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Opportunities
for Action

ネクスト・ビリオンに到達する
金融サービス

　「金融排除」、つまり、“正規の”金融サービスを利用できな
い消費者層の存在が、世界的に大きな問題になっている。これ
は、新興市場に広がる厳しい社会経済的格差を反映した問題だ
が、これがまた格差の拡大にもつながっている。たとえば中国とイ
ンドでは、正規の金融サービスを利用しているのは全人口のわず
か3分の1程度にすぎない。閉め出されている層の中には、私たち
が「ネクスト・ビリオン（次なる十億人）」と呼ぶ、巨大で特徴ある
消費者セグメントが存在する。所得水準で分類すると、この集団
は最貧困層のすぐ上、金融機関が主にターゲットとしている顧客
層のすぐ下に挟まれている。これまでほとんどの金融機関は、彼
らを収益のとれる顧客にできる見込みは薄いと思い込んできた。

　政府やマイクロファイナンス機関は、この問題の解決に向けて
手を打ってきたが、金融機関にははっきりした商業的動機がなく、
この問題に対応できるビジネスモデルの開発は封じられてきた。
だが、革新的なモデルを構築できれば、長い間サービスを提供
できない、あるいはそれだけのうまみがないと考えてきた、この消
費者層との取引の経済性をプラスに転じることができるはずだ。 
これにより、世界で最も急速な発展を遂げている地域で利益を
出しつつ事業を拡大する、またとないチャンスの糸口が開けよう。

ネクスト・ビリオンとはどのような人々か

　ネクスト・ビリオンの人々が暮らす地域は、主にブラジル、中
国、インドをはじめとするアフリカやアジアに広がっている。ネク
スト・ビリオンをひとつの国と考えると、それはGDPで世界第10
位の経済圏としてスペインの次に食い込み、ブラジル、ロシア、イ
ンド、韓国、メキシコより上位に位置づけられる。発展の度合い
から言うと、「ネクスト・ビリオン」は現在、1990年代のインド、
1980年代の中国に匹敵する。つまり、高度成長と飽くことなき消
費の時代を迎えようとしているところなのだ。
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　ネクスト・ビリオンの消費者の金融サービスへの関心は
決して低くはない。むしろ、差し迫った需要を満たすため闇
の金融業者を利用せざるをえず、限られた選択肢、法外に
高い利子、搾取的な契約条件といった、厳しい、時には過
酷とも思える条件を甘んじて受け容れるのが常となってい
る。闇金融の融資の中には、生涯返済契約さえあるという。

　ネクスト・ビリオンの消費者のほとんどは、自ら正規の金
融サービスを避けているわけではなく、むしろ市場から閉
め出されてきたといってよい。金融機関側が彼らのニーズ
を把握したり、収益のとれるビジネスモデルを開発したりす
るための投資をしてこなかったのだ。

　しかし、いくつかの新興市場には、ネクスト・ビリオンの
潜在的可能性に気づき、革新的な商品やチャネルを導入し
て、この層に大きく切りこもうとしている金融機関も僅かな
がら存在する。

ネクスト・ビリオンは何を求めているのか

　ネクスト・ビリオンの消費者に、心に響く商品やサービス
を届けるには、金融機関はまず何が正規のサービスを利用
するうえでの障壁なのかを理解しておかねばならない。

　その最大の理由は、言うまでもなく十分な安定収入が
ないことである。さらに、これらの地域では（煩雑ではある
が）キャッシュベースの取引の仕組みが確立されているた
め、金融機関とリレーションを築く必要がなく、信用履歴も
形成されない。この2つの要因のダブルパンチで、消費者は
よほどの必要に迫られない限り預金口座を持とうという気
にはならず、結果として、融資を受ける資格もなかなか得ら
れないのだ。

　また、金融サービスを利用できる場所が近くにない人々
も少なくない。特に農村部では、たいていの金融機関の支
店や出張所は遠く離れたところにあるうえに、住民がそこま
で行く交通手段がないケースが多い。

