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代表取締役

代表取締役

　IT化の進展は、製造業において、
ハードの技術優位性のある企業からソ
フトの技術優位性のある企業へと、業
界牽引企業の姿を変容させました。情
報媒体がテレビ・新聞等を中心とした
時代は、スマホ・インターネット等が
中心の時代へと変化し、これにより、
広告宣伝手法も、テレビ・新聞広告等
からSNS・インスタグラム・You 
Tube等のインターネット媒体中心に
変容しました。また、シェアリングエ
コノミーの発展は、人々の意識がモノ
を所有することに価値を置いていた時
代から、モノを効率的に利用する時代
へと変化することにより、必然的にも
たらされたビジネスの変化に他なりま
せん。
　一方で、「変化」とは、ビジネス環
境や人々の価値観が一定の時間経過と
ともに変わった後、過去との比較にお

　バラエティ番組『世界の果てまで
イッテQ！』を毎週見ています。特に
イモトアヤコさんの「イッテQ！登山
部」。本年2月の放送では南極大陸の最
高峰ヴィンソン・マシフへの登頂成功
が伝えられました。
　イモトさんの超人的な体力には感心
しますが、それ以上に彼女をサポート
するメンバーが秀逸ですね。サポート
陣の優秀さこそが、世界の山々でのイ
モトさんの登頂成功を可能にしてきた
のではないでしょうか。
　健常者であれば、近所の散歩でサ
ポート陣は不要です。散歩自体に特段
のリスクはないからです。一方、エベ
レストなど高い山を登るには、様々な
リスクを伴います。天候も変わりやす
いですし、岩場や雪など足場も良くあ
りません。そもそも、我々人間の身体

いて人間が結果的に感じる認識（印象）
であり、変化する前の時点で、これか
ら「変化」することを正確に予測する
ことは誰もできません。人間は、変化
を予め想像することはできますが、変
化をコントロールすることができない
以上、仮に想像と現実が正確に一致し
たとしても、それは偶然でしかないの
です。
　このような中、私たちにできること
は、環境や価値観を「変化」させる担
い手の一人になるべく、新しい挑戦を
行うことです。結果としての認識にす
ぎない「変化」を予め見越すための秘
訣はありませんが、自らが「変化」の
担い手になることは、「変化」後の時
代の主役になることに繋がり、結果的
に「変化の先を見据えた」ビジネスを
したことになるのではないでしょうか。
　皆様のご意見もお伺いしたいです。

が高山病を引き起こすなど、自身が変
調をきたすことになります。
　多種多様なリスクがつきものの登山
では、イモトさんを支えたようなサ
ポート陣が必須です。エベレスト登山
などでは登山家と共に行動する「シェ
ルパ」と呼ばれる専門のガイドが欠か
せない存在となっています。シェルパ
の存在がなければ、近代以降の登山の
歴史は全く異なったものになっていた
と思います。
　翻って現在の経営者の日常はどうで
しょうか。近所の散歩という訳にはい
きません。各業界での競争は世界最高
峰の登山に匹敵するほど、リスクと変
化が隣り合わせです。経営者の方々と
同じ目線でリスクと変化を見据え、共
に果敢に登山していくシェルパこそ、
弊社の真の役割だと信じています。
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転換点を迎えた
流通・サービス業の
労働生産性

　伝統的な経済学に倣うと、労働生産性の改善はつまると
ころ、①生産設備（資本）の増加、または②技術革新や教
育水準の向上による一人当たりの本源的な生産効率 （「全
要素生産性」と呼ぶ）の改善のいずれかによってもたらさ
れる。
　しかし、諸般の労働生産性に関する論説はおしなべて、
後者の「一人当たりの生産効率や働き方（長時間労働）」
だけに問題があるとの見方で一致している。とりわけ、筆
者が専門とする小売業を含むサービス業は生産性の低い産
業の代表格と見られることがしばしばである。果たして、
これは正しいのであろうか。
　下図では、財務省「法人企業統計」を基に算出した
1960年以降の小売業の資本装備率と労働生産性の推移を
示した。資本装備率とは有形固定資産÷従業員数で求めら
える指標で、図中ではインフレ率を調整してある。
　流通小売業界の労働生産性は高度経済成長時の60年代
から一本調子で上昇した後、1995年にピークアウトした。
その後の2015年度までの20年間ではピークから4%減と、
長期停滞となった。かたや、資本装備率も長い上昇期間を
経て、労働生産性の天井の前年に当たる94年に頭打ちと
なり、その後の20年間で11%減少している。60年以降の
長期データにおける労働生産性と資本装備率の相関は非常

に高く、決定係数は86.8%であった。これはすなわち、過
去の労働生産性の動きの9割程度が資本装備率によって説
明可能ということであり、「労働生産性の低さは働き方や
慣習の問題」という一般的な言説が必ずしも正しくない可
能性を示唆している。
　いささか不敬な例えかもしれないが、小売業の従業員を
兵士だとすると、体力や属人的な戦闘能力は改善したもの
の、与えられた銃器や弾薬が減少したために攻撃力が低下
したといった話である。
　なお、本稿では筆者が専門とする流通小売業にフォーカ
スした検証を行ったが、日本全体の労働市場については、
一橋大学教授の神林龍氏と滋賀県副知事の池永肇恵氏（当
時は法政大学教授）による共同論文「労働市場の二極化の
長期的推移：非定型業務の増大と労働市場における評価

（2010）」が示唆に富んでいる。
　両氏は、労働市場における職務（タスク）を「身体的作
業」または「知的作業」、「定型的（単純作業）」または「非
定型的（工夫が必要）」と、異なる2軸で構成されるマトリ
クスで分類して、労働市場における人数シェアの長期推移
を集計した。　
　その結果、日本では「身体的非定型タスク」のシェアが
一貫して上昇したが、米国では「身体的非定型タスク」の

出所：財務省「法人企業統計」、厚生労働省「毎月勤労統計」よりフロンティア・マネジメント作成

図1 小売業の労働生産性、資本装備率、名目賃金指数
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特集 1

転換点を迎えた
流通・サービス業の
労働生産性
賃金上昇が促すイノベーション
セルフレジや無人店舗をはじめとする流通・サービス
企業による省力化投資は、新たなICT活用やロボッ
ト投資（ME化）といった個別論点だけでなく、実質
金利の低下と賃金上昇といった生産要素価格の変動
を起点とした「構造変化」というコンテクストからも
捉えられるべきである。都市部を中心に労働集約的
な産業・企業戦略が勝ち組であった時代は終わり、
企業は新たな価値創造へのチャレンジを求められる。

産業調査部　シニア・アナリスト

山手 剛人 Taketo YAMATE

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。

日本の労働生産性が
停滞してきた本当の理由

　安倍政権は現在、「生産性革命」や「働き方改革」と標
榜して、海外諸国よりも低いとされる我が国の労働生産性
（=就業者一人当たりの付加価値額）を高めるべく、残業
時間規制や裁量労働制の導入などを推進するための関連法
案成立を目指している。その基本方針は、人々の「働き方」
の変革、端的に言えば残業を減らすことによって生産性を

改善しようというものである。通底しているのは、「長時
間労働を是とする企業風土や労働観が生産性を低下させて
いる」という考え方だ。確かに、ここ数年は大企業による
過重労働や未払い残業の実態が明るみとなり、企業側が襟
を正すべきコンプライアンス問題が相次いできた。
　しかし、冷静に長期データを俯瞰すると、違う側面も見
えてくる。我が国の労働生産性の中長期的な低迷は、企業
や人々の労働観だけではなく、「資本」と「労働」という
企業活動における2つの生産要素の相対価格にまつわる構
造問題であった可能性が高いのである。
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員して収益拡大を目指すことが企業にとって合理的な判断
となったのである。このような企業行動はオーソドックス
なミクロ経済学における「コブ・ダグラス生産関数」とい
う定式によって説明されるものである。当時の企業戦略は、
図2の点Aに相当する。
　実質金利の低下とともに不動産価格も下落したが、商業
用不動産の賃貸借は長期契約に基づくため、賃金コストの
低下に比べて、不動産コストの調整は遅行した。都市部に
新規市場に参入してきた専門店やディスカウンターはそう
した影響を受けないため、労働集約的なビジネスモデルで
先行企業を猛追していった。
　これらの結果、失われた20年における小売業界では、
労働量の集中投下、つまり労働集約的なビジネスモデルが
「勝利の方程式」となっていった。この傾向は、商業不動
産が高価な都市部においてより顕著であった。東京都心部
の最低賃金は地方都市を上回ってもせいぜい20～30%の
差だが、不動産価格は数十倍の開きがある。つまり、労働
コストである「賃金」との相対比較において、（小売業にとっ
て）企業資本の多くを占める店舗不動産は非常に希少性の
高い経営資源ということだ。都市部を地盤とする小売業に
とっては、一人当たりの生産性といったKPIよりむしろ、
商業施設の「床」をいかに効率よく回転させるかが最重要
命題となっていった。
　代表的な企業としては、ユニクロ、成城石井、ヨドバシ
カメラ、ドン・キホーテ等が挙げられる。これらに共通す
るのは、一人当たりの生産指標は特筆すべきものはないが、
売場面積当たりの売上や粗利益といった店舗の生産効率で
圧倒的な高水準を達成していることだ。例えば、ユニクロ
の2017年8月期における売場面積一坪当たりの月商は約28
万円であった。これは駅前立地で高級品を販売している百
貨店業界の平均値（2016年実績、同18万円）を53％上回り、
同じくカジュアル衣料品を扱う「ファッションセンターし
まむら」（同9千円）の約3倍の水準である。
　一方で、従業員一人当たりの年間販売額を比べると、ユ
ニクロの約29百万円に対して、百貨店業界は約34百万円、
しまむらは約31百万円と、驚くことにユニクロが最も低
いのである。
　アパレル業界の両雄、ユニクロとしまむらの差異は、都
市部の一等地の店舗を多く擁するユニクロと郊外型が主力
のしまむら、という店舗立地の違いによるものだ。都市部
の不動産が希少性を持つユニクロが労働力を積極投下して
店舗効率を追求したことも、ヒトの価値が相対的に高い郊
外においてしまむらが人的生産性をユニクロ並みに高めた
ことも、どちらも経済合理性のある戦略であったと言える。
　この他にも、ドン・キホーテや成城石井の陳列棚に高さ
があり、圧縮陳列のためにやや狭小な印象を与えていたの

も、ユニクロと同様の都市部における最適戦略である。
　翻って、都市部に大型店舗を擁しながらも、売上の低迷
によって人員縮小を余儀なくされてきた百貨店や大型スー
パーは、経営判断として止むを得なかった面はあるが、都
市部における勝ちパターンとは異なる悪手を打ち続けてし
まっていた可能性がある。

賃金上昇が
省人化投資の起爆剤に

　ところが、労働集約的なビジネスモデルが勝ち組であっ
た趨勢にも、ここ数年で変化の兆しが表れてきた。2012
年度を底に資本装備率が反転上昇し、2016年度には労働
生産性が大幅に改善したのである（前掲図1参照）。背景
にあるのは、世界的な金融緩和と期待インフレ率の上昇に
伴う実質金利の低下と賃金の上昇だ。債券市場における未
曽有の低金利等で企業は資金調達が容易となった一方で、
社員やパート社員の雇用が難しくなっている。このことか
ら、企業はバリューチェーンの諸工程（店舗物流、発注、
在庫管理、接客、決済、配送等）における省力化を狙った
設備投資を活発化させているのである（図2参照、点Aか
ら点Bへのシフトに相当する）。
　具体的な事例は枚挙に暇がない。リアル店舗における販
売員の確保が困難なこともあり、ユニクロやニトリといっ
た大手専門店は都市部周辺に大規模な物流倉庫を新設し
て、ECチャネルを強化している。神奈川県川崎市にある
ニトリの子会社「ホームロジスティクス」のEC専用セン
ターでは、マテハンを自動管理するロボット等の最新設備
によって、倉庫運営に必要な人員数が最小限に抑えられて
いる。
　なお、小売サービスにおける省人化に向けての最も果敢
な挑戦として知られるのは、米国アマゾンが本拠地シアト
ルで実証化を開始したレジ無し店舗「アマゾン・ゴー」で
あろう。
　アマゾン・ゴーが駆使しているセンシング技術や自動学
習技術、無数のカメラに負けじと、日本企業も動き始めて
いる。2017年11月、JR東日本は大宮駅の構内に無人レジ
型のコンビニの実証実験を始めた。日本のスタートアップ
企業「サインポスト」が開発したAIが棚から商品を取っ
た顧客の動きを感知して、無人レジで会計を行う仕組みで
ある。会計時に電子マネー「SUICA」を利用するという
点を除けば、アマゾン・ゴーと同じ体験価値を提供する新
業態だ。
　このように先進技術や機器が販売員にとって代わる領域
は物流や会計レジだけにとどまらない。AIを活用した商
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シェアが1960年以降に下がり続けており、日米で真逆の
動きがみられたことが分かった。ここで言う身体的非定型
タスクの典型例としては、保安、運輸、販売サービス等が
挙げられる。
　この研究の示唆は、日本は「個人の工夫やノウハウが必
要とされるサービス業の職務や職種が急増した世界でも珍
しい国」ということだ。神林氏らの研究結果は、日本の流
通小売業は不動産や資本のコストよりも廉価な労働コスト
（賃金デフレ）の結果として、労働集約度が上昇、ひいて
は労働生産性が低迷したという筆者の仮説と整合的である。

