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はじめに

長期的なビジョンならびに一元化された権力および資本を有する
ファミリービジネスは、ポストコロナにおいて世界経済が回復する
にあたり重要な役割を果たすことになるでしょう。しかし、それは
世代交代がうまくいった場合のことです。適切なプランニングや備
えのないファミリービジネスは、第二世代への事業継承に失敗し
かねません。そうなれば、第三世代、第四世代にとっての道のりは
さらに困難なものになるでしょう。

多くの問題は、ビジネスの目標、希望
および必要性とファミリーの各メンバー
の想いが一致していないことに起因し
ており、2019年にデロイトが実施した
調査にこの傾向が顕著に表れています。
調査の対象になったファミリービジネ
スのうち、ビジネスの目標がファミリー
の目標と一致していると回答した企業
は、わずか35%でした。自分たちファミ
リーは、ビジネスの今後の発展につい
て合意している、と回答した企業は、回
答者の3分の1未満でした 1。それにも
関わらず、回答者が今後20年間におい
て最も優先したいものに挙げたのは、
ファミリーのレガシーと伝統でした。

これに対し、長く成功を持続している
ファミリービジネスは、複数の世代を通
じたプランニングに習熟しており、彼ら
の核には世代間の密なコミュニケー
ションと信頼が据えられています。

本レポートは、世界的な大企業として、
大きな成功を収めているファミリービ
ジネスとともに、ファミリーやビジネス

に係る複雑な問題を解決してきた35
年の経験およびデータの蓄積に基づい
て作成されました。

本レポートでは、複数世代にかけて見
通しを立てるとはどういうことか、ファ
ミリーとビジネスの健全性にはどのよ
うな相互依存関係があるのか、また、
ファミリービジネスのレガシーを危機に
さらしうる危険信号について論じます。

本レポートが、ファミリービジネスの
リーダーであるあなたに有益な視点を
提供し、貴社のファミリービジネスが今
後も成長を遂げていくきっかけとなるこ
とを願っています。

1 Deloitte Global Family Business Survey、デロイト、2019年

Adrian Batty
Deloitte Private Australia, 
Family Enterprise Leader
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世界経済が新型コロナウイルスの感染拡大により様々な打撃を受ける中で、ファミリービ
ジネスが経済回復と雇用創出にあたり重要な役割を果たすでしょう。

2 Saim Kashmiri and Vijay Mahajan、Why Family Businesses Come Roaring out of Recessions、ハーバード・ビジネス・レビュー、2014年4月7日
3 Nicolas Kachaner, George Stalk, Jr., and Alain Bloch、What You Can Learn from Family Business、ハーバード・ビジネス・レビュー、2012年11月

ポストコロナの回復において 
ファミリービジネスが果たす 
主な役割

コロナ禍では、ファミリービジネスの
オーナーの影響力が一層増しました。
世界的に成功している企業の中で、ファ
ミリービジネスの存在は珍しくなく、高
い影響力を持つこれらのビジネスに世
界規模で多額の資本が投入されていま
す。困難な時代にあっても健全な経営
が保たれているファミリービジネスは、
ビジョンの立て方が極めて長期的であ
り、大胆で迅速、かつ断固たるアクショ
ンを起こすことができることから―そし
て、困難な時代においても投資を継続
し、自社の目標達成に向けて尽力し続
けようとする意欲に満ちていることから、
ファミリービジネス以外の競合他社を
凌いでいます。

他の大企業がリスクと捉える状況を、
ファミリービジネスは機会と捉えます。
過去の景気後退時においても、ファミ
リービジネスは、ファミリービジネスで
はない企業より高い確率で生き残って
きました。それは、ファミリービジネス
が常に先を見通し、新たな商品を打ち
出し、CSRを継続して重視してきたから
でしょう2。

ボッコーニ大学の最近の調査では、コ
ロナ禍において財務成績が最も堅調な
企業は、ファミリーが支配株主であり、
かつCEOの地位を占めている企業であ
り、ファミリービジネスは、ファミリービ
ジネスではない企業よりも、レジリエン
スが高いことが明らかになりました。

この成功の一因は、オーナーシップと
いう形態によって、ファミリーが持つ隠
されたスキルが発揮されることでしょう。
リーダーは、自社のあらゆる側面を、
直ちに、そして抜本的に変えることがで
きます。ファミリービジネスは、賢明な
意思決定を行い、それを実行に移す能
力も兼ね備えているのです。

成功を収めているファミリービジネス
はまた、常に完璧を目指して事業を展
開しているため、社内の目標を達成し
て満足することはありません。仕事に
終わりはなく、絶えず改善の余地があ
る領域を探っています。

しかし、危機におけるファミリービジネ
スの最大の強みは、ビジネスが自分た
ちファミリーの価値観を構成する力強
い文化に根付いていることです。このよ
うな文化により、コロナ禍において多く
のファミリービジネスが力を取り戻した
ばかりでなく、多くは勤続何十年という
忠誠心の高い従業員が、感銘を受け、
その信条のもとに集結しました。カリス
マ性が高く、尊敬されているファミリー
ビジネスのオーナーは、ますますの信
頼と信用を築きます。これは諸刃の剣
でもあり、ファミリービジネスでは、業
績低迷時であっても解雇を避け、社内
登用を推し進め、人財に投資します3。

