマネジメント・ワー
クショップ事例においては、弊社が
メガトレンドから導出される10年後
のA社事業の環境変化ストーリー構
築と当日のファシリテーションをご支
援したが、事務局想定とは異なる方
向に議論が転がった結果、思わぬ気
づきを得ることも多かった。ご参加い
ただいたマネジメントは、その場での
気づきを持ち帰り、❶自社・自部門の
ビジネスモデル進化、❷不足してい
る組織能力の特定、❸マネジメント
個人としての長期視点での経営能力
向上、といった成果に繋げている。
　今まさに新規参入が相次いでいる
「農」「アグリ」といった人類文化の
基礎ともいえる視点からメガトレン
ドを捉えなおす試みは、農関連作業
従事者のみならず、自社の事業ドメ
インや短期的な時間軸を離れ、再度
自社、自部門の「儲け方」「稼ぎ方」
を再検討する契機となり得るのでは
ないだろうか。

　農業（特に農耕）の起源について
は諸説あり、発祥は１万年前とも２万
年前ともいわれる。当時狩猟採集社
会を形成し生計を立てていた人類
が、氷河期（最終氷期）を迎え、気
候変動に起因する食糧難から、農耕、
そして牧畜を含む広義の農業を開始
したというのが定説だ。以降一貫し
て農業は「消費する以上に生産する」

ことで人口の増大、ひいては人類の
文明発達に寄与してきた。
　ところが、将来人類が直面してい
くのは、単純な供給不足ではなく、農
産物が偏在し、変動し、あるいは過剰
に使用されるなかで局所的に生まれ
る不足という不条理である。不条理
をもたらすのは、消費者である私たち
一人一人の「人」である。同時に需要
の変化に対して、供給側の「人」も変
化していく。植物工場を含む大規模
施設園芸、これから起きる人工知能
の農業への本格的導入によって、単
純な効率化が達成されるだけではな
く、事業者、農家、ひとりひとりの能
力の純粋な質の高さを反映すること
が可能な時代になる。質の良いレタ
スを作る農家も、売り方やコスト管理
ができなければ、十分な利益を残す
ことはできないのだから。いまこそ真
の経営力としての「人」に注目するべ
きといえるだろう。弊社が事務局での
ご支援を通じて骨身に沁みて実感し
たのは、様々な立場から多様な意見
を交わし、立体的な施策を導出する
討議自体の重要性である。本稿がい
まこのとき以降の「農」を取り巻く様々
な議論の叩き台となるのであれば、
これに勝る喜びはない。
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　本稿において、創業家企業とは創
業家一族が株主として強い権限を有
する企業と定義する。
　まず、筆者が過去に支援した飲食
チェーンA社の事例を紹介したい。
A社は半世紀前に、先代社長が街の
レストランから創業し、今では店舗
も全国展開するまでに成長させた。
10年ほど前にご子息にバトンタッチ
し、現社長は二代目社長である。
　先代が引退する数年前から、増収
減益という状態が続き、引退間際に
は創業以来初の赤字となった。先代
は「今後は、個人経営から組織経営
に切り替えてほしい」と病の床から
遺言を残し、この世を去ったという。
　赤字の状態で社長となった二代目
社長は外部コンサルタントの力も借
りながら、メニューの絞込や不採算
店の閉鎖などにより、１年で赤字を
脱し、業績回復という信頼を勝ち取
る。その後、各主要部署からエース
人材を発掘し主要ポジションへ登
用、さらに不足する専門人材を中途
入社させ、経営チームを構築した。
既存事業の高収益化だけでなく、今
後の日本社会の人口減少等を見据え
たM&Aや海外展開も二代目社長の
発案で推進していった。10年経った
今、先代引退時と比べ、売上高は約
1.5倍、利益率は＋10ポイントアップ