失われた20年における
勝ちパターンは
「労働集約型」の経営

　企業活動における生産要素は、前述のマクロ経済におけ
る議論と同じように、労働と企業資本（生産財）の2つで
ある。労働を投下する際に企業が負担する単位コストは「賃
金」であり、資本の投入コストは資金調達を行う際の「金

利」である。企業はこの二つの生産要素それぞれのバラン
スを勘案して、最適な組み合わせで労働と資本の投下量を
決める。
　失われた20年における小売業の資本装備率の伸び悩み
とそれに伴う労働生産性の停滞は、企業が資本よりも労働
を積極的に投下してきたということに他ならない。
　その背景にあったのは、労働の単位コスト、つまり賃金
が資本調達コストよりも廉価になっていったという外部環
境である。
　前掲の図1には1960年以降の名目賃金指数も併記した
が、労働生産性と資本装備率が頭打ちとなった時期と賃金
上昇率が低下し始めたタイミングは90年代半ばで一致し
ている。
　かたや、資本調達コストである市場金利も名目的には低
下してきたが、期待インフレ率がマイナス圏に落ち込んだ
ことで実質金利（=名目金利−期待インフレ率）は下方硬
直的となった。
　企業の設備投資に関する判断は実質金利に影響を受け
る。デフレ期待によって実質金利が高止まりしたために、
資本を投下して労働生産性を引き上げるよりも、労働を動

出所：フロンティア・マネジメント

図2 生産要素価格の変動に伴う企業戦略の構造変化
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これからの
バイオベンチャーの育成
～知財戦略・経営戦略とファイナンスの多様性～
製薬業界の先進国である欧米の製薬業界は、
バイオ・ライフサイエンスベンチャーの研究開
発によって下支えされている。相当のステージ
までベンチャー主導で研究開発が進められた
後、製薬会社は適当なタイミングで買収を仕掛
けるというパターンが完成している。我が国で
はこのフローが未発達であるが、それは何故な
のか。当業界で何が起こっているかを拾いなが
ら、ここで俯瞰的に当該分野の評価ポイントと
知財戦略の重要性を確認したい。本稿が投資
家の目線と経営者の目線から、投資判断、あ
るいは戦略立案の際に必要なパーツを集める
ヒントになれば幸甚である。

マネージングディレクター
FCDパートナーズ㈱ 投資事業部長

堀越 康夫 Yasuo HORIKOSHI

早稲田大学第一文学部卒業。ロンドンビジネススクール（ファイ
ナンスプログラム）修了。㈱ジャフコ（英国駐在）、㈱産業再生機構
（マネージングディレクター）、知的財産戦略ネットワーク㈱（取
締役）、㈱経営共創基盤（創業パートナー）などを経て、FCDパー
トナーズ㈱の投資事業部長就任。

ベンチャー企業の評価

ディシジョン・ツリー（不確実な将来）

　ベンチャーキャピタルは投資決定を行う前にDD
（デュー・ディリジェンス、企業精査）を行い、そこで見
出されたリスク要因は、そのまま企業価値の算定にも使わ
れることになる。つまり、将来想定されるリスク要因が重
要な事象であり、その時点での意思決定によって、企業価
値に大きな影響を与える場合、それらの要素を価値算定に
織り込む必要がある、と言う考え方である。
　投資の際はまず、DDによって得られたリスク要因を元
に、今後想定される、大きな意思決定を伴う選択肢を抽出
し、それぞれの選択肢に直面した時に取るべきアクション
を列挙する。それぞれの選択肢の期待値や確率を検討し、
選択肢を金銭的価値に置き換えながら投資出口までの企業
価値の最大値、最小値を見極めるのである。金融工学とい
う学問の中ではディシジョン・ツリーと言われるが、主に
バイオのような研究開発型のベンチャーの場合、研究開発
の中途での成功／失敗だけでなく、代替案の有無、それに

伴う資金増加の有無、研究開発期間の延期など、様々な選
択肢が形成されることになる（次ページの図1）。
　次に、このような不確実な将来に選択肢があるというこ
とは、フレキシビリティと言う言葉で説明され、投資家か
らは選択肢を選ぶことができる「権利」として認識される。
これはフレキシビリティにも価値があるという考え方であ
る。一つのルートが失敗しても、次のツリーが展開されれ
ば、そこには価値があるはずだからである。このフレキシ
ビリティが、企業のキャッシュ・フロー、さらには将来価
値の向上にどのように影響するのかを算定するのが、リア
ルオプションと言う考え方である。
　特にバイオベンチャー投資の場合、製品化される前の研
究開発段階での投資が大半を占めており、大企業ほどの世
界経済変動によるインパクト変数が多くはなく、プロジェ
クト数も少ないことから、一般的にモンテカルロ・シュミ
レーションが用いられてきた。本稿ではその詳細を述べる
ことは割愛するが、この手法は将来の市場予測と評価対象
ベンチャーの市場でのポジション、前年との相関、毎年の
選択肢（ディシジョン／イベントツリー）などを仮説設定
し、簡易的に数値計画を算出する事が出来る。市販でも使
いやすいソフトがあるが、優秀なベンチャーキャピタルは
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品推奨は「接客」の省人化であり、昨年末に発表されて業
界の話題をさらったスタートトゥデイの採寸ウェアラブル
「ZOZOSUIT」は店舗において採寸や試着のサポートを
行ってきた店舗スタッフの代替である。

アマゾン・ゴーの本質は
「セルフサービス化」

　賃金上昇や省人化ニーズに後押しされる形で「資本装備
率」が上昇に転じ、労働生産性が再び改善トレンドに復調
したことは、流通小売業界にとって朗報である。ICT活用
はややもすると、「ヒトの仕事をAIや機械が奪う」、「ヒト
が介在するリアル店舗は無用となる」といった論調で語ら
れることが多いが、過度に悲観する必要はない。続々と立
ち現われている新しい流通業態の全てがオンライン空間上
に存在するわけではなく、むしろその多くが、リアル店舗
という従来型の生産要素に対する省人化投資によって誕生
しているからである。アマゾンやアリババが百貨店や大型
スーパーを次々と買収しているように、リアル店舗の存在
が見直される契機となる可能性さえあるはずだ。
　最たる例が前述のアマゾン・ゴーである。その斬新さか
ら、アマゾン・ゴーは最新技術でレジ会計を完全に廃した
という点にのみ注目されがちである。しかし、この新業態
を改めて鳥瞰すると、違う景色が見えてくるはずだ。買物
カゴやカートに商品を入れていくのは、物流倉庫で働く作
業員でもなければ、ロボットでもない。消費者自身である。
また、商品を保管している中間拠点（物流倉庫や店舗）か
ら自宅まで商品を運ぶのは消費者その人であり、宅配ドラ
イバーやドローンではない。つまり、アマゾンの主力事業
であるEコマースと比べて、アマゾン・ゴーという新業態
は消費者自身による作業量（タスク）をより多く要求して
いるのだ。「セルフサービス化」と言い換えても良い。
　流通小売業の歴史において、資本装備率の上昇を伴う労
働生産性の長期的な上昇は1960年代初頭に始まったこと
は、既に述べた。そうした潮流は洋の東西を問わず、同時
に進行した。米国における「ウォルマート」の創業は
1962年だが、日本で「ダイエー」や「イトーヨーカ堂」
がセルフサービス型の大型スーパーを展開し始めたのも
60年代初頭であった。
　その後、POSシステムやJANコードの普及とともに大
規模店舗が拡大していく過程で、接客や商品説明を必要と
しないセルフサービスの販売形態が人口に膾炙していくな
かで、流通小売業の労働生産性は飛躍的な改善を見たので
ある。
　驚くべきことは、インターネットやICT機器が普及して

いった90年代から2000年代が、労働生産性の停滞期だっ
たという事実だ。インターネットやICT（いわゆるインダ
ストリー3.0）が流通小売業界にもたらした労働生産性の
改善効果は、かつての時代におけるPOSシステムや大型
のセルフサービス店のインパクトに遠く及ばなかったとい
うことである。アマゾン・ゴーのような新業態の登場は、
古くて新しい「セルフサービス化」による労働生産性の改
善をもたらす可能性を秘めているのではないであろうか。

おわりに

　賃金上昇と金利低下は、生産要素価格（労働と資本）の
バランスを変え、これまでの労働集約的なビジネスモデル
の相対優位を揺るがす可能性がある。省力化のための設備
投資が増えることで、流通小売業の資本装備率は再び上昇
に転じ、1960～80年代のようなセルフサービス化による
労働生産性の長期改善というシナリオが現実味を帯びてき
た。
　リアル店舗は過度に悲観すべきではない。アマゾン・ゴー
の例が教えてくれるのは、消費者に対して新しい体験価値
さえ提供できれば、その様式はEコマースではなくリアル
店舗であっても一向に構わないし、消費者が「セルフサー
ビス」に協力してくれる可能性だってあるということだ。
　そのような時代における流通小売業の要諦は、まず第1
に、労働集約的なビジネスモデルの成功体験との決別であ
る。省力化のための設備投資を積極的に行うことに加えて、
1店舗当たりや坪当たりといった店舗起点の経営指標に偏
重することなく、今後は従業員一人当たりの売上高や付加
価値額といったKPIを重視していくべきである。第2に、
消費者が喜んでセルフサービスに協力したくなるような体
験価値や仕掛けを作り出すことだ。省人化によって従来業
務から解放された販売員たちの新たな役割はこれらに尽き
るであろう。第3が、「人財」への投資スタンスである。生
産要素価格の比較において、労働コストの上昇ペースが資
本や設備のそれを上回る現況が続く中では、自社組織ある
いは外部企業が蓄積している知財やソーシャルキャピタル
に対する資本投下（投資）を惜しむべきではない。
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日本のバイオベンチャー株価指数
ダウ平均
NASDAQ総合
NASDAQバイオテクノロジー
インデックス

2008年9月15日
リーマンショック

内外）、許認可等の薬事行政動向（国内外）という3大要因
に最大限の注意を払い、DDを行わなければならない。
　特に将来、現在進行中のアカデミアの研究テーマを取
扱ったベンチャーの起業が想定される場合、注意しなけれ
ばならないポイントは数多くある。特許申請は単純な明細
書作成作業や抵触調査で始まるものではなく、対象となる
発明を特許化する際の目利きに始まり、出願時の明細書の
クレーム範囲、実施権・ライセンス化交渉の手腕、特許の
将来的な見通しに基づく維持管理、職務発明・無効審判・
侵害訴訟等の特許係争に至るまで、幅広く、かつ、奥深く
目を行き届かせる必要があることを決して忘れてはならな
い。
　例えば、ガスター（ファモチジン）と言うヒスタミン
H2受容体拮抗薬（H2ブロッカー）の1つは、山之内製薬（現
アステラス製薬）で開発されたヒット薬品である。同社は
上市前からガスターの知財戦略に注力し、上市後もジェネ
リックが参入してくる中、効能追加、OTC化、新製剤化
などの将来施策を見込んだ知財構築を行ってきた。結果、
2001年～2005年の期間において、ジェネリック薬の販売
下落が上限値比44％であるのに対し、ガスターは17％の
下落にとどまっている。つまり、事前の特許戦略、戦術の
仕込み方により、将来的な打ち手に大きく影響するため、
製薬会社は知財評価に厳しいのである。アカデミア発のベ
ンチャー企業へ投資を行うキャピタリストも、製薬会社を
相手にライセンス交渉を行うわけであるから、同様の評価
基軸が求められるのである。上記ガスターの知財戦略を
行ってきた、筆者の敬愛する弁理士であり知財評価のプロ、
故・長井省三氏の言葉である。

　「実践を現実に完璧に行なうことなど容易でなく、誰も
出来ず、その時点で最善の戦略を策定・実践し、且つこれ
等に状況の変化がある場合には柔軟に変更且つ大胆に変更
することは当然であると考えることが肝要である。前例の
踏襲は最悪である。」
　この言葉は、経験のない弁理士や、アカデミアの研究者
が到底言えるセリフではないだろう。

株式市場
　以上、駆け足で書き連ねてきたが、ベンチャーキャピタ
ルの投資出口として重要な株式市場について触れておきた
い。特にグローバル市場で戦わなければならないバイオ関
連に着目して、日米比較を行うと、非常に面白いグラフが
見られる。図2は日米の株式市場の指数を比較したもので
ある。
　これは2005年をスタートとしてその変化をみたもので
あるが、2008年のリーマンショックで暴落して以降の日
米の動きを見て欲しい。米国ではNASDAQ総合指数より
も先にバイオテクノロジーインデックスが回復している。
対して我が国のダウ平均の回復に対し、バイオ関連の回復
は遅れている。バイオベンチャー株価指数は、2012年以降、
急速な上昇を示すが、突然、急激な下落を見せている。こ
こで重要なのは、米国ではバイオ関連の指数が、NASDAQ
総合指数よりも先に回復、上昇カーブを描いているという
事実である。これは非常に重要な投資家の意識が背景にあ
り、人の生き死に関わる研究開発の進捗は、他のビジネス