　さらに、適切な金融商品が少ないことも原因のひとつと
なっている。彼らは融通のきく商品、とりわけ状況次第で

融資の返済を時には中断したり、時には増額したりできる
商品を好む。収入に波がある人々が多いため、闇金融業者
の融資サービスではこのような融通のきく商品は当たり前
となっている。また、わかりやすさも重要な要素である。私
たちがブラジルとインドで行った調査によると、ネクスト・
ビリオンの消費者は一般に、金利水準よりも月々の返済額
が支払い可能なレベルかどうかを気にしていた。

　ほしい商品・サービスを手軽に利用できない点も、彼ら
を遠ざけている要因だ。ネクスト・ビリオンの消費者のニー
ズの高い小口の個人向けローンは、コストに見合わないと
考えて提供していない金融機関がほとんどだ。さらに、金
融機関は、担保や証明可能な収入源、あるいは信用履歴
のない個人に融資をしようとはしない。また、時間もかかる。
新興市場のなかには融資が承認されるまでに最長6か月
かかるところもある。かたや、村の金貸しのところへいけば
大概いつでも金を用立ててくれる。

　金融機関と地元コミュニティとのリレーションが希薄なこ
とも、ネクスト・ビリオンの消費者たちが金融サービスと縁
遠くなっている理由のひとつだ。特に農村部では、低所得
者は金融機関を敬遠しており、支店に入るにも怖気づくこ
とが多い。金融サービスに対するリテラシーが甚だしく低
いことが、このような疎外感に拍車をかけている。

　これらの障壁を取り払い、ネクスト・ビリオンにサービス
を提供するうえでの経済性をプラスに転ずるには、金融機
関は商品開発から、流通、マーケティング、組織構造にいた
るまで様々な側面でのイノベーションを推進する必要があ
る。たとえば、マーケティングにおけるイノベーションはこの
未開拓集団を取り込むうえで決定的な役割を果たすだろう
し、収益を確保するためには新しいチャネルの開発も不可
欠であろう。

ニーズに合った商品を身近なチャネルで

　金融機関は、シンプルで融通がきき、利用しやすい商品
を開発することで、金融排除の原因となっている問題の多
くを乗り越えられる。たとえば、返済回数を細かく設定で
き、かつ、わずかな違約金または違約金ゼロで返済額を
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増やしたり返済を延期したりできるローン商品なら、ネクス
ト・ビリオンの多くの消費者を惹きつけるだろう。

　また、ローン商品が各個人の収入源に紐づけされていれ
ば、金融機関が負うリスクは軽減し、消費者が利用しやす
い商品を提供できるだろう。ブラジルの金融機関はこの方
法をとり入れ、給与や年金を担保にした融資商品を開発し、
これにより多くの消費者が消費者金融を利用できるように
なった。ブラジル中央銀行によると、これらの商品は現在、
ブラジルの個人向け融資全体のおよそ半分を占めていると
いう。

　また、既存のチャネルにこだわっていてはネクスト・ビリ
オンに近づけない。すでに広範囲に支店ネットワークを持
つ金融機関なら、規制で許可されていれば、支店で金融
サービス以外の商品も提供して、単位面積当たりの収入を
最大化するよう努めるべきだ。たとえば、農村部の支店に
公衆電話やファックス、インターネットなどを備えた地域の
コミュニケーション・センターを設置すれば、店舗を採算ラ
インに乗せるうえでも有効だろう。ひいては人々を呼び寄せ、
より本格的な収益に結びつくサービスを提供する場にでき
るかもしれない。また、こうした支店を基点に、身近な農作
物も取引の対象となっている商品取引に関する知識を広め、
市場へのアクセスを提供することも考え得る。

　同時に、ネクスト・ビリオンの消費者たちが金融機関の
支店を利用する妨げになっている物理的・心理的な障壁
を考えれば、従来型店舗に代わるチャネルを導入しなけれ
ばならないことは明らかである。新興市場の金融機関の中
には、支店以外のチャネルを使って、今まで十分なサービ
スを受けてこなかった層を取り込もうとしているプレイヤー
がすでに現れている。ブラジルでは、金融機関が郵便局、
薬局、スーパーマーケット、宝くじ販売店などと提携し、新
たに10万カ所近い拠点にPOS端末を設置した。これらの
チャネルの運営コストは支店の12分の1ですむ上に消費者
の利便性が高く、現在ブラジルでは、このような金融機関
以外のチャネルを通じた決済が全体の半分以上を占めて
いる。