し、高収益企業に生まれ変わってい
る。
　A社の事例を考えるに、うまく
いっている創業家企業には３つの強
みを有している。
　まずは「合議制では不可能な、直
感に基づく斬新な意思決定が可能」
な点である。非創業家企業では合議
制を敷いていることが多く、意思決
定に時間を要し、また経営方針にも
「尖り」がない場合が多い。しかし、
創業家企業には最終決断をトップの
一声で推し進める力強さが存在して
いる。
　A社におけるM&Aや海外事業展
開という視点は、飲食チェーンの現
場社員からは発案されづらい案件で
あり、ここに創業家社長の強いトッ
プダウンの有用性が見出せる。
　続いて「長期政権を維持しやすく、
中長期的な視点での投資意思決定が
可能」な点である。非創業家企業で
はトップの任期満了が存在するた
め、中長期的な目線で意思決定がし
づらくなる。しかし、創業家企業に
おいては経営がうまくいっている場
合、長期政権が維持しやすいため、
中長期的な目線で思い切った意思決
定が可能となる。
　A社の場合、二代目社長が早期に
好業績を作り上げたことで、内外か
らの信頼を集め、長期政権の足場固
めに成功したことが、前述のM&A
や海外展開を進める際の後押しと
なったものと考える。さらに、海外

展開は特に、短期目線では収益化が
見込まれづらく、国内市場の縮小を
考えればその必要性を感じつつも、
一歩が踏み出せない企業も多いが、
ここに思い切った投資の意思決定が
なされた点も創業家社長ならではと
いえる。
　最後に「社員のロイヤルティの高
さ」である。創業家企業において、
創業家＝会社の精神的支柱であり、
創業家および会社に対するロイヤル
ティが高いことが多い。
　A社では赤字期にも現場が一致団
結し、二代目社長を支えた点は不可
欠である。この根底には、社に対す
る強いロイヤルティが存在してい
る。
　うまくいっている創業家企業には
上述の強みがある一方で、うまく
いっていない創業家企業には２つの
弱みが存在する。
　まずは、「自律性・自発性の弱さ」
である。トップダウンに慣れてきた
がゆえに、自分たちで能動的・創造
的に考えて提案・行動することが不
慣れな点である。時に、この弱みは
経営者と現場の間でのコミュニケー
ション不全に発展する場合がある。
　続いて、「経営者目線の不在」で
ある。創業家企業では、優秀な経営
者が部下を「機能」として利用して
いることも多く、経営幹部含めて全
体観を持たない傾向にあり、部門最
適（部分最適）となりがちな点であ
る。

　こういった弱みが発露すること
で、二代目社長を困らせるシーンを
目にするが、どのようにしてこれら
弱みを克服していくべきか、筆者の
支援事例から考察してみたい。

　ここでは筆者が過去に支援した関
西にあるアパレルメーカーＢ社の事
例から考察を進めたい。
　B社は先代が40年前に創業し、関
西を中心に全国展開するまでに成長
させた企業である。約20年前に先代
が会長となり、二代目社長へと社長
を引き継いだ。その後、10年経ち、
会長も引退、現在では二代目社長が
先頭に立ち経営されている。
　先代が社長の頃から、競争激化と
アパレル市場縮小の影響で業績は低
迷し始めていたが、その傾向は二代
目社長に引き継がれても止まらず、
数年前に営業赤字を計上するに至っ
た。
　古参社員は過去に社長が会長か
ら「お前が社長になってから全く会
社が成長していない」と全社会議で
叱責されるシーンを何度も目にして
おり、また直近の業績不振から二代
目社長への不安感もあった。
　一方、二代目社長も、業績回復を
実現できない焦りも感じつつ、新業
態開発などを推進しても、成果創出
まで完遂できない現場社員にストレ
スを感じていた。そして、そのスト
レスは現場社員をロジック攻めにす
る形で表現されるようになった。
　結果、現場社員も二代目社長と直
接コミュニケーションをとることを
避けるようになっており、両者には