出所：ブルームバーグ資料を元にフロンティア・マネジメント作成

図2 2005年以降の株価比較（2005年1月4日を100とする指数）

領域の経済活動の動向に左
右されないという判断の表
れであろう。
　図3はリーマンショック
以降のバイオ関連企業の
IPO（上場）時点の資金調
達額を調べてみた結果であ
る。研究開発内容にもよる
が、欧米ではUS＄100mil
（約100億円）の調達が出
来れば成功と言われる。上
場後も研究開発は続くた
め、上場後、どれくらいの
研究開発が期待されるかを
判断するために、その時点
の資金調達額の多寡は、以
降の株価形成や株式市場で
の資金調達に大きく影響す
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自社独自の評価ソフトを組み上げ、活用しているケースも
ある。
　このような評価手法では、選択肢の設定の際、知的財産
関連の評価が必ず含まれなければならない。選択肢の幅、
ディシジョン・ツリーの階層に大きく影響するからである。
保有特許が強力で、かつ、世界的に重要市場を押さえられ
ていれば、それだけ算定数値も高くなり、競合先の登場と
言うイベントにも十分に対応する事が出来るだろう。申請
中の特許の場合、その成立確度は非常に大きなインパクト
となる。強い特許を取得するために、十分な実験データが
必要ならば、その分の追加資金負担やイベントの延期など
を加味する事となる。申請前の知財の場合、将来的なディ
シジョンをイメージし、事業拡大性、実現性を加味した「特
許の書き方」がカギとなるため、当該分野における事業開
発の経験者のガイドで特許申請を行うことが肝要である。
　バイオベンチャー投資の場合、投資の出口（保有株式の
売却）や収益計上のためのライセンス先は主に製薬会社と
なるため、製薬会社で国際的な事業開発を担当してきた人
材でない限り、事業拡大性や実現性を加味した知財戦略を
評価することはできない。実際、当該分野でビジネス経験
のない弁理士によって特許に仕上げられた知財が価値を生
まない状態に陥ってしまったケースが散見されるため、投
資家だけでなく、ベンチャー経営者も注意が必要である。

知財評価の重要性

　このように、ベンチャー企業の企業価値算定時点、いわ
ゆる、投資実行前のベンチャーキャピタルによるDD段階
では、如何に強力な知財を保有しているのかは資金調達を
優位に進める上で重要な要因となるのである。それらはベ
ンチャーを起業する前から仕込んでおかなければならない

のは言うまでもない。大学等研究機関（以降、アカデミア）
での研究開発の段階で、将来の事業化を見据えた知財戦略・
戦術が極めて重要であるのはこのためである。新規の研究
や技術であるから、抵触調査だけを行って特許申請に取り
組んでしまうケースが散見されるが、とんでもない話であ
る。特許申請は、今後の方向性を決定付けてしまう程の大
きなイベントであり、グローバル市場を対象とするならば、
その市場での戦い方を熟知した知見がなければ、とてもで
はないが特許申請など恐ろしくてできないはずである。
　製薬分野の例を見ると、医薬品はほぼ1件の特許で製品
を保護している。更に、1件の特許侵害で販売中止や高額
の実施料の支払いに繋がってしまうことが多い。特にアメ
リカでは新薬に対してジェネリックメーカーが必ず特許係
争を仕掛けてくる。その場合には、徹底的に争われる傾向
にあるため、電気・機械等の他産業と異なり、医薬品にお
いては、特許の量ではなく質の追求が極めて重要となる。
もし、これら将来的に発生するリスクに対し、十分な対策
無しに特許申請したらどうなるだろう。最も危惧されるの
が、その特許効力の弱さから、大手製薬会社が関心を持た
ず、ベンチャー企業が研究開発パートナー不在のまま、生
涯を終えることである。知財評価能力を持たずに投資した
ベンチャーキャピタルは、保有株式の売却すらままならず、
大きな損失を計上する事になる。従って、ベンチャーキャ
ピタルは投資時のDD段階で、極めて高い専門性を持った
知財評価を行う事が必要となり、これができないと言うこ
とは、投資実行時点で負けていることに気が付いていない
と言っても過言ではない。DDは手を抜いた瞬間に、将来
が決まることを付け加えておきたい。
　知財調査のほか、選択肢のリストアップの際には、研究
開発状況（自社及び競合他社）、特許制度／判例動向 （国

出所：フロンティア・マネジメント

図1 ディシジョンツリー（イメージ）
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戦略的組織エンジニアリング
～派遣経営者による「組織設計」と
「組織開発」を通じた企業価値向上のアプローチ～

高成長企業や不振企業を問わず、企業価値向上
や事業変革にあたるCXO等マネジメント派遣で
は、ダイバーシティや多言語化、長時間労働規制、
従業員の不足・高齢化など人事課題に関する経
営テーマが増え、同時に従業員モチベーションを
課題視する声も多く聞かれる。その一方、戦略
課題と人事課題とを繋ぎ企業価値のドライバーと
なる組織課題はあまり意識されていない。組織課
題の解決には、エンジニアリング的な「組織設計」
と感化を与えるコミュニティ的な「組織開発」の
アプローチが求められる。企業業績・組織力向
上の当事者としてコミットする経営者派遣を通じ
てのアプローチの一端を紹介する。

　当社の経営執行支援部は、代表取締役・CXOから経営
企画室長層まで、10社超に対し経営者やチームを派遣し
ている。役割はトップマネジメントの一員として、①経営
意思決定や決裁、②配下組織の指揮・管理・育成、③部門
間調整、④対外交渉などを担い、企業価値・業績の向上、
企業変革の実現をミッションとするものであり、外部コン
サルタントとは異なる。新たな方向性と戦略にもとづき組
織を再設計しドライブし直す当事者として、私どもは日々
企業組織運営に当たっている。
　本稿は派遣経営者として直面する組織課題とその解決ア
プローチ例を、組織論を踏まえながら紹介する。

組織構造が
時に業績向上を左右する

　経営関与してきた製造業では、成長性ある新製品を求め
る営業部と原価効率を維持したい製造部とが内部対立し、
今後の方向性が定まらない光景を多く見かける。
　EC通販を成長の柱に据えたあるアパレルSPAでは、商
品在庫の権限が実店舗部門に帰属しEC部門に商材が不足
していたが、生産性の低い店舗販売の方が従業員が多く政
治力もあり在庫を手放さずにいた。そのため、販売機会の
逸失が随所で見られた。
　また、ある試験受託企業では、データ分析機能が試験セ

ンター内に埋没し一原価として扱われていた。その後、新
規事業としてセンターから切り離しシステム等の資源とと
もに部門化させ事業部長を選任し裁量を与えたところ、今
では同機能を担う部門が収益の一翼を担っている。
　コンテンツ制作企業等ではデザイナーやライターを外部
化しプラットフォームを通じて発注する試みが進み、今日
ではネットワーク経済の進展によって内外の垣根は下が
り、企業組織はクラウド化しつつある。
　こうした状況の多くには組織課題が深く影響している。

組織化の基本メカニズム

　組織構造を改める際には、組織論の基本からつぶさに見
直すことから始める。
　組織の役割は「戦略課題」を解決することにあり、戦略
は「（中長期・短期）業績課題」を解決するためにある。
戦略と人事とを繋ぐ概念が組織であることから、組織課題
とは、人事課題を手段または制約条件として、戦略課題の
解決に当たる課題設定と言える。
　また異なる側面からは、組織とは「従業員の協働によっ
て、効率的に共通の組織目標（ビジョン）を達成し、その
組織に参加する各個人のベネフィットを最大化する集団」
とされ、共通目標と個人目標の達成の両立を志向されてこ

コンサルタントの 眼

経営執行支援部
シニア・ディレクター
（兼）長野支店長

平野 雅史
Masashi HIRANO

中央大学法学部卒業。大手金融機関で
総合企画部・財務企画部等に在籍した
後、ファンド投資先CFOに転じる。楽天
㈱では経営戦略本部、楽天カード、新
規事業やM＆A、子会社経営等に従事。
フロンティア・マネジメント㈱では上
場会社COO・CFOやPMI、またテクノロ
ジー、物流、消費財・サービス業等の
成長・再建戦略執行、フロンティア・
ビジネススクール講師等に従事。
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る事となる。米国の平均額がUS＄98mil（約98億円）に
対し、日本は35億円にとどまっている。これは日本のバ
イオ関連企業の国際競争力に大きく影響するため、今後の
動向を注意して見ていくべきポイントである。
　グローバル市場でのベンチャー投資の更なる解説は、別
の機会に触れることとしたい。今回はこのような大差が背
景にあり、その中でベンチャーキャピタルは投資対象を発
掘し、DDを行い、ハンズオンを経て、投資回収にたどり
着くのである。競合先である欧米のベンチャー企業は潤沢
な資金調達が期待され、上場後には大手製薬会社等に買収
されるケースも多い。このような環境の違いを踏まえた上
で、我が国のベンチャー企業は国際競争力を発揮しなけれ
ばならないのである。
　従って、企業価値や国際競争力の前提となる知財の強度
を最大化する事は、最高の英知を活用すれば、多額の資金
がなくとも出来得る、何よりも重要なアクションだと言え
るだろう。換言すれば、我が国で最も需要な視点／テーマ
は、国際的に通用する、高いレベルでの知財評価と、それ
らを踏まえた知財戦略・戦術を提供できる能力だと感じて
ならない。

ファイナンスの多様性
　近年、欧米の投資家が、保有する豊富な資金、圧倒的な
経験と知識、広範なネットワークから得られる情報量から、
日本市場にも触手を伸ばしてきた。例えばPeninsula 
Pharmaceuticals社と言うバイオベンチャーが2002年に
VCファイナンスにて設立されている。同社は2003年に塩

野義製薬開発のDoripenem（抗菌薬）の欧米の臨床開発、
および、販売権を取得したが、2005年にVC株主は
Johnson&Johnson（以降、J&J）子会社へ株式を売却して
いる（売却額 US＄245mil）。その後、2007年にDoripenem
が上市する。このストーリーには続きがあり、これが非常
に興味深い。Peninsula　Pharmaceuticalsは上記、塩野
義の抗菌薬に加え、2003年に武田薬品工業が開発の
MRSA － Cephalosporin （TAK-599 ／ PPI-0903 ／ 抗
MRSAセファロスポリン誘導体）の日本以外のエリアに
おける臨床開発、および、販売権を獲得している。その後、
2005年にPeninsula　Pharmaceuticals社のJ&Jグループ
への売却に伴い、J&J戦略上、ノンコアであるMRSA－
Cephalosporin部隊がスピンアウトし、再びVCファイナ
ンスにてUS$50milを調達し、Cerexa社を設立している。
Cerexa社は更にパイプラインを追加する目的で、2006年
に明治製菓開発の注射用カルバペネム系抗菌剤（ME1036）
の日本・アジア以外の開発・製造・販売権を取得。VC株
主は2007年にForest Laboratories社へ保有株式を売却

（US＄480mil＋マイルストーンUS＄100mil）し、大成功
を収めている。
　この事例は、欧米のVCが我が国の研究開発材料を精緻
に調査し、非常に効率よく調理した点が学びである。わが
国のVC、PE投資家が国内にいるにも関わらず、同様の調
理が出来なかったことは残念でならないが、国内にある資
産をグローバル目線で調理することが出来れば、これだけ
のプロジェクトに仕上げられるのである。
　冒頭の知財をベースにした研究開発の拡大性をイメージ
する事がいかに重要であるか、ご理解いただければ幸いで
ある。

出所：各種記事検索によりフロンティア・マネジメント作成

図3 バイオベンチャー上場時資金調達金額（US＄mil/億円）
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し易い組織を志向した形態と言える。
　このPDCA単位を連鎖的につなげることが企業組織運
営の要諦と言え、組織エンジニアリングの中心は各個別部
門のPDCAがより上位・全体のPDCAと連動するといっ
た“Bundle Of PDCA（PDCAの束）”になっているか
が重要と言える。

ダイアログ・マネジメントで感化を与える

　組織に属する従業員はそれぞれ個人的な感情・衝動を有
しており、組織に帰属する意味を感じたいと考えることは
自然である。しかし、連帯感だけでは「お友達クラブ」に
なってしまう。前述のアパレルSPAのように、生産性と
政治力とが相反することも散見される。合理性と連帯感の
振り子のバランスが問われるのである。
　行き過ぎた合理性にもとづく組織設計は、他方で人と企
業とを取引関係のように扱い、利己的衝動を促す側面も内
包する。利己的衝動は個人成長のエンジンとして機能する
が、組織に対する違背や離反を助長する懸念もはらむ。
　一方、連帯衝動を促進する組織開発は、企業をひとつの
コミュニティとしてまとめるベクトルとして機能し、帰属
意識を高め、戦略浸透のスピードを高める。そのために、
自社が存在する意義や目的、顧客・市場や社会に提供した
い価値、帰属する従業員に期待する行動規範などは、経営
陣による自問と重層的な対話を通じ、従業員を感化させる
形で伝達する。この対話（ダイアログ）のマネジメントが
大切である。
　例として、ある企業では、毎週月曜の全社朝会、月一度

の従業員誕生日会を通じダイアログを進めた。また、役職
者に対し後継者の育成を課すサクセッション・プラン制を
採用している企業もある。はた目には奇異に見える企業習
慣は一方で集団凝集性を促す側面も有している。