　南アフリカで2004年に開始されたMzansi口座も、従
来とは異なるチャネルを活用したモデルの好例である。

Mzansi口座は低所得者層に金融サービスを提供する目的
で、大手銀行と郵便局が提携して導入したもので、デビット
カードの仕組みを基にした低コスト銀行口座だ。金融機関
の支店やATMのみならず、郵便局や小売店のPOS端末でも
使うことができ、現在では400万人を上回る利用者がいる。

　自助グループも、金融機関のチャネルとして、そしておそ
らくパートナーとしても、有望である。インドの自助グループ
ではたいてい、村の女性たちが蓄えた資金を互いに貸し借
りしている。これらの自助グループを通じて、コミュニティの
資金はコミュニティ内のメンバーのために使われ、借り手は
融資の返済に対する強い道義的責任を感じるようになって
いる。また、借り手の弁済能力は自助グループの個人的な
つてをたどって、確認することができる。仮に自助グループ
が、金融機関と協力して個 人々に合った商品を紹介できれ
ば、消費者にとって身近な、正規の金融サービスへの入口
になるだろう。

　ただ、規制によってネクスト・ビリオンの消費者たちの
ニーズに応じた商品やチャネルを提供することが難しい場
合があるため、規制面の調査も必要だ。わたしたちが出
会った例では、優遇措置の対象となる層への貸出レートの
上限がかなり低く設定されている国があった。

信頼感をはぐくむマーケティング

　低所得者層の多くが金融機関を敬遠していることを考え
ると、金融機関はネクスト・ビリオンの消費者たちとの間で
信頼感をはぐくむことが不可欠だ。そのためには、ただラジ
オやテレビ、印刷媒体への露出を高めるだけではなく、コ
ミュニティレベルでのパートナーシップを通じたマーケティ
ングで金融サービスの利用者をひろげる必要がある。さら
に、コミュニティの繁栄に結びつくような形でパートナーに
なれば、地域住民との絆を深めることができる。後から参
入した企業が真似たり、その絆を断とうとしたりするのは難
しいだろう。

　マーケティング・キャンペーンでは、単に商品やサービス
のプロモーションを展開するだけでなく、まずはネクスト・
ビリオンの消費者たちの金融サービスに対するリテラシー
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を高める必要がある。最も効果的なマーケティング・キャン
ペーンは、教育と宣伝を半々に織り交ぜたものである。そ
の好例として、クレジット・カウンセリング、つまり多重債務
者など借金に困っている人の相談にのるサービスを積極的
に行っているインドの政府系大手銀行が挙げられる。この
サービスでは、正規の金融サービスを利用していない消費
者がこの銀行の商品を利用する方法についても、無料でア
ドバイスを行っている。

組織体制の再構築

　新興市場のすべての金融機関が、ネクスト・ビリオンの
消費者たちをレーダースクリーンにとらえているはずなのだ
が、この層にサービスを提供するために組織を変革しようと
しているところはほとんどない。多くの大手金融機関では、
中央集権型でトップダウン式の意思決定が行われ、枠を超
えた革新的な商品を世に出すために必要な取り組みは歓
迎されない。また、評価指標やインセンティブも2つの点で
ネクスト・ビリオン市場の開拓に向けた取り組みを妨げる
要因となっている。1つには、融資額や預金額を業績の指
標とすることが多いことだ。農村部の支店にも都市部の支
店にも同じ指標が適用されるため、営業担当者はどうして
も大口顧客の獲得に走ってしまう。2つめに挙げられるの
は、農村部にある支店の従業員を惹き付け、つなぎとめるよ
うなインセンティブ制度を持たない金融機関が多いことだ。
その結果、これらの支店では、サービスの質が低い、従業
員が低所得の顧客を蔑視する、といった状況が見られる。

　ネクスト・ビリオンを顧客として取り込むための社内の壁
を打開するには、この市場開拓を行う専任組織を、既存の
体制と切り離した形で構築しなければならない。この部門
の業績指標やインセンティブは、ネクスト・ビリオンの消費
者たちにサービスを提供するための優先事項と連動させる
べきだ。たとえば、業績の測定は、顧客の資産額ではなく、
顧客数に基づいて行なう、当面の利益より成長を重視して
よいことにする、などがあげられる。また、この市場を開拓
することの重要性を強調するため、ネクスト･ビリオンへの
取組みに専念する役員レベルの役職を設け、CEOの直下
に置くべきである。インドのある民間金融機関は、取締役
レベルの専任役員を１人任命して、ネクスト・ビリオン市場