心理的な距離が開く形となってし
まった。
　そこで支援に入った弊社はまずB
社業績のV字回復を目指した。在庫
処分や展開商品のカット、パート・
アルバイトの削減など、負の遺産を
徹底的に断ち切ることで、1年での
黒字化を図った。経営の信頼とは、
いかなる手段を取ろうとも、業績を
残すことであり、ここに第三者が客
観的に踏み込み、しがらみを断ち切
ることの意義が存在している。
　また、経営企画部を設置し、各部
門からエース人材を配置した。エー
ス人材といえども、経営企画業務の
遂行は初めてで、当初は弊社が遂行
支援しながら、実践的なOJTを行っ
た。経営企画部のミッションは３つ
あり、❶二代目社長と現場の間の翻
訳機能・行事役となり、コミュニケー
ション不全を回復させること、❷二
代目社長の考える改革プランを確実
に実行するために、現場のモニタリ
ングと問題解決を推進すること、❸
経営会議の運営、である。これらを
通じて、二代目社長の意思を具現化
しつつ、その過程で全社視点を学ぶ
人材育成の狙いもあった。
　続いて、経営会議のあり方を変え
た。それまで経営会議は二代目社長
が一方的に経営幹部に指示を伝える
場と化しており、経営幹部が自ら発
案することや、全社視点から部門を
越えた議論が起こることは皆無で
あった。そこで経営会議を、弊社に
よるファシリテーションを通じて、
経営幹部から議題提起して討議を行
う場へと変革させた。これは経営幹
部に部門最適から全社最適の視点を
植え付けることを目的としていた。
さらに、月一回の経営会議までの間
には、弊社社員が経営幹部一人ずつ

ハンズオンで、討議内容の準備や決
定事項の起案支援を行い、経営幹部
の育成を図った。
　B社はその後も業績を伸ばし、現
在では二代目社長の新たなビジョン
の下、新ブランド投入やデジタル化
の強化といった攻めの姿勢で躍進し
ている。さらに、様々な分野で弊社
が支援してきた部分も現場社員に移
管され、自立化が実現されている。
　考察するに、B社が好業績体質を
取り戻せたのは、❶早期の業績改善
実現による信頼獲得、❷経営会議を
起点とした古参社員の育成、❸経営
企画部を起点としたコミュニケー
ションの活性化と結果を生み出す行
動力を取り戻せた点、にあると考え
られる。
　二代目社長が抱える苦悩は、本紙
面には書ききれないほど多岐にわた
り、全てを解決させる魔法の公式は
存在しない。本稿が少しでも二代目
社長、および周辺の方々の参考にな
れば幸いである。

コ
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立教大学理学部数学科卒業。早稲田大学大
学院（MBA）修了。システムアナリスト・システ
ム監査技術者。野村総合研究所、アクセンチュ
ア戦略グループを経て現職。フロンティア・マ
ネジメントでは小売・流通業、アパレル、消費
財メーカーのコンサルティングに従事。

Daichi SHIMIZU

清水 大地
コンサルティング第１部

ディレクター

創業社長が二代目へ引継いだタイミングで、社内に混乱が生じる場面に遭遇する。その一方で、二代目体制で創業者
を超える成長を実現させる事例も見られる。本稿では創業家企業の良さを維持し、飛躍を続ける二代目体制への移行
の仕方を事例研究にて考察する。

創業家企業の
強みと課題
～飲食チェーンA社を例に～

二代目社長の苦悩と
対処事例
～アパレルB社を例に～

二
代
目
社
長
の
苦
悩
と
悩
み
、そ
し
て
解
決
事
例

二代目社長の苦悩と悩み、
そして解決事例

コンサルタントの眼
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　スリランカといえば「内戦中の国」
というイメージを持たれている方も
少なくないかもしれない。実際にス
リランカでは1983年から2009年ま
で、30年近くの間、総人口のうち約
７割を占める多数派民族であるシン
ハラ人と、２割弱と少数派のタミル
人との間での民族対立に端を発する
内戦が続いていた。そのため、長き
にわたり外資企業がビジネス進出す
るのは困難な状況にあった。しかし、

