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「変革型」M&Aを
成功に導くために

世界のM&Aのトレンド

日本企業のM&Aトレンド：
「変革型」M&A

もう一つのトレンド：祖業の売却

「変革型」M&Aを成功に導くためには

ベイン・アンド・カンパニーのシンボルマークである
「True North」は、方位磁針をモチーフにしてい
ます。針が少し東に傾いているように見えるのは、
磁北ではなく真北、「True North」を示したい、
すなわち通説や思い込み、政治的妥協などによる
「一見正しい答え」や、単に理論的に正しいが実
行不可能な答えではなく、企業と社会の最大価値
追求の視点から、客観的な事実の分析に基づい
て導出され、かつ実行可能性も考慮された「本当
の答え」をご提供したいという、ベインのコンサル
ティングにおける信念を表現したものです。ベイン
の最新の研究成果や知見をまとめた本冊子、
『Compass』も、そうした我々
の考え方を表現しています。本
冊子が皆様の真の経営課題の
解決に少しでも貢献できれば
幸いです。
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2021年の世界におけるM&A市場は非常に活発な状態で推移した。金
額ベースでは5.8兆ドルと過去20年で最大で、コロナの影響で伸びが鈍化
した2020年と比べると約50％も拡大したことになる。
この急速な伸長の背景には、いくつかのトレンドが見られる。一つは、
ディールのマルチプルが伸び続けていることだ。世界的なカネ余り、上場企
業のマルチプル上昇を背景として、「高くても買う」流れは強く、M&Aディー
ルの平均EV/EBITDA倍率は15倍と過去最高を記録した。主要セクター全
体に共通のトレンドだが、特にテクノロジー業界、ヘルスケア業界ではマル
チプル上昇が著しく、それぞれ25倍、20倍という水準にまで到達している。
もう一つは、事業会社に加えて、プライベートエクイティを中心としたファ
イナンシャルバイヤー、CVC/VC、またはSPAC等の非伝統的な買い手の
存在感が拡大している点だ。これらの買い手によるディールは昨年約2倍に
拡大しており、ディール全体の1/3超を占めるまでに拡大している（図表１）。

サマリー
2021年の世界のM&A市場は非常に活発で、2020年と比べると1.5
倍のディール規模となった。ディールのマルチプルが上昇し、事業会社以
外の買い手が活発に活動したことが背景にある。日本企業は、相対的に
世界のM&A市場での存在感が弱まったものの、事業ポートフォリオ変革
を志向する「変革型」M&Aと、祖業も含む大胆な事業売却が拡大したこ
とが大きな特徴だ。「変革型」M&Aは、高マルチプルで、新たなケイパビ
リティ獲得を目的としたクロスボーダーディールになることも多いことから、
通常のM&Aと比較して難易度が高い。本稿では、このような世界と日本
におけるM&Aのトレンドを解説し、「変革型」M&Aの成功確率を大きく上
げ、事業ポートフォリオ変革を成功裏に進めるための三つのアクションに
ついて紹介する。

「変革型」M&Aを成功に導くために

世界のM&Aトレンド
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このような中、M&Aの成功に向けて、買い手に求められるスキルもさ
らに進化・複雑化している。具体的には、重要な人材の維持、売上シ
ナジーの実現、ESGへの対応の3点が挙げられる。

人材の維持：ベインが世界各地の企業経営者向けに実施したアンケート
調査によると、重要人材の維持は、ディールの明確なテーマ設定に次い
で 2番目に重要な成功の要因として挙げられている。これまでも、PMI
（M&A成立後の統合作業）においては人材の維持、統合は重要なテー
マとして広く認識されてきたが、買収前の DD（デューディリジェンス）の
段階も含めて、早期に重要人材の特定と維持のための施策設計が求め
られるようになっている。

売上シナジーの実現：伝統的なスケールディール（同業同士の統合によ
り規模の経済を追求する）では、シナジーの多くはコスト面から創出され
る。また、コストシナジーは買い手とターゲットの「自助努力」で実現で
きるものが多く、実現可能性も相対的に高いものが多い。一方、近年で
はスコープディール（新たな技術・ケイパビリティの獲得、製品・地域カ
バレッジの拡大等を目指す）が全体の約 50％を占めるまでに拡大して
おり、これらのディールではクロスセルや新製品・サービスの提供などの
売上シナジーがディールのテーマとして掲げられることも多い。また、前
述のディールの高値傾向の中で、コストシナジーだけではバリュエーショ
ンを正当化できないケースも増加し、売上シナジーの確実な実現が求め
られている。必要なデータ分析を統合前に行い、シナジー創出の機会を
客観的・定量的に特定した上で、営業やサービスなどの現場担当者を
統合の Day1直後から規律をもって動かす、という” 定量・科学的アプ
ローチ“× ” 前倒し“が基本的なアプローチとなる。