の開拓を進めている。

他業界との協業

　ネクスト・ビリオンの消費者たちは、従来の業界の枠にと
らわれない。この点は、非金融機関が金融サービスの柱で
ある、決済や預金という基本取引の分野を侵食するための
橋頭堡となりかねない。こういった取引に関して言えば、ネ
クスト・ビリオンは通信会社であろうと金融機関であろうと、
とにかく最も使いやすく安価にサービスを提供する業者を
使おうとする。そのため、通信会社が業界の枠を超えて活
動することを規制当局が許可した場合、金融機関にとって
大きな脅威になるだろう。新興経済地域のなかには、金融
機関の顧客数よりも携帯電話の顧客の数のほうが伸びて
いるところもあり、また一般に携帯電話サービスには、支
店ベースの金融サービスに比べて著しいコスト優位性があ
る。

　だが、金融業界にとって通信業界は敵とばかりは限らな
い。通信会社にサービスの柱を奪われる前に、金融機関は
彼らと手を組む機会を探り、携帯電話の利便性(使いやす
さ、コストの低さ、アクセスしやすさなど)を梃子に、自社の
金融商品を組み合わせて販売できるうまいやり方を見つけ
るべきである。たとえばターゲットを絞った魅力的な商品
の提供など、互いにメリットを得られる方法で、商品・サー
ビスやバリューチェーンの要素を共有することもできるだろ
う。特に金融機関は、取引コストを大幅に削減できるという
恩恵が受けられる。携帯電話経由の取引のコストは、支店
での取引のわずか10分の1だ。

　新興市場では、携帯電話のネットワークがすでに金融
サービスの有効なチャネルとして活用されている。ケニア
では、ある携帯電話会社のサービスを使えば、ユーザーは
自分の携帯電話の口座に預金し、その口座から別の携帯
電話ユーザーに送金することもできる。送金先が遠隔地で
あっても問題ない。携帯電話会社の各地にある代理店で
は振り込まれた金の現金化もできるため、人々はわざわざ
出向いて面倒で手数料のかかる銀行での手続きをしない
ですむ。ザンビアでは、携帯電話会社のセルテルが、携帯
電話を使って買い物や請求書の支払い、送金ができる「セ
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ルペイ」というサービスを開始した。（セルテルは後に地元
銀行にこの事業を売却したが、）2006年にはザンビアの
GDPの2％に相当する額がセルペイを通じて送金され、ザ
ンビアでは金融サービスのインフラ整備が遅れている地
域でも、金融サービスを利用できるようになっている。

土台を築く

　ネクスト・ビリオンの消費者に到達するためには、何もか
もに手をつけなくてはならないように思うかもしれない。し
かし、金融機関がこのチャンスを生かすプロセスの手始め
として、すぐにでも講じられる手段がいくつかある。

◇  ネクスト・ビリオンの消費者たちのニーズを把握する 
彼らはどんな機能を重視するのか。正規のサービスを
利用できないのは、どのような障壁があるからか。

◇  商品やチャネルの経済性を分析する バリューチェーン
の各要素において、ネクスト・ビリオンの消費者たちに
サービスを提供するコストを抑えるには、どのようなやり
方があるか。

◇  新たなマーケティング・キャンペーンを策定する どん
なマーケティングを行なえば、ネクスト・ビリオンの消費
者たちの金融サービスに対するリテラシーを高めつつ、
基本的な商品・サービスのメリットやわかりやすさを伝
えることができるか。

◇  新たな組織モデルを設計する　他業種との協業などの
実験的な取組みを進めるのに最適な組織構造はどのよ
うなものか。

◇  意思決定権を有する幹部レベルの役職を設ける ネク
スト・ビリオンの事業機会を開拓する戦略を誰が監督
するか。

◇  現地市場に適した形に、バリューチェーンの調整を始
める　金融機関はコア業務に注力し、その他の業務、
特にチャネル関連の業務を低コストのパートナーに任せ
る形が取れないか。