派遣経営者に期待される役割

　以上、企業価値向上に向けた組織設計と組織開発のアプ
ローチを紹介した。多くの企業には人事部、経営企画部が
存在するが、「組織部」という部門はまずなく、組織構造
が有効に機能しているか否かを客観的かつ科学的に分析・
設計する機会がないことがほとんどと言える。だからこそ、
普段は検討することが少ない組織構造を再考することは、
特に戦略転換時には有用である。これは、業績低迷企業に
限ったことではない。高成長・ベンチャー企業、買収・被
買収企業間のPMIのような戦略ピボットのステージほど、
組織の見直しが重要と言える。
　派遣経営者には組織の接着剤の役割も期待される。例え
ば、建設的に議論を促進する「ファシリテーター」、分断
された組織を繋ぐ「リンキング・ピン」、企業内では口に
することが憚られるようなことを問う「デビルズ・アドボ
カシー（悪魔の囁き）」などである。企業内の雰囲気を必
要以上に忖度せず、事実を事実として建設的に組み上げ組
織内を有機的に繋げることを通じて、企業価値の向上に熱
を込めることが、派遣経営者のミッションである。

出所：フロンティア・マネジメント図2 組織における個人衝動マトリクス
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参考文献： “Organization Theory & Design" Richard L. Daft

 “Driven: How Human Nature Shapes Our Choices" Nitin Nohria, Paul R. Lawrence
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事業変化性～不確実性マトリクス×事業ステージ～

そ、戦略は組織的に機能する。
　組織は分業によって構成されるが、企画と実行のような

「タテの分業」と、地域別・商品別または開発・製造・販
売といったプロセスの流れでの「ヨコの分業」の2つが基
本的な変数となる。分業化は、分割された組織に属する従
業員の専門性や集中力を高める一方、周辺視野を狭めるこ
とにもなる。
　このように組織は、戦略課題と人事課題、共通目標と個
人目標、専門性と周辺視野の狭まりといったパラドクスの
中で、戦略の実効性を高める役割を担うことから、その巧
拙が企業価値に与える影響は大きい。

「アウトサイドイン（業界、ニュー／オールド、
企業ステージ）」で鳥瞰する

　人事異動やポストが社内で話題になるなど、組織は内向
きの意見や感覚に左右されやすいため、組織構造を見直し、
新陳代謝を図る際には、外から鳥瞰する「アウトサイドイ
ン」のスタンスが求められる。
　まず考えるべき着眼点が、属する産業・業界の複雑性の
程度である。業界によって経営環境の複雑性と可変性が異
なり、戦略課題が異なることから、求められる組織構造の
継続性や変更の粒度は異なる。変化要因が多く可変性が高
い業界では、そのサイクルでの組織改編が望ましい。他方、
サプライチェーンなどの事業構造が複雑な企業、コンピタ
ンスを外部に依存する企業では、オープンネットワークを
意識した組織構造 が望ましいだろう。例えば、ロボティ
クス・IoT化が進む物流業界では技術動向を鑑みながら広
くテクノロジー企業との連携を形成しつつある。

　また、ニュー・エコノミー企業かオールド・エコノミー
企業かでも組織課題は変わる。典型的には、フィンテック
企業と伝統的金融機関、ネットEC通販と伝統的小売など
は、提供プロセスや経営資源が異なることから、組織課題
も異なるものになる。
　他に有効な着眼点が時代分析である。どんな企業にも過
去の各タイミングで遂行した業績・打ち手・実行組織の軌
跡があり、時間軸でこれらを俯瞰することで組織に関する
意外な発見がある。
　創造期から今に至る時局の中で戦略課題と組織課題は、
共に変化しているはずである。売れる商品が生まれ成長期
に入れば供給キャパシティが課題となるが、成熟期に入れ
ばキャパシティは余剰となり営業の提案力や商品バラエ
ティ開発が問われる。この時期は徐々に生産と営業の暗闘
が深刻化し、製販一体のPDCAが機能し難くなる。

S・P・R・Oをリ・パッケージし
「PDCA」単位を再定義する

　組織構造では、事業戦略を構成する要素、すなわち、戦
略（Strategy）・提供プロセス（Process）・経営資源

（Resource）・組織（Organization）は、可能な限り一体
的（SPRO）に部門化されることが望ましい。
　SPROがひとつのパッケージになっていれば、事業に必
要な要素が1つの組織に収まっていることになる。このよ
うな組織は、PDCA（Plan－Do－Check－Act）が有機
的に連動して回る単位になる。この際、当該部門業績計数
やKPIが円滑に計測できることが必須である。カンパニー
制や事業部制、アメーバ型組織などもPDCAが自己完結

出所：フロンティア・マネジメント図1
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レンドに対して必要な打ち手として、我々は「顧客の来店
動機になりうる差別化要素の明確化と深堀り」「食材の集
約化による購買力の強化」「オペレーションの自動化・効
率化」の大きく3点が重要と考えている。以降は、これら
の具体的な考え方と留意点を、事例を交えて解説する。

①顧客の来店動機になりうる
　差別化要素の明確化と深堀

　外食市場が全体として縮小する中で収益を上げるために
は、一定の売り上げの確保、つまりはトップラインの維持・
向上は至上命題である。消費者は前述の通り、各店の独自
性を求めているため、自社の強みを活かした、企業名や店
舗名を出せば連想される「差別化要素」となるメニュー・
サービスの提供が、来店客数の増加のカギとなる。
　具体的な事例を見ていきたい。ひらまつはグループとし
てレストラン、ホテル運営を営んでいるが、何といっても
店舗の外装・内装・サービス・料理全てにおいて高級フレ
ンチを連想させ、消費者の「ハレの日」消費のニーズに訴
求しており、結果として直近5年で営業利益率20%前後を
維持している。マス向けの外食に目を向けてみると、王将
フードサービスが挙げられる。王将フードサービスは中華
料理店「餃子の王将」を全国展開しているが、特徴として
はお手頃価格で中華、特に餃子が楽しめることで日々の多
くの消費者の胃袋を満たしているところにあり、直近5年
は営業利益率10%前後を維持している。
　ただし、このような豪華な店舗作りやお手頃価格設定は
「差別化要素」となりうるが同時に収益の圧迫要因になる。
上記の2社は成功例の最たるものだが、多くのケースにお
いては「差別化要素」を試みるも顧客からみると「差別化
要素」が来店動機につながらない中途半端な取組になって
しまい、売上増加以上に原価や経費がかさみ、結果として
収益を圧迫することになることを忘れてはいけない。

②食材の集約化による購買力の強化

　収益性を維持しつつ「差別化要素」を追求するためには、
「差別化要素」以外での効率化による下支えが必要となり、
最も大きなコストである食材原価の効率化は不可避であ
る。具体的には、強みとなる食材を特定の上、関連する各
メニューの食材を極力集約化し、スケールメリットを活か
した調達の実施が必要になる。例えば塚田牧場等を運営す
るエー・ピーカンパニーは、商品企画・メニュー表現等の
工夫により、メイン商品の炭火焼をモモだけでなく全部位
を販売し、低価格化を実現している。また、鳥貴族は、商
品を絞り込み、メイン食材の鶏肉仕入にスケールメリット
を利かし、高品質な国産の鶏肉を安価に調達している。
　ただし、このように食材の集約化が進むほど企業にとっ

ての収益性は高まる一方、メニューを考える上での縛りと
なり、結果として顧客からみた魅力度が下がるリスクは念
頭に置いておくべきである。

③オペレーションの自動化・効率化・省力化

　最後に人件費の高騰に対する対処策として、オペレー
ションの自動化・効率化について触れる。これも食材の集
約化と同様に、自動化・効率化が進むほど収益性は高まる
一方で、顧客から見た利便性や空間価値は減る恐れがある。
つまり、顧客への訴求ポイントを踏まえると、人件費抑制
のために全て自動化・効率化するのではなく、継続的にヒ
トが実施することでサービスの維持・向上を図るものと、
サービスに直接は紐付かず費用対効果の観点から自動化・
効率化しても構わないものとの見極めが、最も重要となる。
　具体的な取り組み事例を見ていくと、すかいらーくやロ
イヤルホスト、ワタミ等が営業時間の見直しを行っている
が、それ以外にすかいらーくは100億円超を投じて食材の
発注・在庫管理のほぼ自動化、テイクアウトオーダーのス
マホ対応の実現、セルフレジの試験的導入等に取り組んで
いる。また、サイゼリアではセントラルキッチンでほぼ全
ての調理を実施し店舗における調理業務を省力化している
ことなどが挙げられる。
　今後さらに採用環境が悪化すれば人件費のさらなる高騰
につながるため、外食チェーン企業が早期に見極めを実施
しないことは競争からの脱落を意味する。

おわりに

　外食産業は、元来より移り変わりの激しい業態の1つで
あったが、近年はマーケットを取巻く環境が一層厳しく
なっている。そのため、シンプルにかつてのチェーン理論
と個店理論で戦略を描くことは難しく、たとえチェーン店
であっても顧客サービスに直接的に紐付くところは画一化
せず「差別化要素」を追求する必要がある。逆に、個店に
おいても可能な範囲で効率化等に伴うメリットの追求が求
められる。つまり、基本戦略のベースには、ここで論じた
対応策と留意点をいかに組み合わせ、競合他社と比較して
顧客から見た価値を最大化させるか――に対する解が求め
られる。例えば、俺のシリーズは前述の①を追求し②、③
は劣後、すき家等を展開するゼンショーは②、③を追求し、
お手頃感を訴求している。このように、戦略の方向性は各
社異なるが、重要なことは①、②、③いずれにおいても顧
客から見た価値に見合った提供ができているかである。加
えて、価値の実現に際しては意思決定する際の判断基準の
明確化と合意形成の仕組みの構築が必要不可欠である。
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外食チェーン企業に求められる
構造改革の在り方

消費財トピック

消費者のライフスタイルやニーズの変化、業界・業態の垣根を越えた競争の激化等、外食産業を取り巻く環境は厳
しさを増している。かかる状況下、多くの外食チェーン企業においては、課題認識はしているものの抜本的な打ち手
を講じられていない企業も多い。本稿は、外食チェーン企業を取り巻く主要トレンドにフォーカスし、求められる対応
の方向性について当社の経験に基づき、整理したものである。

外食チェーン企業における
主要トレンド

消費者ニーズの多様化・専門化

　消費者ニーズの多様化・専門化は、特に近年加速してい
る。起爆剤はITインフラの進展、具体的にはスマホの普及
と食べログやSNSによる「口コミ」の広まりと考えられる。
　過去の消費者はファミリーレストランや総合居酒屋に代
表される外食チェーン店を好む傾向にあったと言える。外
食チェーン店は名前が知られ様々なエリアに展開し、どの
店も同じメニュー、サービスと価格で「安心感」を提供で
き、一方個店は名前も味も価格も不明で「不安」なものと
して捉えられていたためと考えられる。しかし、ITイン
フラの進展に伴い、個店の情報が拡散、消費者が平等に情
報をスマホでリアルタイムに入手できるようになって以降
は、個店は個性や拘りがある「ここにしかない」存在とな
り、消費者を魅了している。半面、外食チェーン店は、ど
こにでもある、変わり映えのない「つまらない」扱いへと
変わったと推察される。事実、昨今の食べログのランキン
グには、上位には個店の占める割合が多く、下位ほどチェー
ン店の割合が多くなる傾向がある。そのような中で、外食
チェーン企業はチェーン企業としてのスケールメリットの
活用と、個店への対抗が同時に求められている。

人件費の高騰

　少子化に伴い若い働き手の獲得競争が激化したこと等に
より、人件費の高騰は各業界横断的なトレンドである。外
食チェーン企業においては特に、ブラックな風評による労
働環境のイメージ悪化、高付加価値メニューの増加に伴う
店舗スタッフへの要求水準上昇等の要因により、特にその
インパクトが大きい。事実、厚生労働省「一般職業紹介状
況（職業安定業務統計）」「毎月勤労統計調査」、インテリジェ
ンス（アルバイト市場動向）によると、調理・接客業務（常
用パート）の有効求人倍率前年同月比増減はリーマン
ショックからの回復タイミングである2011年以降プラス
基調にあり、求人時給も上昇傾向にある。一部の外食チェー
ン企業は人件費高騰分の価格への転嫁を試みるも、転嫁し
きれているとは言い難い。事実、例えば居酒屋・バー業界
の主要3社（コロワイド、ワタミ、大庄）の2014年度と
2016年度の平均売上高人件費率を比較すると、23.3%から
26.8%へ3.5%増加しており、人件費高騰分を賄い切れず収
益悪化の要因となっている。

求められる構造改革の方向性

　以上見てきた2つの外食チェーン企業を取り巻く主要ト
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HEMSといった末端のデバイス機能である。この仕組み
は、IoTの典型的な実用例である。

スマートコミュニティ拡大に
向けた課題

スマートコミュニティの主役が不在

　ここまで読まれた皆様は、スマートコミュニティに対し
て、どのような印象を持たれただろうか。よく練られた発
想を先進技術によって具現化しており、取り組み自体は素
晴らしいと思われるかもしれない。しかし何かが足りない
と感じられた方もいるのではないだろうか。
　「スマートコミュニティが構築されて、誰がうれしいか」
という視点が不足している、あるいは分かっていても具体
化できていない、と筆者は分析する。
　資源エネルギー庁の調査によれば、「スマートコミュニ
ティ構築にあたっての主な課題」のうち、「ユーザー視点」
で挙げられた課題は次の2点であり、回答率が非常に高く
なっている。

◦�スマートコミュニティ構築でエンドユーザーが受け
るメリットが不明確（事業者全体の39.4%が指摘）
◦�スマートコミュニティに関する社会の理解・関心の
醸成が不十分（同21.8%）