ESG：足元では、まだ ESGをM&A戦略における最重要テーマとみな

している企業経営者は多くない一方（エネルギー産業等、ESGが企業
戦略に大きな影響を与え、M&Aのテーマにも直結している業種を除く）、
今後 2-3年の間に重要性が増すという見方はコンセンサスになりつつあ
る。M&Aを通じて買い手企業の ESG戦略を強化することで、いくつか
の効果が期待される。

●消費者向けのブランディングの強化（＝競争力強化）
●炭素排出等に伴うコストの削減
●投資家の期待に応えることによる資本コストの削減
●従業員にとって魅力あるブランドの構築

M&Aの戦略立案、DD、PMIと、ディールプロセス全体を通じて、重
要なテーマとして組み込むことが必要となっている。
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「変革型」（Transformative）M&Aという新たなトレンドを反映した
ディールの増加が特筆に値する。

2021年に日本企業が行ったM&Aの上位50件（金額ベース）のうち、
8件は買い手（多くはいわゆるコングロマリット）の事業ポートフォリオ変
革を実施し、持続的な利益成長への道筋を立てることを目的として実行さ
れたものだった（図表3）。広い意味ではスコープディールに分類されるが、
伝統的なスコープディールが「足し算」的に製品ラインナップや地域カバ
レッジの拡大を企図していたのに比べて、この「変革型」M&Aは、M&A
を通じて既存事業の変革を加速することを目指している点がユニークだ。

「変革型」M&Aの増加の背景には、国内市場の低成長に加え、デジ
タル化の進展に伴って既存ビジネスモデルが競争力を失い、多くの企業
でコア事業が危機に瀕していることや、前述の特定業種で特に緊急性が
高まったESG対応が挙げられる。したがって、ディールのテーマの多くが
「デジタル」、「グリーン」領域となる。

グローバル全体のトレンドとは対照的に、日本企業によるM&Aは2021
年は金額ベースでは前年比でやや縮小した。中でも、事業会社を中心と
したストラテジックバイヤーの縮小幅が－20％程度と大きいが、これは、
件数ではなく、ディールサイズの小型化に起因する（件数ベースではストラ
テジックバイヤーのディールはほぼ横ばいで推移）。世界的な高マルチプル・
ディール大型化のトレンドの中で、日本のストラテジックによるM&Aは全体
的に小型化、という特異な傾向が見られる（図表2）。

金額ベースでのM&A市場におけるプレゼンス、ストラテジックの「小型
化」の両面で、相対的に、世界のM&A市場における日本企業のプレゼ
ンスは弱まったという見方ができる。

一方、日本企業の主要なM&Aディールの内訳を見ると、引き続き成
長を「外」に求める文脈から、アウトバウンドの比率が高いこと（過去5
年間において金額ベースで全体の約40%を占める）に加えて、直近では

日本企業のM&Aトレンド：「変革型」M&A
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2021年の「変革型」M&Aの
事例の一つは、日立製作所に
よるGlobalLogic社の買収だ。
この買収は2021年に日本企業
が行ったM&Aの中で最大規模
（96億ドル）であり、日立が事業
ポートフォリオ変革を加速する
上で非常に重要な意味を持って
いた。買収の大きな目的は、
GlobalLogicが有する差別化さ
れたデジタルエンジニアリング技
術を取り込むことで、日立のIoT
（Internet of Things）プラット
フォームLumadaのソリューション
サービスの成長を加速させること
にあった。

ポートフォリオ変革を通じた事
業成長の加速という意味では、
パナソニックが71億ドルを投じた
米国サプライチェーンマネジメント
（SCM）ソリューション提供企業
Blue Yonder社の買収も共通し
ている。SCM領域でハードウェア
からソフトウェアへの事業軸の移
行を推進させる戦略的意図が
あった。
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また、ENEOSによるジャパン・リニューアブル・エナジーの買収は、
再生可能エネルギーへのシフトという事業ポートフォリオ変革を加速する
上で、重要なディールと位置付けられる。加えて、同社はJSR社からエ
ラストマー事業（合成ゴムの製造等を手掛ける）の買収も行っており、
コア事業である石油化学領域における競争力の強化を並行して推進して
いる点も注目に値する。

いずれのディールも、マルチプルが非常に高い点は共通した特徴だ。
テーマとなっている「デジタル」、「グリーン」は世界的にも最もマルチプ
ルの高い領域である。伝統的なスケールディールでは、単体での利益成
長に加えて、短期的にコストシナジーを積み上げ、統合後のキャッシュフ
ローを目に見える形で増大させることがマルチプルの正当化のアプローチ
だった。「変革型」M&Aでは、短期的な財務インパクトだけではいずれ
にしろマルチプルの正当化は困難である。事業ポートフォリオを変革させ、
中長期的に持続的な利益成長を達成するという明確なメッセージを資本
市場に送り、それに対する評価として自社のEBITDAマルチプルを向上さ
せることが目指すべき方向性となる。これは、グローバルのトレンドとして
言及した「売上シナジー実現がより一層求められる」点とも整合している。