　ネクスト･ビリオンによる金融サービスの利用を後押しで
きれば、これまで見過ごされ、十分なサービスが受けられ
なかったこの層に経済的なチャンスがもたらされることは
疑いの余地がない。社会経済的な責務を別にしても、これ
まで排除されてきた人々が正規の金融サービスを利用でき
るようになれば、金融機関にとってきわめて大きなビジネス
チャンスになる。伝統的金融機関でも、恐れずに従来の枠
組みを超えた新たなやり方をつくり出し実践すれば、世界
10位の経済圏に匹敵する集団であるネクスト・ビリオンの
消費者たちを、収益をともなう成長の源泉に変えることが
できるのだ。

 Janmejaya Sinha
 Walter Piasek
 Arvind Subramanian
 Michele Pikman

原題：The Next Billion Banking Consumers

Janmejaya Sinha
BCGムンバイ事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
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BCGサンパウロ事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

Arvind Subramanian
BCGムンバイ事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター
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ご興味のある方は、以下の資料もあわせてご覧頂ければ幸いです。
展望Vol.166
「ネクストビリオン—世界最大の未開拓な消費者市場」（2008年2月）
http://www.bcg.co.jp/documents/file21949.pdf
Opportunities for Action  2008 Winter（2008年2月）
http://www.bcg.co.jp/documents/file21903.pdf



Opportunities
for Action

リスクを見極める 
—新興経済地域でのM&Aの現実

　新興経済地域における外資系企業によるＭ＆Ａが、年平均
10％のペースで拡大している。国内市場の沈滞に直面している
日本企業にとっても、新興経済地域におけるＭ＆Ａは、事業成
長への大きな足掛かりとなる。ただし、「事業成長」という魅力
的な果実の裏側には、「投資リスクの見極め」という現実が常に
つきまとう。

　グローバル企業はこのリスクをどのようにコントロールしている
のだろうか。ＢＣＧでは、新興経済地域でのＭ＆Ａで成功をおさ
めている企業に対し、詳細なインタビュー調査を行い、Ｍ＆Ａと
その後の事業統合（Post Merger Integration、PMI）における
課題と成功要件を抽出した。その結果、新興経済地域でＭ＆Ａ
を成功させるためには、先進国でのＭ＆Ａとは異なるアプローチ
が必要であることがわかった。

　本稿で紹介するベスト・プラクティスが、新興経済地域におけ
るＭ＆Ａの推進と意思決定の一助になれば幸いである。
 

新興経済地域でのM&Aにおける課題

　まず、新興経済地域でのM&Aにおける課題として多くあげら
れた４つの点を、代表的なコメントとともに見ていこう（図1参照）。

市場やターゲット企業についての情報が限られ、不備が見ら
れる　この問題については、調査対象企業の実に68％が最も大
きな障害だったとしている。市場の規模やポテンシャル評価のた
めのデータは乏しく、信頼できないことが多い。また、ターゲット
企業の情報の入手も思い通りにはならない。長期的なデータが
入手できないケースや、粉飾決算が問題となることもある。
◇  ｢（中国には）M&Aの妥当性の判断に役立つ市場データが全

くなかった」(ある資源関連企業)
◇ ｢市場予測があまりに強気だった｣（通信会社）
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不明瞭な法規制　新興経済地域における法規制の複雑
さもよく問題とされる。一概にはいえないが、これにより
ディール完了まで時間がかかったり、思いがけない事態が
持ち上がったりする危険性がある。また、規制当局も明確
な指針の下に許認可を行っているわけではなく、その意識
を変えるには時に膨大な時間と努力が必要だ。
◇ 「（インドの）法律と税制の問題を理解するのに9カ月か

かった」（ある経営幹部）

限られたディールストラクチャー　新興経済地域の多く
では、先進国で使われるような創造的なディールストラク
チャーを認める法規制の枠組みが整っていない。これによ
りリスクや複雑性が増すこともしばしばだ。
◇ 「振り返ってみれば、複雑なディールストラクチャーはう

まくいかないのだから避けるべきだった。その国の法規
制下では、私たちが提案した節税策が許可されず、この
問題の解決に貴重な数カ月を浪費してしまった」(南
アジアのある国でＭ＆Ａを行った経営幹部)