　これは「スマートコミュニティ事業者」に対して行った
調査であるが、事業者側がこう感じている以上、仮に対象
エリア居住者に調査した場合も、同様の結果が得られる可
能性が高い。

　自動運転やAI等、一昔前は夢の技術と思われていたも
のが次々と現実化していく現代において、スマートコミュ
ニティのもたらすメリットが、居住者に響かない、正しく
理解されないのは無理もないことかもしれない。

コミュニティの差別化・魅力訴求のチャンス

　前述のような課題を解決すべく、スマートコミュニティ
関連領域において中長期的に注力・強化すべき対象は、い
わゆる「コンテンツ」であると筆者は考える。蓄電池で貯
めた電気（これは活用の場所を問わない）、VR等の多種
多様な表現技術を活用し、コミュニティ居住者・利用者に
とっての楽しさ、新鮮さを常に演出していくことは、地域
の魅力を訴求していく上で極めて有効と思われる。
　例えば住友商事と映画制作・配給会社であるアスミック・
エースの取り組みは、非常に興味深い。
　住友商事、鹿児島県薩摩川内市、日産自動車が共同で取
り組む「こしき島“みらいの島”共同プロジェクト」を
VRで紹介する取り組みでは、VR視聴者が“エコアイラ
ンド”甑

こしき

島
じま

を走るEVや現地の生活を支えるリユース蓄電
池システムを現場にいるかのように視察できる。
　当事例はプロジェクト紹介を主眼としているが、発想を
1歩広げて、地域の魅力・歴史等をエンターテイメントと
して発信することは、非現実的な話では無いだろう。
　プロジェクションマッピング、サイネージ、ライトアッ
プ等、電気との親和性が高いアプリケーションは表現力を
劇的に高めている。地域の魅力を際立たせるものとして、
これらをフル活用し、スマートコミュニティを「モノ（技
術）の集合体」から「ユーザー目線で作られた楽しい場」
としていくことが、スマートコミュニティの魅力を大きく
高めるものと考える。

出所：フロンティア・マネジメント

図表 スマートコミュニティの進化と構成要素技術（イメージ）

スマートコミュニティ
の進化

Step.1　エネルギー管理の最適化

創る
●太陽光発電
●風力発電、等

貯める
●蓄電池
●蓄熱器、等

管理する
●スマートメーター
●HEMS、等

Step.2　コミュニティの利便性向上

見守る
●見守りセンサー
●監視カメラ、等

運ぶ・乗せる
●小型電動モビリティ、等

Step.3　コミュニティ内外への魅力訴求

映す
●プロジェクションマッピング　●VR・AR
●デジタルサイネージ、等

知らせる 楽しませる
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スマートコミュニティの現状と
本格拡大に向けた課題
～次世代社会インフラの方向性～

産業財トピック

各地で展開されているスマートコミュニティは、高い
技術力、資金、地域行政の協力を必要とするため、企
業・自治体中心に推進されている。そのため「ユーザー
不在、ユーザーメリット不明確」といった課題が顕在
化するケースも散見され、大きな岐路に立たされてい
る。しかし発想次第では巨大なビジネスポテンシャル
を秘めていると考える。

コンサルティング第2部 ディレクター

扇 孝一郎
Koichiro Ohgi

早稲田大学政治経済学部卒業。日本IBM㈱等
を経てフロンティア・マネジメント㈱に入社。
フロンティア・マネジメントでは、エネルギー
系企業、自動車メーカー等のM&A戦略策定支
援や半導体製造技術評価支援等に従事。

スマートコミュニティとは

　柏の葉スマートシティやFujisawaサスティナブル・ス
マートタウン等、いわゆる「スマートコミュニティ」が全
国各地で展開されている。
　当社でも、エネルギー系企業、メーカー系企業を支援す
る機会が多いが、話を聞く限り、スマートコミュニティや
関連製品は緩やかに拡大している程度で、一般市民の多く
がその実態やメリットをあまり理解していないと思われ
る。そこで、本稿ではスマートコミュニティの何たるかを
整理してみる。

目的：先進技術の活用により、下記を達成

　スマートコミュニティの目的は、以下の3つの視点で表
される。
エネルギー資源の視点：自然の力を利用した再生可能エネ
ルギーを可能な限り導入し、将来枯渇する資源に依存しな
い持続可能なエネルギー環境を実現
環境保全の視点：再生可能エネルギーの活用により、従来
型エネルギーと比べてCO2排出を大幅削減
社会生活の視点：災害時等でも安定的にエネルギーを供給
できる環境を確保

基本的な仕組み：個々の施設・住宅といった 
「点」ではなく、コミュニティ全体（＝面）を「エ
ネルギー管理単位」とし、エネルギー効率を
抜本的に改善

　従来から日本は省エネ意識の強い国であり、個人や企業

ごとの取り組みだけでは、エネルギー利活用の効率化は限
界にきていると言われる。
　スマートコミュニティの大きな目的の1つは、このよう
な「点による対応の限界」を打破すべく、「面での対応」
を推進することにある。
　すなわち複数の施設・住宅等を束ねて全体最適を実現す
ることで、まとまった省エネ効果創出、エネルギー消費最
適化を図るわけである。
　特徴的なのは、施設の電力使用量の自動制御等により需
要（電力を使う量、タイミング等）を巧みに平準化・抑制
するピークカットの発想である。再生可能エネルギーは、
出力状況が自然条件に大きく左右される。だからこそ、適
切な需要制御が必要となり、そのための仕組みもしっかり
組み込まれている。

適用技術：エネルギーを創る・貯める・管理
する

　スマートコミュニティは、大きく下記3つの要素技術か
ら構成される。
創る技術：風力発電や太陽光発電等、自然の力を活用して
エネルギーを人工的に創り出す。
貯める技術：ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）等でお
馴染みの「蓄電池」は、スマートコミュニティにおいて重
要な要素技術となる。蓄電池によって、目的の1つである
「災害時等にも安定的にエネルギーを供給できる環境を確
保」が達成される。
管理する技術：管理する技術は2種類に大別され、1つは
需要調整等の司令塔の役割を果たす機能、もう1つは施設・
住宅等の電力使用状況を可視化するスマートメーター、
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経てようやく案件が成就したケースがあるが、これはトッ
プの意思の強さが買収に繋がった好例である。
　また、買収は事業部やM&A統括部署をはじめ、部門横
断的なチームにより進められることが通常であり、経営
トップの意思が組織内に浸透していない場合には、買収の
意思決定や買収後の運営にあたりひずみが生じる。

人材がいなければ
買収はできない

　M&Aの要諦は人材である。M&Aを活用すると宣言し
当社のようなアドバイザーに案件紹介を依頼するものの、
実際に具体的なターゲットを目にすると「買収しても、経
営できる人材がいない」という理由で腰が引けてしまう企
業は少なくない。特に海外企業の買収ではこの問題が顕著
に現れる。
　このような場合、ターゲットの経営陣に引き続き経営を
任せることも考えられるが、企業側の受入体制が無いまま
に半ば放置しては、成長ドライバーとして期待した大きな
買収効果を上げることは難しい。特に新興企業やベン
チャー企業においては、ガバナンスの整備だけでも相当程
度の相互理解や企業側からのサポートが必要になる。
　従って、企業側には前もってターゲットを自社に迎え入
れるために必要な人材の確保が求められる。これは買収し
てから考えるのでは遅いため、出来るだけ早い段階から専
門人材を内部で育成しておくことが望ましい。もしも自社
でカバーできなければ、外部から経験豊富な人材を獲得す
るというのも有効な手段である。

ターゲットへのアプローチは
積極的に

　買収ターゲットを特定したら、売却プロセスが始まるの
を待つのではなく、自らアプローチする姿勢が望ましい。
人気案件ゆえ結果的に入札になったとしても、事前に意向
を示しておくことで売手からの打診を受けられる可能性は
高まるほか、アプローチの段階で得られた情報や分析結果
を利用して入札を有利に進められる可能性も出て来る。
　また、投資ファンドと違い事業会社が買収する場合には
永続保有が前提であり、ターゲットの経営陣や従業員から
すれば買手の経営理念や企業カルチャーは非常に重要な関
心事である。売却に際しては売手の意向が強く働くため、
必ずしもそれにより直ちに売手に対し競争優位に立てると
は言えないが、予め経営陣どうしの対話等を通じて相互理
解を深めることも有意義である。
　特に買手候補企業が多数存在しうるターゲットについて

は、競争は不可避であると考え、少しでも競争優位性を確
保できるよう戦略を練って進めることが重要である。

買収価格のイメージを
あらかじめ掴んでおく

　成長分野にある企業ほど、売手は強気な事業計画や企業
価値評価の目線を提示する傾向がある。これを見て買手候
補企業は、魅力的な案件であっても諦めてしまうケースも
散見される。高く売却したい売主としては高い価格目線に
誘導するのは当然の行為であり、このような買手候補企業
には今一度、自社の買収目的とそれに適った提示可能な買
収価格がいくらなのかを冷静に考えて頂きたい。
　買手としては、ターゲット自体の企業価値（Stand 
Alone Value）に加え、買収により双方で享受可能な買収
効果も検討した上で、提示可能な買収価格の上限をあらか
じめ決めて交渉に臨むのが重要である。魅力的なターゲッ
トであるほど、買収効果を加味しない低い買収価格で売手
と合意するのは難しいが、交渉の結果、自社の考える買収
価格の上限を超える価格でしか売手と合意できないのであ
れば、深追いせずに引く勇気も必要である。なお、買収の
成約確率を高めるためには、過去の類似案件における取引
価格やFAからの事前情報も参考の上、最終的な買収価格
のイメージを掴み、初期段階で判断することが望ましい。

成長のためには
リスクを取る勇気も必要

　昨今、買収案件の大型化に伴い巨額減損のニュースを目
にする機会も多くなったが、それでも外部から買収の成否
を判断することは非常に難しい。買収目的は企業によって
異なるものであり、買収の成否を判断できるのはその企業
自身に他ならないからだ。ターゲットの業績が短期的には
芳しくない場合でも、企業の中長期的な戦略上は実行せざ
るを得ないケースもあるだろう。また、買収では自社が新
分野に果敢に進出することにより、従業員への成長機会の
提供や優秀な人材の誘引といった、副次的な効果も期待で
きる。そういった点も総合的に勘案すれば、失敗と言われ
るような買収案件への見方も変わって来る。
　M&A市場が発達した現在、成長分野で割安に買収する
ことは難しく、のれんも不可避的に発生するが、筆者が買
手を支援した案件の中でも、リスクを取りながらも買収を
成功させ、その後大きく事業を成長させている例がいくつ
かある。また、業績面だけでなく、買収後、人材や技術レ
ベルが期待以上であったと喜ぶ声も寄せられる。果敢に挑
む企業を今後も支援し、成功に導きたいものである。
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成長分野への投資意義と
投資検討過程における留意点

M&Aトピック

近年、日本企業がM&Aを通じて成長が見込まれる新た
な事業や地域に進出するケースが増えており、これまで
M&Aを活用してこなかった企業は危機感を抱き始めて
いる。当社にも成長分野でM&Aをしたいがどう進めれ
ば良いのかが分からない、といった悩みが寄せられる機
会が増えているため、本稿ではこれまで様々な企業の
M&A案件に携わった経験から、成長分野への投資意
義と投資検討過程における留意点を述べたい。

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

五十嵐 幹直
Mikinao IKARASHI

上智大学経済学部卒業。大和証券SMBC
㈱（現、大和証券㈱）、EYトランザクショ
ン・アドバイザリー・サービス㈱におい
てM&A業務を担当。フロンティア・マネ
ジメント㈱では、国内外のM&Aアドバイ
ザリー業務に従事。

成長分野への
投資意義と投資事例

　本稿では日本企業による成長分野への投資を2つの類型
で捉えたい。1つ目は、既存のコア事業における持続的成
長に限界を感じ、既存事業とは異なる製品・サービス領域
に参入するケースである。最近では、大企業が革新的な技
術を持つ新興企業やベンチャー企業に投資する動きも活発
化している。2つ目は、内需の伸び悩みから、海外企業を
買収し海外市場での成長を目指すケースである。日本企業
による海外企業への投資額は増え続けており、今後も当面
はその傾向が続くであろう。
　どちらのケースにも共通に言えることは、これらが成長
が見込まれる領域・エリアで事業展開する対象企業又は対
象事業（以下、総称して「ターゲット」）を獲得する魅力

的な案件であるため、他にも買手候補企業が存在すること
である。また、ターゲットの魅力度が高いほど買収価格は
高騰するため、この意味からも買収の難易度は高くなる。

経営トップのビジョンが
成否を分ける

　買収はまず、経営トップが自社の中長期的な成長戦略に
ついて明確なビジョンを持ち、それを実現するために
M&Aが有効であると認識し、それを企業全体に浸透させ
ることから始まる。M&Aは実行時も実行後も企業にとっ
て大変なエネルギーを要し、経営トップの強い意思がなけ
れば頓挫しかねないからだ。筆者が関与した案件の中で、
売却に否定的な海外のオーナー企業に対し、買手である日
本企業の社長自らが熱心に買収意向を伝え続け、5年以上