2009年に内戦が終結し、それまで停
滞傾向にあった経済が戦後復興特需
も相俟って大幅な成長を遂げたので
ある。奇しくもその時期は、リーマン
ショックの時期と重なり、世界中の
株式市場が下落の一途を辿る中で、
スリランカのコロンボ証券取引所は
大幅な上昇率を記録し、注目を浴び
た。

　内戦終結後の2010年の経済成長
率（GDP成長率）は約８％と非常に
高い水準となっており、足元は約
５％程度に落ち着いているものの、
直近５年間の平均では約６％と堅調

に推移している。
　加えて一人当たりGDPは約3,800
米ドルと、南アジア諸国（インド：
1,600米ドル、パキスタン：1,400米ド
ル、バングラデシュ：1,300米ドル、
いずれも2015年度）平均を大きく上
回っている。地理的には南アジアに
属しているものの経済水準において
は、むしろ東南アジアに近いと言え
るが、日本ではこのことはあまり知
られていない。

　海外からの投資に目を向けてみる
と、インフラ関連を中心に内戦終結
後から続々と投資が行われている。 

加えて、ホテルなど観光分野への投
資も活発に行われており、シャング
リラやハイアットなどのグローバル
ホテルブランドによるラグジュア
リーホテルの建設が相次いでいる。
　【図表】には、内戦終結後の主要日
系企業のＭ＆Ａ事例を列挙してい
る。この他にも中小企業によるＭ＆
Ａや、大手銀行をはじめとした現地
法人設立を含め列挙すれば枚挙に
暇がない。
　2016年７月時点で、日系企業進出
状況は約130社※にのぼる。

　前述の通り、堅調な経済成長を続
けているスリランカであるが、人口
は約２千万人と決して多くない。し
たがって、中国やインドのようにそ
こで製品を販売して大きな収益をあ
げられるような国ではない。
　しかし、地理的・物理的な側面で
考えてみると、スリランカのすぐ北
には人口13億人を擁する巨大マー
ケットインドが控えている。スリラ
ンカにとってインドは最大の貿易相
手国であるが、実はインドにとって
もスリランカは海運物流の要所と
なっている。インドの主要港の水深
は比較的浅く大型船舶が停泊でき
ず、水深の深いコロンボ港で積み替
えを行ってからインドの港へ搬出を
行っている。
　加えて、視線を西にむければアフ
リカ大陸が、東に向ければ東南アジ
ア諸国控えており、世界の船舶の半
分がインド洋を航海するとも言われ
るが、スリランカは海運ハブとして
最適なポジションにあるのだ。
　この地の利を得るべく、2014年に
SGホールディングス（佐川急便グ

ループ）が、現地物流会社の買収を
行っている。

　スリランカの特徴として、高い教
育水準があげられる。識字率はほぼ
100％であり、ほぼすべてのビジネ
スマンが流暢な英語を話す。
　高い教育水準と英国統治領であっ
たことを背景に、たとえば法廷帳簿
は主に英語で作成されている。アジ
ア諸国においては、財務諸表等の法
廷帳簿が現地語のみで作成されてい
るケースが少なくない。筆者も実際
に、某アジア諸国の買収案件に携わ
るに当たり、対象会社の提出書面が
すべて現地語で作成されており、対
象会社のオーナーとの意思疎通も現
地語のみという問題に直面したこと
がある。
　一方でスリランカ企業の買収に複
数携わったが、少なくとも言語の側
面で障害を感じることはなかった。
買収の実務面では、非常に大きなメ
リットと言えよう。
　加えて、スリランカは英国勅許管
理会計士（英国における公認会計士
資格）の資格取得者を世界で２番目
に多く輩出しており、比較的小規模
の非公開企業においても、信頼性の
高い財務諸表が期待でき、たとえば
日本企業が買収した際に連結対象と
することも容易である。