文化の違いによる複雑性　オーナーの事業に対する思い
入れや、企業周辺の入り組んだ人間関係を理解し、最大限
に活用するためには、時間をかけて交際し、深い共感を得
ることが肝要だ。
◇ 「アジアにおけるM&Aで重要なのはバリュエーションだ

けではない。感情的な要素が絡むのだ。あるケースでは、
私たちがターゲット企業の名声を維持するつもりだと

オーナーに納得してもらうのに長い時間を費やした。そ
の企業が一族の名前を背負っていたからだ」(大手コン
グロマリット幹部)

成功に不可欠な要素

　さて、成功した企業はこれらの課題にどのように対処し
ているのだろう。彼らの取り組みから抽出した5つのポイン
トを以下に紹介する。

１. トップのコミットメントを確保する　
　買手企業のトップマネジメントの積極的な取り組みを引
き出せなかったためにディールが実を結ばなかったことが
極めて多い、というのは繰り返し出てきた話だった。中・東
欧でのM&Aに関わった幹部の一人は、「どんなM&Aでも
トップと取締役会のコミットメントは欠かせないが、新興経
済地域におけるディールでは、その重みが違う。不確実性
が高いため、トップに確信がなければ競合他社に勝ちを譲
ることになりかねない」としている。

◇  市場を理解するための投資をする　トップのコミットメ
ントを得るためには、単に事業開発チームやM&Aチー
ムを現地に出張させるだけでは足りず、市場の実情を直
接体験し肌で理解した上での情報が必要だ。それには
現地にディールチームを設立するなど、それなりのリソー
スを投資することが求められる（図２. 参照）。

68

63

26

16

26

注： 3つまで回答、％はディール数における割合
出所： インタビュー、ＢＣＧ分析

図 1. 新興経済地域でM&Aを行う際に
　　  困難を感じたことは何ですか？
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注： 3つまで回答、％はディール数における割合
出所： インタビュー、ＢＣＧ分析

図 2. 新興経済地域でPMIを行う際に
　　  困難を感じたことは何ですか？
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◇  リスクとリターンを現実のものとしてとらえる　トップ
にも現地市場の生の感触を体験してもらう機会をつくる
とよい。アジアで数々のディールを手がけたベテランは、
「最も効果的な策は、プレゼンテーションの際に上層部
に現地に2、3日滞在してもらい、市場の雰囲気をつかむ
とともに、関係者に会わせることだ。その瞬間から論議
は驚くほど熱を帯びる」という。

◇  本腰を入れる　新興経済地域の多くは発展スピードが
非常に速く、先延ばししている時間はない。トップの支
持が得られたらすぐに、可能性に見合った投資をすべき
だ。熟練したM&A担当者は次のようにアドバイスしてい
る。「『小粒な事業から始めて市場を学ぶ』というやり方
がいつも得策というわけではない。自社にとって小さな
存在である限り、重要視されることはない。真剣に取り
組まなければならないのだ」。米国に拠点を置くある消
費財企業は、最近まさにそれを実行した。同社は新興経
済地域において50億ドルのM&Aを行った。これは同社
にとって過去最大の投資だった。

 ２. 現地の情報網を整備し、市場に関する十分な知見を
得る
　調査対象幹部の55%は、真のリスクを評価し、コント
ロールする土台として、市場とターゲット企業についての綿
密で信頼できる知見が必要だとしている。できるだけ詳しく
真実に近いイメージを得ることが不可欠だが、前述したと
おり難しいことでもある。成功した企業はどのような方法を
とったのだろうか。

◇  現地にディールチームを置く　現地の関係者と交流関
係と信頼をはぐくみ、文化や慣習を深く理解していなけ
れば、情報が限られる中で「行間を読む」のは難しい。
また、経験豊富で調査能力の高いディールチームを現
地に置くことも特に重要である。

　ある幹部は次のように話す。「アジアに来た頃、超富裕層に
属する経営者たちがなぜこれほど業績の悪い会社を経営して
いるのか理解できなかった。しかし、数年したら、事業は実質
的には健全であることがわかった―関係会社からの極端に高
い仕入れやロンドンのマンションの費用などを除けば。」