加えて、買い手である日本企業の低マルチプルも日本特有の課題であ
る。グローバルでは、過去5年、上場企業のマルチプルがM&Aのディー
ルマルチプルを上回るペースで向上し続けており、買い手企業とディール
マルチプルの乖離は問題になりにくい。一方、マルチプルが長期低迷し
ている日本企業が、高マルチプルの「変革型」M&Aを実行すると、自社
の低いマルチプルに引きずられて、買収先の企業価値があっという間に
棄損されるリスクと背中合わせになる。このリスクを抑えるには、買い手
企業自身が、元々抱えていた経営課題に正面から向き合うしかなく、
M&Aと並行して、時には大胆な構造改革で自らにメスを入れることも避
けて通れない。

事業ポートフォリオ変革は、新たな資産をM&Aで追加するだけでは成
し遂げられない。事業のカーブアウトや売却を含めた、「入れ替え」をバ
ランス良く実行する必要がある。これまで、日本のコングロマリットは買収
には比較的積極的に取り組む一方、事業の売却に対しては保守的な姿
勢が目立った。売却に取り組んだとしても、明らかなノンコア事業が対象
で、また、当該事業が苦境に陥った後にようやく売却の判断を下すケー
スが頻繁に見られた。結果として、祖業を含めた以前のコア事業は“聖
域視”され、全社戦略との整合性が曖昧でもポートフォリオ内に維持され
ていることが多かった。

しかし、このような“聖域”にメスが入るケースが増加している。日立製
作所グループがその好例で、日立化成等に続き、2021年には祖業の一
つであった日立金属をベインキャピタルが主導するファンド連合に売却す
る発表がなされた（今年に入ってからも日立建機の持ち分売却が発表さ
れている）。IoTソリューションに戦略の重点を移した日立グループにとっ
ては、日立金属は将来のコア事業ではないと認識されていた。

また、前述のENEOSによるJSRのエラストマー事業の買収は、JSRに
とってはまさに祖業であり、かつ現在の存在感も非常に大きい（全社売
上高の約3割）事業の売却だった。今後、エレクトロニクス関連やライフ
サイエンスへの注力を目指すJSRにとって将来のコア事業ではない、とい
う戦略的判断に基づいて実施された。

これらも含め、2021年に日本企業が行った事業売却のうち、祖業の
売却は10%にまで到達した（P6図表3）。

もう一つのトレンド：祖業の売却
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「変革型」M&Aを成功に導くためには

「変革型」M&Aと“コインの裏表”とも言える祖業売却の流れが加速し
た背景として、日本におけるプライベートエクイティの活動が活発化して
いることは重要である。グローバルに活躍する主要なプライベートエクイ
ティファンドは相次いで日本向けファンドに資金を振り向けており、旺盛な
投資意欲で事業売却・カーブアウト案件に取り組んでいる。

昭和電工のアルミ事業売却も2021年の“祖業売却”の典型例だが、買
い手となったのはプライベートエクイティであるアポロ・グローバル・マネ
ジメントであった。アポロは、三菱マテリアルのアルミ事業を買収すること
も発表しており、両社のアルミ事業再編に大きな役割を担っている。

また、もう一つの背景として、活発化しているアクティビストファンドが、
日本企業の経営意思決定に与えている影響も重要だ。前述のJSRによる
エラストマー事業の売却は、アクティビストファンドとして知られるバリュー
アクト・キャピタルからの出資、さらには社外取締役就任を受けた後の
動きだった。“祖業”の売却という難しい経営判断を、アクティビストファン
ドの影響力もテコにしながら実現した、わかりやすい事例と言えるだろう。

「変革型」M&A は、新たなケイパビリティ獲得を目的としており、また、
クロスボーダー案件になることも多いことから、通常のM&A と比較して難
易度が高いのは事実である。しかしながら、買い手企業は以下三つに重
点的に取り組むことにより、成功の確率を大きく上げることができる。

M&Aの目的・統合後のビジョンを明確化：目的がわかりやすいスケー
ルディール（規模の経済・コストシナジー）とは異なるため、何の目的で、
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何を買うのか？という、全社成長戦略とも整合したM&A戦略を明確化す
る必要がある。対象会社の検討（スクリーニング、DD）においては、売
上シナジー・中長期的な事業成長の仮説を明確化しておくことが不可欠
となる。また、このM&A戦略と、シナジー・事業成長の仮説は、ディー
ルが成立する前の段階から、買い手と買収先企業との間でしっかりとした
対話を持ち、足並みを揃えておく必要がある。買った後に「同床異夢」
であることが明らかになると、シナジーどころか対象会社の単体の事業価
値も大きく棄損しかねない。