　人口が約２千万人と決して多くな
いことに加え、教育水準が高いが故、
工場勤務等の単純作業労働は昨今
の日本同様不人気な傾向にあり、た
とえば製造業においては労働力の確

保には苦労する可能性がある。加え
て、賃金水準はタイやフィリピンと
比較すれば低水準だが、バングラデ
シュやミャンマーよりは高い。した
がって、東南アジア諸国で成立した
ような労働集約的な産業での進出に
は不向きかもしれない。
　一方で、スリランカ人の手先の器
用さや精密さを生かすような製造業
で成功を収めている日本企業を紹介
したい。高級陶磁器メーカーのノリ
タケである。同社は古くからスリラ
ンカに工場を建設しており、現在で
は全製品の約９割をスリランカで製
造し世界各国に輸出している。読者
の皆様もご自宅の食器棚にある華麗
なティーカップの底面を確認いただ
きたい、「Made in Sri Lanka」の文
字を確認することができるはずだ。

　このように、スリランカ進出は非
常に魅力的であると言える。しかし、
多くの日本人がそうであるように、
ネガティブなイメージや、そもそも
認知されておらず、海外進出先とし
て見落とされがちである。
　事業拡大を狙う経営者や企画担
当の方には是非スリランカ進出をご
検討いただきたい。本稿では紙面の
都合上、割愛させていただくが、仏
教国かつ新日国家であるスリランカ
は日本との親和性が非常に高い。
　これから日本企業が海外展開を図
るに当たり、スリランカは残された
数少ないフロンティアと言えよう。

※出所：ジェトロコロンボ事務所（2016年7月時点）

上智大学卒業。日系証券会社にてリテール営業、経営
企画に従事。現地法人の立ち上げ及び現地法人の買
収のためスリランカに赴任。フロンティア･マネジメント
㈱入社後はM&Aアドバイザリー業務に従事。

Seiya KATO

加藤 聖也
ファイナンシャル・アドバイザリー第１部

アソシエイト

出所：フロンティア･マネジメント作成

日付 社名

SGホールディングス2014年 5月

三井住友海上火災保険2015年7月

ベルーナ2015年 9月

双日2016年 2月

SBIホールディングス2016年 6月

電通2017年 3月

概要

スリランカ最大手保険グループであるCeylinco Insurance PLCの株式約６％を取得

スリランカ都市開発政府機関およびスリランカの投資会社アジアキャピタルグループとの
高級リゾートホテル建設にかかる共同プロジェクト協力に出資（85％相当）

スリランカの都市コロンボ近郊で複合火力発電事業を運営するAES Kelanitissaの株式 
90％を取得

スリランカの主要な株式ブローカーの一つであるFirst Guardian Equitiesの株式の25%
取得

スリランカの有力老舗広告グループであるGrant Groupの株式を過半数取得

スリランカの物流企業であるExpolanka Holdings PLCの普通株式の過半数を取得し、
経営権を獲得

スリランカはインドの南に位置する面積6.5万平方キロメートル程度（北海道
の８割程度の大きさ）の地球儀から眺めても見落としてしまうほどの小さな
島国である。古くは、インド洋の真珠と呼ばれたこの小国が、日本企業の進
出先として今にわかに注目を集めている。

内戦終結からの戦後復興

堅調な経済成長

地政学的重要性

整った投資環境

スリランカ進出の成功事例

相次ぐ日本企業の進出

スリランカ進出のススメ

知られざるスリランカの
魅力

日系企業のM&A事例図表

スリランカ経済と日本企業進出
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　６月初旬の某日、ハノイにおいて日
系企業と現地企業の買収に係る契約
交渉が大詰めを迎え、最後まで双方
譲らず残っていた条件が合意に至っ
たあと、現地企業のオーナーがいつ
ものようにご用意いただく、地場日本
食レストランのケータリングサービス
を前にした折の出来事です。いつも
のようにディール双方のメンバー全
員がそろい、ビールで乾杯するため
にグラスを持って立っているのに、相
手方ファイナンシャルアドバイザーの
一人の在シンガポールのパキスタン
人が手に何も持たずに立っているの
です。「何故ビールの入ったグラスを
持たないのか？」との筆者の問いに
対して彼はこう答えました。「ディー
ルクローズして嬉しいし乾杯に参加
したいのだが、ラマダンに入っている
ので乾杯に参加出来ないのだ」。