　現地のディールチームを立ち上げた後は、任せきりに

しないことも大切だ。本社との間で定期的に情報交換
を行い、チャンスだけでなく、懸念点についても報告させ
る。さらに、広い視野を持ち、より詳細な検討が必要な
課題を見きわめることのできる戦略担当者が定期的に
現地を訪問し、チームを支援すべきだ。

◇  情報をさらに精査する　市場とターゲット企業に関す
るデータの収集と分析は、自社と社外の専門家の両方
で行なうことで、ダブルチェックすべきだ。第三者の視
点を取り入れるには、地元での実績や評判の高い現地
のプレーヤーを使った方が質の高い情報を得られるこ
とが多い。データはさまざまな観点から精査して、矛盾
をあぶり出す。粉飾決算は新興経済地域固有の問題で
はないが、こうした地域では関連会社への支払いなどで、
よくあるトリックが浮かび上がることがある。

３. 企業オーナーおよび規制当局との関係構築
　新興経済地域においては、オーナーや規制当局などが、
なおも外国の投資家を警戒している。これら利害関係者の
信頼を得ることも不可欠である。

◇  独占的なディールを獲得するためにオーナーや経営陣
に働きかける　コストとリスクを軽減する決め手となる
のが、ディールを独占的に進めることだ。調査対象のう
ち55%ものディールが、一対一の交渉が実った結果だっ
た。買手企業の一社は、「オーナーに接近し、当社が事
業経営を担うことによる潜在的な価値を理解してもらっ
た」とコメントしている。

　リレーションの構築は一朝一夕にできることではない
が、時間を短縮する方法の一つは、現地の投資銀行な
どの仲介者を通すことだ。東南アジアに進出した多角経
営企業も、｢独占的なディールを獲得できたのは、情報源
を通じて『ある会社のオーナーが、息子に後を継ぐ意思
がないので事業を売却したがっている』という情報を得
て、事業を引き継ぐと申し出たからだ」と話している。

◇  規制当局を納得させる　新興経済地域の規制当局は、
外国企業が国内企業を対象にM&Aを実施することに、
なかなか青信号を出さないことがある。保護主義政策と
自国企業の既得権益のためだ。これを克服するには、グ
ローバル市場の動向と多国籍企業が産業と経済全体に
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もたらすメリットを具体的に示して、当局の理解を促すことが
肝要である。

　雇用喪失の恐れなどの不安も、先回りして解消して
おく。ある金融機関は南アジアに進出するにあたって、
「相手国にとっての価値を何とか規制当局に納得しても
らったところ、はじめてM&Aが認可された」という。また、
当局は前例がないことに消極的だ。あるアジアの国で初
めて金融機関のM&Aを実施したコングロマリットの幹
部もまた、他国での事例やメリットを規制当局者に詳し
く説く必要があったと述べた。

４. PMIでは人間的な側面に焦点を合わせる
　M&Aの成功は、ディールが完了する前に、PMIについて
どれだけ十分に計画を練り、準備するかによって決まる部
分が非常に大きい1。どんな地域のPMIでも取り組むべき
事柄はほぼ同じだが、新興経済地域には特に留意しなけ
ればならない課題がいくつかある。

◇  文化の違いにきめ細かく対応する　文化の違いをなお
ざりにすると、Ｍ＆Ａ後の職場は荒れる。新興経済地域
においては、その溝はさらに深刻なものになりうる。最初
の時点で食い違いや衝突の原因になりそうな点を見極め、
それらを乗り越えるための策を検討しておくことが重要だ。
新しい「ゲームのルール」は明快に示しておくべきである。

　PMIに成功している買手企業は、文化の違いに迅速
に、しかもきめ細かく対処していた。例えば買手企業が、
現地の文化に根ざしたターゲット企業の価値観を尊重し
ていくつもりであることを、象徴的な行為で目に見えるよ
うに示すことなどが挙げられる。大手消費財企業の幹部
は、「私たちは新しいオフィスを前のオーナーの時代と同
じように設計することで、インドネシアの価値観に合わせ
る決意を示した。従業員も以前と同じ制服を身につけて
おり、独自のアイデンティティが保たれている」と述べた。