表 新たな事業領域での買収事例

No. 公表日 企業名 対象企業 対象企業の事業内容 買収の狙い

1 2016/03/17 キヤノン 東芝メディカル
システムズ

医療用機器の
開発・製造・販売

医療機器業界における世界トップクラスの技術とグロー
バル・プラットフォームの獲得により、ヘルスケア事業を
強化し、ポートフォリオ転換を推進

2 2016/07/18 ソフトバンク
グループ ARM （英国） マイクロプロセッサーの設計、

ソフトウェアツールの販売

半導体に関するグローバルな知的所有権を活用し、「IoT
（モノのインターネット）」へのパラダイムシフトをグルー
プとして牽引

3 2016/08/09 パナソニック OpenSynergy
（ドイツ）

車載コックピット
ソリューション向け

組み込みソフトウェアの開発

自動車の次世代コックピットシステムを実現するソフト
ウェア技術の獲得により、高成長事業に位置付けるオート
モーティブ事業を強化

4 2016/12/09 味の素 ジーンデザイン
オリゴ核酸・核酸医薬材料・

核酸関連化合物の
受託開発、製造等

自社と対象企業の双方の医薬品製造機能やノウハウを
組み合わせることで、核酸医薬品の安定的かつ高収益
な開発・製造受託体制を確立

5 2017/03/23 豊田自動織機
Vanderlande

Industries Holding
（オランダ）

物流ソリューションの
開発、製造

世界シェアNo.1のフォークリフト以外の物流機器・シ
ステムの提供を可能とし、グローバルの物流ソリュー
ションビジネスにおけるグループのプレゼンスを向上
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態において「スポンサー型」への移行判断を行うべきかを、
当初の再生計画比での達成状況に応じて以下のように考察
する。暫定リスケは、自主再生の可能性または抜本再生へ
の見極めを目的とした経過観察的なモニタリング期間の意
味合いを持つが、計画に対する未達幅が大きい場合は計画
の軌道修正（未達要因の特定と対策）を改めて検討する必
要があり、その中で、「スポンサー型」を選択する意義・
期待効果も検討することになる。

計画未達の場合

　「ヒト」の観点では、現経営者の続投で良いのか再評価
する。計画達成に向けた充分な経営努力や姿勢が見られた
のか、従業員を鼓舞し牽引できていたのかなどを検討する。
再生を担う人材として適切でないと判断され、且つ外部関
係者が許容し得る代替人材が自社内で見当たらない場合に
は、外部スポンサーによる派遣で補う手段が考えられる。
　「モノ」の観点では、当初の再生計画策定時に想定して
いた前提に大きな変化が生じているのかを中心に、未達要
因を見極める。特に計画未達幅が大きい場合に、当初計画
策定段階と同様に、信用不安（事業基盤の毀損）リスクが
増大または顕在化していないかの再確認が必要である。一
方、仮に未達幅が比較的小さい場合においても、事業性が
劣化していないかの検証が必要となる。未達要因が内部環
境を中心とした債務者企業の自助努力が不十分なことに起
因するものであれば、自力再生を引き続き目指す余地があ
る。しかし、未達の主因が外部環境の急激な変化等であり、
当初の前提が崩れたケースでは、直近の事業環境に照らし
て事業性の再評価を行い、環境変化による「脅威」を新た
な施策（自助努力）でカバーできるか検討する。自助努力
のみでは環境変化への十分な対応ができない（競争力を維
持しきれない）場合には、スポンサー型の選択肢が浮上す
る。なお、再生企業の場合、スポンサー候補がすぐには現
れないこともある中、事業性劣化のスピードが速いケース
では、早期に探索を開始しないとスポンサーが見つかる可
能性を大きく下げてしまう可能性にも留意すべきである。
　「カネ」の観点では、資金繰り逼迫化が想定される。実
務上、資金繰りが逼迫化したうえに、取引金融機関からの
支援（借換え融資）が受けられないことが引き金となり、
否応なくスポンサー型の検討が開始されるケースが散見さ
れる。買手候補の探索、デュー・ディリジェンス、協議交
渉等の所要期間を踏まえると、少なくとも資金ショートが
懸念される半年程度前には動き出すことが賢明である。

計画達成の場合

　自主再生を目指し、暫定リスケ計画に沿って利益計画は
達成しながらも、計画期間終了を見据えて改めて、「出口

戦略」としてスポンサー型を検討する場合がある。例えば、
コスト削減により利益は達成しているものの、事業規模が
縮小傾向にある（売上高の回復が物足りない）場合は、ス
ポンサー型を検討するタイミングである。コスト削減ばか
りを優先させたケースでは、必要な修繕や投資を先送りし
ていたり、賞与等の削減により従業員に過度な負荷がか
かっていたり、現場の士気が低下したりしていることも多
く、機械等設備の不具合や従業員の退職など、潜在的に大
きなリスクを抱えている懸念すらある。このような状況の
ままで計画を再策定したとしても、再成長戦略の立案推進
にまでは至らず再度減益に陥る可能性が懸念される。
　単独ではコア事業の強みや再成長戦略の実現可能性を見
出し難い状況であれば、スポンサーとの事業シナジーやノ
ウハウ活用により、コア事業の強みの補強や現状の打開が
可能かも改めて検討することが有効となる。

「スポンサー型」検討のタイミング
～早期検討への理解～

　最後に、債務者及び債権者におけるスポンサー型再生検
討のタイミングについて触れたい。
　とりわけ地方の中小企業の経営者は、見知らぬ第三者へ
事業を譲渡し自身が経営を退くことへの心理的な抵抗感、
保証履行等の経済的な問題があり、自主再生が困難と考え
始めていたとしても、スポンサー型を選択する（受け入れ
る）覚悟・決断ができないケースが散見される。
　一方で債権者側も、スポンサー型の再生支援の場合は、
債権放棄等の抜本的な金融支援を伴うケースが多い中、引
当計上の観点など銀行としての決算対応も勘案すると、よ
り踏み込んだ金融支援検討は躊躇う事案も想定される。
　このように、スポンサー型での再建は、債務者（経営者）
及び債権者である取引金融機関双方にとって積極的には検
討し辛い状況があるため、検討自体が後手となるケースが
散見される。
　しかしながら、自主再生型にせよ、スポンサー型にせよ、
本業での売上高の回復・利益の改善なしに事業自体の再生
は成し得ない。また、事業基盤を毀損し競争力を失ってか
らでは手遅れとなる。スポンサー型の手続を急ぐ場合、債
務者企業は選定・交渉プロセスでは極めて不利な立場に立
たされ、選択できるスキームも限られる。だが、逆に早期
に検討・交渉を進めれば選択肢は拡がり、自主再生計画と
並行して戦略的にスポンサー探索を行うことも可能である。
　検討の遅れは、債権者にとっても最終的に損失を膨らま
せる可能性がある。資金繰り逼迫化等により対応選択肢が
狭まった状態になってからの検討開始ではなく、出来る限
り早期での検討を推奨したい。
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再生トピック

中小企業金融円滑化法は2013年3月末に期限を迎え
たが、昨今も金融庁より断続的に、金融円滑化への対
応要請文書が金融機関関係団体等に対して公布され
ている状況にある。一方、所謂「暫定リスケ」状態にと
どまらず、真の再生に向けた出口戦略が債権者債務者
間で求められる中、スポンサー型の抜本再生（増資引
き受け、事業譲渡や会社分割等）を選択する判断ポイ
ントを考察する。

プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト・ディレクター

越田 潤平
Jumpei KOSHITA

弘前大学卒業。公認会計士。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。フロンティア・マ
ネジメントでは、財務・事業デュー・ディ
リジェンス、再生計画策定支援、金融機
関調整、管理体制構築支援業務等に従事。

スポンサー型の
選択判断のための3要件

　2013年3月末に「中小企業金融円滑化法」の期限を迎え
た以降も、多くの中小企業が返済猶予や金利減免等の条件
見直しによる金融支援を受けている。中小企業再生支援協
議会による支援のもとで「協議会版暫定リスケ」計画が近
年まで多数策定されているが、既に計画期間の終了時期を
迎えている事案も多い。当該計画を策定した債務者企業の
うち、2017年度フォローアップ時点で「不調先」とされ
ている企業は1,264件（約35%）にのぼり、改めて出口戦
略を見極める必要がある。
　出口戦略の見極め段階においては、「抜本再生・スポン
サー型」への移行要否を検討する必要があるが、先ずは当
初計画策定時の判断ポイントをヒト・モノ・カネの3要件
を軸に以下に整理した。3要件はいずれかを満たせばスポ
ンサー型に移行と杓子定規に判断されるものではなく、各
要件での必要性を総合的に鑑みて判断されるものである。

ヒト ～経営者責任の追及・経営人材の代替～

　まずは経営面において、既存の経営陣や社内の人的資源
のままでの改革が可能か、新たな経営陣でなければ改革が
成し得ないのかの判断が必要となる。
　地方の中小企業の場合、代替となる経営人材が直ぐには
見当たらず、既存の経営者（オーナー一族）が続投するか、
その他社内人材が経営を引き継ぐことが多い。
　しかし、事業再生を成すには、従来の戦略や手法に捉わ
れずに改革を断行できる推進力、社員を率いる求心力、計
画必達への覚悟を有する経営者の存在が必要不可欠であ
る。また、資本的な支持がある前提で経営を執行する体制
が整わない限り、経営の実効性に疑問が残る。

モノ ～信用不安（事業基盤の毀損）リスク～

　短期的には、債務者企業の信用力が既に毀損しており、
自力再生を図ることが困難な場合が存在する。業績・財務
体質が悪化した企業は、少なからず取引先からの信用不安
を招く状態にあり、既に取引条件が悪化している場合もあ
る。このような場合には、原材料等の仕入条件を維持・円
滑化するためにも、スポンサー型再生が相応しい（信用補
完に繋がる）と考えられる。
　また、地方が総じて人口減少、少子高齢化、人材採用難
に直面している中、外部環境や業界再編の流れ等を勘案す
ると、単独での事業継続が中長期的には困難と想定される
ことも多い。このような場合は、スポンサーの受け入れに
より事業強化に繋がるか、検討を開始すべきである。

カネ ～資本注入の必要性～

　再生局面にある企業では、金融機関からの新たな資金調
達が困難なケースが多い。中長期的に設備投資が必要であ
るにもかかわらず、金融機関への弁済を（やむなく）優先
している事案も散見されるが、本来は、事業再生のために
必要な資金を見積もり、その資金調達が既存の枠組み（自
力再生）で賄えるのか、という順序で検討をすべきである。
　また、簿価純資産が毀損しており、取引先から財務体質
の早期改善が要求されているケースで、債権放棄等の金融
支援だけでは不十分と考えられる場合には、スポンサー型
による資本注入の検討も視野に入ってくる。

暫定リスケ後の
スポンサー型移行判断

　次に、「暫定リスケ」中の企業において、どのような状

「暫定リスケからの卒業」
～抜本再生・スポンサー型の選択判断～
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贈与税の納税猶予割合も100％に

　従前は納税猶予になる割合が相続税は80％で贈与税は
100％であったが、今回の改正で相続税も100％と税負担
が軽減された。

雇用維持要件の実質的撤廃

　従前は、経営承継期間内（5年間）の一定の基準日にお
ける雇用の平均が「贈与又は相続時の雇用の8割」を下回っ
た場合は、納税猶予は打ち切りとなり、猶予税額の全額を
納付する必要があった。だが今回の改正で、8割を下回っ
た場合でも、要件を満たせない理由を記載した一定の書類
を都道府県に提出すれば納税猶予は継続されることとな
り、雇用維持要件は実質的に撤廃となった。但し、雇用維
持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認めら
れない場合は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言
を受けなければならないことになっている。

被相続人又は贈与者の対象者の拡大

　従前は、代表権を有する又は有していた先代経営者から
のみの承継が対象であったが、今回の改正で、先代経営者
だけでなく複数人（代表者以外の者、親族でない者も含む）
からの承継も適用対象となった。

相続人又は受贈者の対象者の拡大

　従前は、代表権を有する又は有する見込みである後継者
1人への承継が対象であったが、今回の改正で、代表権を
有する複数人（最大3人）への承継も適用対象となった。
なお、複数人の場合は、議決権割合の10％以上を有し、
かつ議決権割合上位3位までの同族関係者に限られる。

経営環境変化に応じた減免

　従前は、後継者が会社売却（M&A）や自主廃業（解散）
を行う際に、経営環境の変化により株価が下落していた場
合であっても、相続・贈与時の株価を基に計算された税額
を納税することとなっていたため、過大な税負担が生じる
リスクがあった。今回の改正では、株式譲渡・合併の対価
の額や解散時の相続税評価額を基に納税額を再計算し、承
継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免するこ
ととなり、経営環境の変化による将来の不安を軽減した。

相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

　今回の改正で、事業承継税制の適用を受ける場合は、後
継者（その年の1月1日において20歳以上）が推定相続人
でなくても、贈与者がその年の1月1日において60歳以上
であれば、相続時精算課税制度の適用を受けることが可能

となった。これにより、親族以外の者が後継者となる場合
の税制面のリスクが回避できることとなった。

親族外承継（M&A）の場合の登録免許税・
不動産取得税の軽減措置の創設

　親族外承継（M&A）を促進させるため、中小企業庁は
中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を
支援対象に追加することとなった。これにより、経営力向
上計画を申請して認定を受けた中小法人・小規模事業者は、
親族外承継（M&A）に伴う不動産の取得における「登録
免許税」と「不動産取得税」の税率が引き下げられた。具
体的には、登録免許税は、合併による移転の場合の税率
0.4%が0.2%、分割による移転の場合の税率2.0％が0.4%、
その他の要因による移転の場合の税率2.0%が1.6%となっ
た。また、不動産取得税については、不動産の価格の6分
の1に相当する額を価格から控除する課税所得の特例措置
が講じられることとなった。なお、この改正は、2020年3
月31日までの適用となっている。