　ラマダン（断食期間）は、ヒジュラ
暦の第９月で、預言者ムハンマドが
初めて啓示を受けた月とされます。
期間中、日中の飲食や喫煙、性交渉
を断つことになります。但し、病人や
妊婦、月経中の女性、子ども（10歳未

満程度）、旅行者らは除くそうです。
断食はムスリムの義務「五行（信仰
告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼）」の
一つです。

　アセアン内で最大のイスラム人を
持つインドネシアでは、同国の宗教
省より、５月26日夜に、27日からイ
スラム暦（ヒジュラ暦）1438年のラ
マダン（断食月）に入ると発表しまし
た（イスラム暦は西暦との比較で毎
年11日ずれます）。ラマダン中、ムス
リムは日中の断食に備えて日の出前
にサフール（早朝の食事）を取り、ブ
カ・プアサ（日没後の食事）で家族や
友人らと共に空腹と喉の渇きを癒や
すそうです。ルクマン・ハキム宗教相
は、「すぐそばにいる人が私たちとは
違っていても、彼らの尊厳が維持さ
れ、福利を得ているかどうか、自分自
身に問いかけましょう。自省を通じ、
私たちの宗教をより良いものにして
いこう」とコメントしています。

　ラマダンは、アセアン諸国内では、
インドネシアの他、マレーシアでも大
きなイベントである中、興味深いのは、
インドネシアやマレーシアでは、イス
ラム教のみならず、儒教・仏教・キリ
スト教に由来する祝祭日もあることで
あり、受容性の高い国家といえます。

　ところで、筆者が懇意にするインド
ネシアの大手菓子メーカー創業一族
メンバーと日系企業との協業について
意見交換していた際に言われたこと
があります。曰く「日系企業と協業で
新商品をインドネシアでリリースする
のは、ラマダン明けに合わせるのが最
も効果が高い。ラマダン中にTVCM
で大々的に宣伝広告を掛けるのだ」。

　前述のパキスタン人はこうも言い
ました。「僕はこのラマダンが好きだ。
神に祈るとの想いよりも、断食によっ
て、食べることのありがたみを改めて
考えることが出来て精神が浄化され
るうえ、定期的に健康を取り戻して
いる気がする。だから僕の心配など
はいらないよ。楽しんで食べてくれて
いいんだ」。イスラム教の受容性につ
いて考えさせられるひと時でした。

ディール時の出来事 新商品リリース

むすび
～受容性について考える～

ラマダンとは

第三期第二期第一期時間講義テーマ

13:00~18:00 5月19日㈮ 7月11日㈫ 10月17日㈫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