買収先企業の事業モメンタム、文化、人材を維持：日本企業においては、
買収先企業が買い手の企業文化にしたがうのが当然、とする傾向が極め
て強い。明示的ではなかったとしても、無意識的に既存の仕事の進め方
やガバナンスに買収先をはめ込もうとしてしまうケースはよく見られる。経
営手法を注入して買収先企業をターンアラウンドするM&Aならば有効な
手段だが、自社が有していない強みを取りに行く「変革型」M&Aでは、
買収先企業の良さを殺すことに直結する。このような企業文化の強制に
よって、人材の流出や単体としての事業の勢いが失速すると、短期的な
減損リスクも高まってしまう。

したがって、まずは買収先企業の単体事業としての勢いを殺さないよう
にしつつ、文化の違いを理解し、重要な人材を早期に特定してリテンショ
ンをかけ、両社の融合を進めるほうが得案だと言える。買い手と買収先
企業の間でM&Aの目的・統合後のビジョンがすり合っていれば、お互い
の文化や経営システムの良い点を学び合うような形で、建設的な融合を
進めることは十分可能である。

M&Aケイパビリティ・自社のプレイブックの整備：「変革型」に限らな
い点だが、海外M&A全般に関して、日本企業は苦い経験を積んでいる

ように見える。ベインの調査によると、海外M&Aの約 20%は帳簿価格
の減少、約 10%は市場撤退または買収時より低い価格で売却するとい
う結果に終わっている（図表 4）。根本的な原因として、日本企業は高値
づかみの傾向、つまり世界平均よりプレミアムを多く積んで買収している
場合が多い。足元でM&A全体のマルチプルが向上している中、高値づ
かみリスクはこれまでにないほど上がっている。

M&Aで成功を収めている企業は、過去のディール経験に基づき、自
社でM&Aのケイパビリティを構築し、あるべき手法をプレイブック化して
いる。M&A戦略（何の目的で、何を買うのか？）を徹底的に明確にし
た上で、買収候補企業を厳格に選別、徹底したデューディリジェンスを
実行し、PMIのテーマ（何の目的で、何を統合する／しないのか？）を
明確にした上で、単体事業の価値を棄損しないようにスピーディーに統
合を実現する。また、各ディールから学びを蓄積してプレイブックを更新
し続け、それ以降のディールでの成功確率を高めている。「変革型」
M&Aにおいては、プレイブックそのものに手を加える必要も出てくる可能
性があるが、その基盤となる基本的なケイパビリティがなければ、“応用編”
への対応はおぼつかない。
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大原 崇
東京オフィスのパートナー。10年以上にわたり、電機・電子機器メーカー、自動車、
産業財、消費財、サービス等の幅広い業界で国内外のクライアントに対するコンサルティ
ングに従事。全社ポートフォリオ戦略、成長戦略、コスト構造改革、デジタルマーケティ
ング、ディール実行や買収後の統合支援まで含めた国内外のM&A支援等、多岐に
わたるテーマのプロジェクトを手掛けている。

［著者紹介］金利動向や地政学リスク等、マクロ経済に関する不確定要素は否定で
きないながら、グローバルでも日本においても、2022年もM&Aは重要な
成長戦略・企業変革の手段であり続けると考えられる。

日本企業にとっては、世界的なディール価格の「高止まり」でM&A全
般のリスクが上昇している中で、さらに難易度の高い「変革型」M&Aに
取り組むことが求められる、困難な局面とも言える。

しかしながら、前述のように、立ち向かうためのプレイブックは明確に
存在する。1社でも多くの日本企業が、必要なアクションに真摯に取り組み、
「変革型」M&Aと事業ポートフォリオの進化を成功裏に収め、大胆な変革
を実現することを願ってやまない。

1973年の創設以来、クライアントの成功をベインの成功指標とし、世界38か国63
拠点のネットワークを展開しています。私たちは、クライアントが厳しい競争環境の中
でも成長し続け、クライアントと共通の目標に向かって「結果」を出せるように支援して
います。ベインのクライアントの株価は市場平均に対し約4倍のパフォーマンスを達成
しています。持続可能で優れた結果をより早く提供するために、私たちは様々な業界
や経営テーマにおける知識を統合し、外部の厳選されたデジタル企業等とも提携しな
がら、クライアントごとにカスタマイズしたコンサルティング活動を行っています。

［本件に関するご質問や経営課題に関するご相談・お問い合わせ先］

［ベイン・アンド・カンパニーについて］

ベイン・アンド・カンパニー
マーケティング／広報：西、有馬

電話：03-4563-1103
メールアドレス：marketing.tokyo@bain.com
http://www.bain.co.jp
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〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 8階　
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