おわりに

　経済産業省によると、今後10年の間に、平均引退年齢
である70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は
約245万人となり、うち約半数の127万（日本企業全体の
約3分の1）が後継者未定となっている。後継者未定の要
因として考えられるのは、例えば、中小企業の場合、事業
用不動産をオーナーが所有している、オーナーが会社に多
額の貸し付けを行っているなど法人・個人資産が一体化し
ているケースが多く、これらの場合は、相続人が後継者に
なると事業の継続がスムーズに行われるが、そもそも子供
がいない場合もあれば、高学歴化や大企業への就職等で会
社を継がないケース、厳しい経済環境の中、中小企業の先
行きに不安を感じ、多額の税コストを負担してまで後継者
になることを躊躇するケースなど様々である。また、多額
の借入の連帯保証までを行って会社を継ごうとする親族外
の役員・従業員が出てこないといったケースも多いと思わ
れる。今回の事業承継税制に関する改正は、事業承継に係
る税コストを軽減するものではあるが、これによって後継
者問題を一気に解決するといったものではない。税制面の
支援も必要だが、それだけでなく、中小企業の親族外承継
（M&A）を後押しする仕組みの構築や、後継者のマッチ
ング支援、経営者の連帯保証の適正化など、様々な方向か
ら事業承継を支援し、日本経済が後継者難によって危機的
状況に陥らないようにしなければならない。
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2018年度の事業承継に関連する
税制改正について

事業承継トピック

2018年度税制改正の中から、事業承継に関連する主
な改正点について解説する。今回の改正では、2009
年に創設された、いわゆる事業承継税制について、10
年間の期間限定で適用要件が大幅に緩和され、さら
に制度適用後の将来に起こりうるリスクを軽減するよ
うな内容となっている。これにより、贈与時・相続時
の税負担無しで後継者に自社株を承継させることが
可能となった。事業承継を考える上では、必ず、この
制度の適用の可否を検討する必要が出てきたと言える
ほどの大きな改正である。

ファイナンシャル・
アドバイザリー第1部
事業承継コンサルティング室
シニア・ディレクター

川喜田 昭博
Akihiro KAWAKITA

大阪市立大学卒業。税理士・公認会計士
事務所、中央青山（みすず）監査法人、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。フロン
ティア・マネジメントでは中堅・中小企
業向けの事業承継支援業務等に従事。

事業承継税制の特例の創設

　事業承継税制（「非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度」）は、後継者が、経済産業大臣の認定を受
けた非上場会社の株式等を現経営者から相続又は贈与によ
り取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予さ
れる特例制度である。2009年度の創設当初は親族への承
継が要件となっていたが、M&Aや従業員承継が増加する
など事業承継の形態が多様化していることを踏まえ、
2013年度に、親族外承継も対象とするなどの改正が行わ
れた。2017年度には、雇用要件の緩和・相続時精算課税
制度に係る贈与への適用など、より使いやすくするための

改正が行われた。
　しかし、それでも適用件数が伸びないことから、今回3
度目の改正が行われ、10年の期間限定（2018年1月1日か
ら2027年12月31日まで）で、施行日後5年以内に承継計画
を作成し、認定を受けた場合は、適用要件が大幅に緩和さ
れ、制度適用後の将来に起こりうるリスクが軽減されるこ
ととなった（図表）。

対象株式数の上限の撤廃

　従前は、先代経営者から贈与又は相続により取得した非
上場株式等のうち、議決権株式総数の3分の2に達する部
分までが猶予対象であったが、今回の改正で、上限を撤廃
し、議決権株式の全てを猶予対象とすることとなった。

図表 事業承継税制に係る改正のポイント

項目 改正前 改正後
（2018年1月1日～2027年12月31日）

対象株式 発行済議決権株式総数の3分の2まで 全て

猶予税額 相続税：80％、贈与税：100％ 相続税：100％、贈与税：100％

雇用維持要件 5年平均80％以上
5年平均80％以上だが、下回った場合は理由等を記
した書類を都道府県に提出することで、猶予打ち
切りは確定しない。

被相続人又は贈与者 先代経営者一人 複数人（代表者以外の者、親族外も含む）

相続人又は受贈者 後継者一人 後継者三人まで

経営環境変化に応じた減免
（株式譲渡・合併・解散等の場合の納付税額）

贈与時・相続時の相続税評価額を基に計算
した納付税額

株式譲渡・合併の対価の額、解散時の相続税評価
額を基に、納税額を再計算。当該納税額が猶予税
額を下回る場合の差額は免除

事業承継税制の適用を受ける場合の
相続時精算課税制度の適用対象者

60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上
の子又は孫への贈与のみ対象

60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈
与も対象
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シェアサイクルから垣間見る
シェアリングエコノミー
シェアサイクルの出現は私たちにシェアリングエコノ
ミーへの扉を開き、経済構造の再構築の方向を見せて
くれています。

Frontier Management
（Shanghai） Inc.

季 欽欽
Ji Qinqin

　シェアサイクルは今や、中国の新四
大発明の一つと言われています。
2014年に登場し5年目に入りました。
業界の熾烈な競争の中、頭角を現した
モバイクとOFOが幸運な企業である
ことは、疑いの余地がありません。
　シェアサイクルはここ数年驚異的な
スピードで成長しており、その原動力
はニーズと熱狂的な資本市場によりま
す。統計によると、モバイクとOFO
の両トップ企業ですでに100億元（注：
約1,700億円）以上の資金を獲得し、
その勢いはまだまだ衰えない様子で
す。2018年1月に、OFOがアリババ
から7億米ドル（注：約740億円）の
出資を受けたと発表したのに続き、モ
バイクも近く10億米ドル（注：約1,050
億円）の出資を受けると発表しました。
この出資は2017年7月に6億米ドル（約
630億円）を調達した「シリーズE」 
からわずか半年であり、シェアサイク
ル市場での熾烈な競争が依然続いてい
ることが伺えます。

「最後の1km」ニーズに適合

　シェアサイクルの急成長の要因はお
おまかに以下の通りです。
　まず、多くの市民が関心を寄せただ
けでなく、政府も注目した点が挙げら
れます。注目は発展の動力となり、投
資を呼ぶからです。シェアサイクルは
全く新しい市場であり、どこが主導権
を握るのかは、参入の時期が重要なカ
ギとなります。エンジェル投資家であ
る 梅花天使創投の創業者の一人呉世

春が「シェアサイクルへの出資を見
送ったのは我が社にとって大きな誤り
だった。気づいた時にはすでに値上が
りしすぎていた」と語ったのが、同業
界の成長と事業獲得への決断の速さを
物語っています。
　次に、交通輸送の弱点を突いていた
点です。中国の都心では職場や生活圏、
ビジネス圏は基本的に3km圏内にあり
ますが、地下鉄の駅と駅の間は約2km
で、駅と目的地の間の「最後の1km」
の交通手段が不足していました。交通
機関が補えない部分をシェアサイクル
が見事にカバーしたのです。
　最後に挙げる要因は、移動情報を完
成させた点です。これまで移動データ
として得られるのはほとんどが自動車
ユーザーの走行データであり、出発地
と目的地の情報が粗く、ユーザーの職
場、生活圏、ビジネス圏の1～3km内
の行動データが欠落していました。そ
こにシェアサイクルが登場し、最後の
1kmの移動データを精密に得られる
ようになったのです。このデータはオ
フラインビジネスに使われ、市場規模
や消費者群を分析しビジネス戦略の策
定に役立てられています。

急成長する
シェアリングエコノミー

　シェアサイクルは急激に成長しまし
たが、一方でそのビジネスモデルはま
だ確立していません。ここ2年の熱狂
的な出資ブームを経て、現在は倒産の
波が押し寄せています。統計によれば

2017年末までに7社のシェアサイクル
業者が倒産し、依然として大口出資に
よる資金補填の有無で生き残りが決ま
る状況です。力で劣る企業は最終的に
淘汰され、その後の市場に真のビジネ
スモデルが残ると言えるでしょう。
　シェアサイクルの出現は私たちに
シェアリングエコノミーの扉を開き、
経済構造の再構築の方向を見せてくれ
ます。先頃、中国国家情報センターシェ
アリングエコノミー研究センターと中
国インターネット協会シェアリングエ
コノミー工作委員会連合が発表した

『中国シェアリングエコノミー発展年
度報告（2018）』は、中国のシェアリ
ングエコノミーは導入期から成長期に
向けて急速に転換しつつあり、2017
年中国の同市場規模は約49,205億元

（約83.6兆円）、今後5年は年平均30%
以上の速度で成長すると強気な見通し
を立てています。現在はシェアサイク
ル以外にも、シェア充電器、シェアア
ンブレラなどの業者が生まれており、
人の衣食住や仕事のさまざまなシーン
を変えていくことでしょう。
　無限の潜在力を持つ市場で、誰が鋭
く商機を見つけ、誰がニュービジネス
を創出し、そして業界のトップとなる
のか、注目です。

中国現地レポート
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アセアン各国政府の
EVへの取組み概観
今回は自動車市場として域内で影響力の大きい5か国
（タイ・インドネシア・マレーシア・ベトナム・フィリピン）
におけるEV（電気自動車）に係る政府の取組みを基に
した方向性を中心に、現況を検証してみようと思います。

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

毛利 剛実
Takemi MORI

EVバブル

　アジア域内における自動車産業が話
題に出る際、EV化への取り組みが取
り上げられないことはありません。
　EV普及には同産業の有力企業が一
気に入れ替わる可能性があり、各国政
府は積極的な指針表明をしています。
掲げられる目標や期待値の高さと実態
が伴わない「EVバブル」だとの声や、
「選挙前に耳触りの良いことを言うだ
けだ」とのコメントも耳にしますが、
まずは自動車市場として影響力の大き
いアセアン5か国（タイ・インドネシア・
マレーシア・ベトナム・フィリピン）
の取組み状況を整理します。
　各国各様の背景や取組みは、概ね以
下のように大別されます。

強気：インドネシア

現実路線：タイ・マレーシア

着手：ベトナム・フィリピン

インドネシア

　アセアン域内で最も明確な方向性を
政府が示しているのは、インドネシア
です。2017年7月に同国政府は、「化
石燃料を原動力とする四輪・二輪の新
規販売を2040年から禁止する」と発
表しました。フランスや英国と同時期
目標の野心的な内容です。大統領選挙
を2019年に控える中、現政権が掲げ
る巨大なインフラ建設計画と合わせ、
三菱自動車工業と政府との間でEV普

及に係る覚書を昨年12月に締結し、
三菱自工のPHEV（プラグインハイ
ブリッド電気自動車）とEVの提供を
受けるなどの取り組みを始めています。
　同国は域内最大の100万台超の販売
台数を有し、タイに次ぐ生産台数規模
の有力市場と言えます。他方、地理的
側面から同国からの輸出には限界があ
り、国内市場中心の成長モデルとなる
でしょう。

タイ・マレーシア

　インドネシアと比較して自動車産業
の歴史の長いタイ・マレーシアでは、
より現実的な政策を打ち出していま
す。タイではEVのみへの傾倒ではな
くHEV（ハイブリッド電気自動車）
やPHEVを含めた生産拡大に対して
投資優遇措置を講ずる方針を、マレー
シアでも2025年時点で新車販売の
100％をEEV（省エネ車＝ハイブリッ
ド車を含む）とする方針を、出してい
ます。他方で、両国とも首長選挙を控
えており、加えて近年中国との関係性
が接近していることもあって、EV寄
りの方針転換などの政治的な突発要因
があり得ます。タイは、ベトナムを含
むメコンデルタ地域向けの完成車輸出
基地としての成長モデルが想定されま
す。

ベトナム・フィリピン

　潜在的な成長性が期待される一方、
自動車産業の集積は小さく、域内関税
撤廃の影響など完成車の生産拠点化に

はハードルの高いベトナムとフィリピ
ンでも、EVについてのスタディは始
まっています。特筆するべきは、三菱
自工がインドネシア同様、各国政府と
の間でEV普及に係る覚書を締結した
（フィリピン：2017年6月／ベトナム：
2018年1月）ことです。特にベトナム
は、タイのみならずインドからの小型
車輸入も多く（現代・スズキ）、EV
車普及は早いかもしれません。

おわりに

　上記の通り、一口にEV化と言って
も、国ごとに政府対応・OEMメーカー
等の対応は異なります。現時点で年間
販売台数が28百万台を越える中国産
や、2021年には5百万台を超えるとい
われるインド産の完成車が、EV化と
それに伴うコスト競争力を盾にアセア
ン3百万台市場になだれ込んでくると、
中国産やインド産が現地のシェアを一
気に奪い取る可能性があります。一方
で、政治的に非関税障壁や報復関税な
どによりEV化が減退する可能性も否
定できず、引き続き注視するべき市場
です。

アセアン現地レポート
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問い合わせ先
ビジネススクール事業推進室 FBS事務局（担当：下川）

〒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（受付5F）
TEL：03-3514-1387　FAX:03-3514-1301　MAIL：FBS_info@frontier-mgmt.com