コンサルタントの仕事術

トップアナリストの産業分析術（BtoB）

トップアナリストの産業分析術（BtoC）

14:00~17:00 5月25日㈭ 7月18日㈫ 10月24日㈫

14:00~17:00 5月30日㈫ 7月20日㈭ 10月26日㈭

14:00~17:00 6月1日㈭ 7月25日㈫ 10月31日㈫

14:00~17:00 6月6日㈫ 7月27日㈭ 11月2日㈭

14:00~17:00 6月8日㈭ 8月1日㈫ 11月7日㈫

14:00~17:00 6月13日㈫ 8月22日㈫ 11月9日㈭

13:00~18:00 5月23日㈫ 7月13日㈭ 10月19日㈭

14:00~17:00 6月15日㈭ 8月24日㈭ 11月14日㈫

14:00~17:00 6月20日㈫ 8月29日㈫ 11月16日㈭

14:00~17:00 6月22日㈭ 8月31日㈭ 11月21日㈫

13:00~18:00 6月27日㈫ 9月5日㈫ 11月24日㈮

14:00~17:00 6月29日㈭ 9月7日㈭ 11月28日㈫

14:00~17:00 7月4日㈫ 9月12日㈫ 11月30日㈭

14:00~17:00 7月6日㈭ 9月14日㈭ 12月5日㈫

14:00~17:00 5月17日㈬ 8月3日㈭ 12月12日㈫

10:00~13:00

14:00~17:00
6月9日㈮ 12月8日㈮開催なし

経営戦略

M&A

経営管理

新規

Takemi MORI

毛利 剛実

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

小林   創講師
フロンティア・マネジメント㈱ マネージング・ディレクター

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

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

旭硝子株式会社
伊藤忠商事株式会社
株式会社NTTドコモ
カゴメ株式会社
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社
小林製薬株式会社

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
株式会社ジュピターテレコム
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

株式会社ティップネス
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

５月27日からラマダンが始まりました。アセアンではイスラム教に係る慣習に
接する機会も多いことから、その中で経験した事象や雑感について、今回は取
り上げたいと思います。

フロンティア･ビジネススクールでは、フロンティア･
マネジメントで実際に活躍している経営コンサル
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。新規
講座を加えパワーアップした2017年度第1期講
座が、いよいよスタートしました！ お好きな一講座
（3万円（税抜）～）から受講可能です。

中 国・上 海 と シ ン ガ ポ ー ル オ フ ィ ス よ り 、
最 新 の 現 地 情 報 を お 伝 え し ま す  

フ ロ ン テ ィ ア・マ ネ ジ メ ン ト

ア ジ ア 現 地 レ ポ ー ト

O n - s i t e  r e p o r t   f r o m  A s i a  

M e s s a g e  f r o m  i n s t r u c t o r

A S E A N

「断食祭」に思う
ASEAN現地レポート

ア
ジ
ア
現
地
レ
ポ
ー
ト

問い合わせ先

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル レ ビ ュ ー

一講座から受講可能！
フロンティア・ビジネススクール
2017年度講座が開講しました！

2017年度カリキュラム ※講座内容を変更する場合がございます

皆様のニーズにお応えします！

講師派遣型講座

新規講座
講師からのメッセージ

（コンサルタントの仕事術、トップアナリストの産業分析術）

講座詳細内容のご確認はこちらから

※昨年と会場が変わっております。

業種を問わず、多くの企業様にご利用いただきました！ 
※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

3時間講座30,000円（税抜）／5時間講座50,000円（税抜）

「圧倒的に生産性を高めるにはどうしたらいいのか」、「不確実性が高まる中、業界
の変化とチャンスをどう見抜くのか」、この２つの悩みに最前線のベテラン講師
陣がお答えする講座を新たに２つ設けました。ご期待ください！

同一内容の講座を複数名で学びたい組織にオススメ
です。FBS講師が御社へお伺いし、白熱した講義を
実施します。講義内容はご希望に合わせてカスタマ
イズもいたしますので、お気軽にご相談ください。

NEW!

受講料

フロンティア・マネジメント株式会社会 場 14:00～17:00時 間

お求めやすい優待チケットもございます。

〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 
住友不動産九段北ビル4F

『経営戦略の基本』・『M&A入門』・『シナジー創出のPMI』は13:00～18:00、
トップアナリストの産業分析術（B to B業種セミナー）は10:00～13:00

社内で人を集めて効率よく研修したい…

を始めました!

時間に制約のある方や、遠方在住の方にオススメで
す。 オンライン専門職大学院である、SBI大学院大学
と共同で実施します。詳細内容については、改めて
お知らせいたします。

FBSの講座をいつでもどこでも学びたい…

オンライン授業を開始します!
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