◇  トップ人材を引きとめる　新興経済地域におけるM&A

では、現地の重要な情報やノウハウはターゲット企業が
握っている。そして、その知見は一部の個人（企業のオー
ナーや幹部）にたまっていることが多い。早い段階で彼
らに近づき、キャリアアップの可能性を示して、現在のポ
ジションに留まる確約をもらうことが不可欠だ。新興経
済地域では、特に優秀な人材は不足している。

　調査に協力した幹部の一人は、「市場を熟知する現地
CEOを登用することも重要だ」と言った。経営幹部が現
地の言葉を話すことの重要さを主張した幹部もいた。

◇  ベストプラクティスを移植して付加価値をつける　あ
る通信会社の幹部は、「ビジネス慣行が当社とあまりに
も違っていたために、現地のマネジメントチームを残し
た。しかし彼らには、当社のマネジメントのベストプラク
ティスを学んでもらった」と語った。また、ベストプラク
ティスを移植する最も効果的な方法の一つは、自社の別
部門から経験豊富なマネジャーを送り込むことだ。

◇  心を開く 「M&Aを成功させるカギは心を開き、買収企業
から学ぶ姿勢を持つことだ。私たちの場合は、他の新興国
市場や時には先進国市場にも応用できるビジネス手法を学
んだ」と語ったM&Aのベテランもいた。大手資源関連企業
の幹部は、「万国共通に通用するベストプラクティスなどな
い。ターゲット企業の事業プロセスの中には、現地市場では
当社の標準的なオペレーション手法よりもはるかにうまく機
能するものがあることをつくづく思い知った」と述べている。

 ５. 成長が株主価値向上の最大のドライバーであることを
忘れない
　調査した企業の多くが、新興経済地域でM&Aを実施
する目的を｢成長のため｣としている。70%が｢新しい地域の
市場に手を伸ばすため｣と答え、30％は｢市場シェアの拡大
｣、あるいは｢新たな製品市場または分野へのアクセスを得る
こと｣としている。コスト削減、資本効率の向上を目的に挙
げた幹部は皆無だった。だが、実際に新興経済地域に進
出した買手企業は、コストシナジーを最適化するという「先
進国的」発想に陥り、収益成長に大きく寄与する貴重な機

1詳しくは、“Powering Up for PMI; Making the Right Strategic Choices”　
(2007年6月)をご参照ください
http://www.bcg.com/documents/file15021.pdf
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会を見過ごしがちだ。資源関連大手企業の幹部は、「PMI
を担うチームのメンバー構成が、コスト削減に目が向きがち
な人ばかりになってはならない」と言う。

　新興経済地域におけるM&Aが、戦略的に意義ある
ディールである限り、株主価値を押し上げる大きなチャンス
をもたらすことは疑う余地もない。しかし、これらの市場に
参入するにあたっては、課題に対処するために十分に練り
上げられた計画をもとに、リスクを注視する必要がある。新
興経済地域におけるM&Aのリスクを評価した上でコント
ロールし、その果実を余すところなくつかむために、本稿で
述べたポイントをお役立て頂ければ幸いである。

本稿のベースとなった調査の概要
2002～2006年に新興経済地域30カ国（下記）で行われたディー
ル31件において、買い手企業あるいは入札企業として関わった経
営幹部、M&Aエキスパートに対し、M&Aを行う意義、M&Aそ
のもの、M&A後の統合マネジメントの3つの側面に関してインタ
ビュー調査を行なった。特に、成功した20件のディールについては
詳細なインタビューを行なった。
調査対象地域： GDPや人口などの基準に基づいて以下の地域を選択。
アルゼンチン、バングラデシュ、ブラジル、チリ、中国、コロンビア、
チェコ共和国、エジプト、ハンガリー、インド、インドネシア、マレー
シア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ルー
マニア、ロシア、南アフリカ、韓国、スリランカ、台湾、タイ、チュニ
ジア、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ベネズエラ、ベトナム

　（アルファベット順）

 
 Andrew Clark
 Dinesh Khanna
 岩上順一
 Yulius Yulius

Andrew Clark
BCGシンガポール事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

Dinesh Khanna
BCGシンガポール事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

岩上順一
BCG東京事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

Yulius Yulius
BCGジャカルタ事務所　プロジェクトリーダー

本稿は、BCG report “Eyes Wide Open: Managing the Risks 
of Acquisitions in Rapidly Developing Economies” を翻訳・
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