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル 　 レ ビ ュ ー

2018年フロンティア・ビジネススクール
第7期事業会社様向け講座開講します！ 5/8〜6/28

女性割、推奨プラン割、早割など新たなお値引プランも新講師陣 登場！
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。2018年度は、新たなる講師が5名加わり、講座の内容も更にブラッシュアップ。さらに、キャリアアップを目指す
女性向けの「女性割」のほか、目的に沿った複数の講座をお得に利用できる「推奨プラン割」、30日以上前のお申込が
お得な「早割」などのお値引もご用意いたしました。� ☆2018年度の地域金融機関様向け講座も受付中。開催日：7月13日（金）・8月3日（金）

田中 浩一郎
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター
全社ビジョン策定、営業及び生産に
対する常駐での変革といった計画策
定から実行までのコンサルティング
業務経験を数多く有する

林 浩史
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター
計画策定から実行支援までの一
気通貫プロジェクトを多数経験

白石 良彰
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター
公認会計士からコンサルタント
へ転身。戦略立案、事業計画化、
実行支援など幅広なソリュー
ションを担当する

竹下 薫
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター
大手金融機関及び会計系FASを経
て、ビジネスデュー・ディリジェン
ス、事業戦略立案、事業再生のコン
サルティング等に長年従事

M＆A

新しい講師の紹介

2018年度フロンティア・ビジネススクールの講義の構成 〜 春季限定企画 「女性割」〜

事業会社様・金融機関様向け
各詳細はこちらから

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

http://www.nikkeimm.co.jp/fbs/

女性キャリアアップ応援キャンペーン

2018年度
パンフレットを
ダウンロード
できます

全講座 30％OFF
合計3時間（または5時間）

講師による講義の総括

休憩（5～10分）

休憩（5～10分）

◦事前宿題（ケース）をもとに論点を討議
◦他の受講者とともに論点を整理
◦グループ別発表
◦講師による総括

セッション

1

セッション

2
◦事前宿題（ケース）をもとに論点をセッション1の内容を受けて、
　または講師より出された新規の論点を討議
◦他の受講者とともに論点を整理
◦グループ別発表
◦講師による総括

経営戦略 経営戦略デュー・ディリジェンスの実務 経営戦略の概論と実践 戦略遂行

中村 吉貴
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター
大手監査法人を経て、ビジネス・財
務デュー・ディリジェンス、中期経
営計画策定、事業再生のコンサル
ティング等に多数従事

受講者により
出された論点を整理し、
課題の「解の示唆」を
講師が提供します

座学の時間を抑え、
受講者との双方向の
コミュニケーションを

重視

受講のお申し込みは
こちらから
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B O OK S

C O N T E N T S

はじめに
幕開け ……もっとも美しい文章
第一章 ……人生
第二章 ……自然哲学
第三章 ……破天荒
第四章 ……日本の美
第五章 ……人文哲学
第六章 ……社会
最終章 ……もっとも温かな文章  村上春樹さん
あとがき …お礼に代えて

著者 村田 朋博

出版社 静山堂出版

発行年月 2018年4月

定価 1,200円（税抜）

この本を読まずに死ぬな！

意思決定者との
信頼関係の構築

　企業が事業を推進するうえで、顧客
企業のトップとの信頼関係の構築が重
要であることは論を俟ちません。それ
が実現できていれば、日々の業務を円
滑に進めることができるでしょうし、
渾身の提案を直接トップに訴えること
もできるでしょう。
　しかしながら、豊富な経験と優れた
見識をお持ちの企業トップから信頼を
獲得することは容易ではなく、大きな
テーマと言えます。

重鎮は何を求めているのか？
～上場企業創業者の激高

　名を成した重鎮は何を求めているの
か？私の経験を2つ示します。
　ある企業の創業者の記事を拝読し、
大変興味深い内容であったので代表電
話に電話をしてみたところ、予想外に
創業者につながり、面談をご承諾いた
だきました。面談当日、応接室でお待
ちしていると創業者がいらっしゃっ
て、名刺交換……。
　その瞬間に、創業者は「出ていけ！」
と激高されたのです。お会いした瞬間
に、です。作り話と思われるかもしれ
ませんが、本当です。私はまだ「はじ
めまして」としか発言していません。

名刺をご覧になった瞬間に、応接の外
にも聞こえる声で叫ばれたのです。「お
電話で許可いただいたので参りまし
た」と申し上げても、「そんな覚えは
ない！」と取り付く島がありません（詳
しくは書けませんが、ある業界の所作
に不満があり、私も同種の人間だと勘
違いされたのです）。私は逡巡しまし
たが、何も悪いことはしていないと思
い直し、動きませんでした。
　その後どうなったか？創業者と二時
間にわたって話をし、さらには社内見
学の後、創業者の車に乗せていただき
お昼までご馳走になりました。
　どのように創業者の信頼を獲得した
のはさておき、面談中に創業者から渡
されたのは本のリストでした。リスト
にあったのは、経営の本ではなく、人
生、哲学、宗教に関する本でした。
　また、ある著名経営者に講演をお願
いした時も同じでした。「経営の話は
もう十分じゃないかな？それよりも、
生き方、哲学の話をしたい」と言われ
たのです。

「世界」を拡張する
～現代のリベラル・アーツ

　直接的な仕事の話ももちろん重要で
すが、遠回りにみえて実は、仕事とは
直接関係がない領域でのより深い信頼
関係の構築が重要であると言えます。

　重鎮との信頼関係を構築するために
は、自身の「世界」を拡大させること
が必要です。そのための現実的な回答
が読書です。読書は、他人の経験を自
分ものにすることだからです。ただし、
凡庸な世界ではなく、百戦錬磨の重鎮
でさえも驚くような世界でなければな
りません。
　我々が4月に出版した「この本を読
まずに死ぬな! ～人生を変える珠玉の
15冊～」は、15の非凡世界を紹介す
るものです。
　ギリシャ、ローマ時代に源流を持つ
リベラル・アーツは、「人間に必要な学」
として、文法学、修辞学、論理学、算
術、幾何、天文学、音楽の七つ、さら
にその「上位」学問として哲学があっ
たそうです。本書では、やや大げさで
すが、現代のリベラル・アーツとして、
自然哲学、人文哲学、人生、社会、文
学の本を15冊取り上げました。「自然
哲学」では相対性理論、量子論、宇宙
論。「人文哲学」では車谷長吉さん、
川上未映子さん。「人生」ではカズオ
イシグロさん、モブノリオさん、村上
春樹さん……など珠玉の15冊を紹介
しています。
　もちろん、この15冊が全てではあ
りませんが、「世界」の拡張のために
是非ご活用いただきたいと思います。
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I N F O R M A T I O N

BOOKS

PICK UP NEWS & TOPICS 2018.1~3

弊社代表・松岡真宏が2014年11月に上梓した「時間資本主義
の到来」が中国語（簡体字）訳され、2018年1月に江西人民
出版社より出版されました。中国語訳の書籍名は「未来時間
使用手册」となり、内容は原著と同様となります。

フロンティア・マネジメントは2018年2月1日に、ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部
（以下、BRI部）を新設し、同時に同部内にヘルスケア室を設けました。
BRI部は近年増加しているアライアンスやオープン・イノベーションによる新たな付加価値創設の動きを
後押しするとともに、ニーズの高まっている危機管理対応もご支援するため、専門知識を持ち支援実績
の豊富なメンバーを集結しました。皆様とともに社会的にインパクトのあるプロジェクトを推進していく
所存です。ヘルスケア室は、弊社の業界知見とネットワークを活かし、地域社会の重要なインフラであ
る医療・介護事業者の皆様を中長期的にサポートさせていただきたいと考えております。
引き続きのご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

2018.1.15
週刊現代の特集「これでいいのか!? 「Amazon」依存社会」に、弊社代表・松岡真宏のインタビュー記事が掲載され
ました。

2018.1.24
ダイヤモンド・リテイルメディア社「ダイヤモンド流通倶楽部」主催の新春セミナー「2018年の小売を取り巻く環境と
成長戦略」に弊社代表・松岡真宏が登壇しました。

2018.2.6 共同通信社が、国内宅配業界の展望に関する弊社シニア・アナリスト山手剛人のインタビュー記事を配信しました。

2018.2.26
「PRESIDENT」誌の特集「会社の数字・お金のカラクリ」に、弊社代表・松岡真宏のインタビュー記事が掲載されまし
た。

2018.3.1
「ダイヤモンド・チェーンストア」誌の特集「アリババ　ニューリテールの世界」に、弊社マネージング・ディレクター中
村達が寄稿しました。

2018.3.26
日経ムック「相続・事業承継プロ名鑑」にて、弊社ファイナンシャル・アドバイザリー第1部 事業承継コンサルティン
グ室が紹介されました。

ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部
新設のお知らせ

「未来時間使用手册」
（原著：「時間資本主義の到来」）
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［ 問い合わせ先 ］

［ 海外 ］

［ 関連会社 ］

2018年4月27日現在

フロンティア・マネジメント株式会社
本　社 〒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（受付5階） TEL.03-3514-1300㈹ FAX.03-3514-1301

◦コンサルティング第1部【流通・金融・サービス業等のコンサルティング】 TEL.03-3514-1322

彦工 伸治　執行役員　コンサルティング第1部長 s.hikoe@frontier-mgmt.com

矢島 政也　執行役員　コンサルティング第1部長 m.yajima@frontier-mgmt.com

近藤 俊明　マネージング・ディレクター t.kondo@ frontier-mgmt.com

◦コンサルティング第2部【消費財・産業財の製造業のコンサルティング】 TEL.03-3514-1320

栗山 史　マネージング・ディレクター　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

林 浩史　マネージング・ディレクター h.hayashi@ frontier-mgmt.com

本橋 陽介　マネージング・ディレクター y.motohashi@ frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第1部【M&A・組織再編等アドバイス及び事業承継コンサルティング】 TEL.03-3514-1321

大谷 聡伺　執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 s.otani@frontier-mgmt.com

安積 正和　マネージング・ディレクター m.azumi@frontier-mgmt.com

住吉 克洋　マネージング・ディレクター k.sumiyoshi@frontier-mgmt.com

小田部 馨　マネージング・ディレクター k.otabe@frontier-mgmt.com

荻村 昇二　マネージング・ディレクター　事業承継コンサルティング室長 s.ogimura@frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第2部【クロスボーダー（英語圏、アジア）を含むM&A・組織再編等アドバイス】 TEL.03-3514-1381

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

中村 達　マネージング・ディレクター（アジア室） t.nakamura@frontier-mgmt.com

長森 洋志　マネージング・ディレクター h.nagamori@frontier-mgmt.com

五十嵐 幹直　マネージング・ディレクター m.ikarashi@frontier-mgmt.com

◦経営執行支援部【経営執行支援業務】 TEL.03-3514-1323

西田 明徳　常務執行役員　経営執行支援部長 a.nishida@frontier-mgmt.com

長谷川 智之　マネージング・ディレクター t.hasegawa@frontier-mgmt.com

◦ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部【アライアンス構築・危機管理対応・ベンチャー企業支援】 TEL.03-3514-1393

佐伯 俊介　マネージング・ディレクター　ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長 兼 ヘルスケア室長 s.saeki@frontier-mgmt.com

◦プロフェッショナル・サービス部【事業再生・各種制度関連アドバイス】 TEL.03-3514-1325

竹下 薫　マネージング・ディレクター k.takeshita@frontier-mgmt.com 

中村 吉貴　マネージング・ディレクター yo.nakamura@frontier-mgmt.com

◦事業開発部【主として金融法人向けクライアント・リレーションシップ】 TEL.03-3514-1324

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

◦産業調査部【主として産業調査業務】
栗山 史　マネージング・ディレクター　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

村田 朋博　マネージング・ディレクター t.murata@frontier-mgmt.com

福田 聡一郎　シニア・アナリスト s.fukuda@frontier-mgmt.com

水野 英之　シニア・アナリスト h.mizuno@frontier-mgmt.com

山手 剛人　シニア・アナリスト t.yamate@frontier-mgmt.com

長野支店 〒380-0824  長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル3階 TEL.026-269-8033㈹

鳥居 龍一　シニア・ディレクター　長野支店長 TEL.03-3514-1406 r.torii@frontier-mgmt.com

平野 雅史　シニア・ディレクター　長野支店長 TEL.026-269-8033 m.hirano@frontier-mgmt.com

大阪支店 〒530-0017  大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 TEL.06-7711-1684㈹

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 TEL.03-3514-1319 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

フロンティア・マネジメント株式会社　シンガポール支店 【ASEAN】

80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Level 36-29, Singapore 048624 TEL.+65-6248-4885㈹ FAX.+65-6248-4531

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

フロンティア・マネジメント株式会社　ニューヨーク支店 【米国】

250 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10177, United States of America TEL.+1-212-572-6410㈹

津田 雄一郎　シニア・ディレクター　ニューヨーク支店長 y.tsuda@frontier-mgmt.com

Frontier Management （Shanghai） Inc. 【中国】  《100％子会社》
上海市静安区南京西路1717号会德豊国際広場42階4212室 TEL.+86-21-80286036、+86-21-80286037、+86-21-80286038

中村 達　総経理 t.nakamura@frontier-mgmt.com

FCDパートナーズ株式会社
〒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（4階） TEL. 03-6685-3591㈹

堀越 康夫　マネージング・ディレクター　投資事業部長 y.horikoshi@fcdpartners.com
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