多くのファミリービジネスはまた、単に
株主に利益を還元するだけではなく、
自社の中核により高度な目的を有して
いるために、ファミリービジネスではな
い企業と一線を画しています。一度成
功を収めたならば、ファミリービジネス
にとってのすべてはレガシーになります。
つまり、ファミリーを守るだけではなく、
アイデアを標榜すること、社会で尊敬さ
れること、あるいは単純に自社の事業
領域において世界で首位に立つことま
でが重要になってきます。

ファミリービジネスは、困難な時代にお
いても目的を堅持し、長い目で見たリ
ターンを求めて投資する準備ができて
いることから、危機においては混乱に
つながりかねない、短期的で反射的な
意思決定を回避することができます。コ
ロナ禍においても投資を強化し、自社
のマーケットシェアを拡大する動きが最
も顕著なのはファミリービジネスであ
る点について、何ら驚きはありません。

最後に、ファミリービジネスには、経験
という強みがあります。世界の優良ファ
ミリービジネスの多くは、これまでにも
危機に耐えてきた経験があり、経験の
乏しい組織と比較すると、危機がもた
らす様々な混乱に、よりレジリエントに
対処しているのです。

要約すると、特にアジアにおいては、
ファミリービジネスが世界経済の回復
と成長の中核を占めるようになると言
えるでしょう。
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複数世代にかけて見通しを立てるとは
どういうことか

上場企業が四半期ベースで物事を考えるのに対し、ファミリービジネスでは数世代先を
見据えています。

4 John Hagel, John Seely Brown, Maggie Wooll, and Andrew de Maar、The paradox of flows: Can hope flow from fear?、Deloitte 
University Press、2016年12月13日

ファミリービジネスのオーナーは、急速
に変化を遂げる世界において、一つの
事業を永遠に継続することはできない
ことを理解しています。複数世代にわ
たってグローバルに活動を展開してい
るファミリービジネスが、一世代前と同
一の事業を行っていることは滅多にあ
りません（1世紀前と比較すればなおさ
ら少ないでしょう）。ファミリービジネス
は、事業を多角化し、新規事業を立ち
上げ、時代に合わない事業を売却し、
ファミリーの伝統に基づいて起業家精
神を育んでいるのです。

創業1688年の日本のある着物製造業
者は、資材メーカー向けの炭素繊維の
生産に乗り出しました。同社のコアコ
ンピテンシーである「3D織り」は、健在
のままです。

世紀を越えて企業のかじ取りを行うに
は、様々なマインドセットが必要であり、
この作業は複数の世代を通じた見通し
を立てることから始まります。具体的に
は、オーナーシップに関する対話から、
スチュワードシップに焦点を当てた対
話へと変容させることが必要です。

このように新しいレンズを通して見るこ
とにより、事業を育て、来たる世代への
プロセスやオペレーションの継承を徹
底することが、現職のオーナーの役割

であり、責任であるということが理解で
きます。

デロイトが2019年に実施した調査で
は、回答者の約3分の2が、長期的な
価値は短期的な業績よりも重要である
と回答しています。短期的な財務成績
の達成に強いプレッシャーを感じてい
る、と回答したのは、回答者の8%に過
ぎませんでした。

これは、上場企業の事業に対する考え
方や運用方法とは対照的です。上場企
業は、1～5年先を見据え、発生するあ
る事象を可能な限り早く感知し、対応
しようとします。従来の考え方では、変
化や不確実性にうまく対処するには、
上記のようなアプローチが最適である
とされてきました。

しかし、このような考え方には賛成でき
ません。私たちの経験では、企業は、
長期的ではなく、短期的事象に対応す
ることで、どこまでも拡大し続ける無数
のイニシアチブ、つまり、ますます増幅
するプロジェクトへの対処に神経をす
り減らすことになります。

私たちは、この「短期主義」という性質
が、全上場企業の総資産利益率（ROA）
が1965年以降平均して75%以上も減
少している要因であると考えています4。

他方、複数世代にわたって見通しを立
てているファミリービジネスは、今後1
～ 5年の見通しにはほとんど関心があ
りません。1年や5年ではなく、先ず10
～ 20年というスパンで先を見通します
（ズームアウト）。このようにして、企業
が属する業界や関連マーケットの将来
像、および、そのような環境で当該企
業が成功を収めるために何をすべきか
を評価した後で、翌年から将来におい
て、企業が追求すべき取り組みを2、3
ほど選定することで、現在に話を戻す
のです（ズームイン）。
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ズームインのための質問
より長期的な目標に向けて貴社の活動を加速化するにあたり、最大のインパク
トの創出につながるであろう、今後6～12カ月において追求すべき施策を2～
3つ挙げてみてください。

上記の施策には、高いインパクトの確保につながる、リソースのクリティカルマ
スが存在しますか。

今後6～12カ月が終了した時点で、意図したインパクトを創出できたかどうか
を適切に判断するために、どのような指標を活用できるでしょうか。

ズームアウトのための質問
貴社に関連するマーケットや業界は、
今から10年後、20年後にどのよう
な状況になっているでしょうか。

当該マーケットや業界において成功
を収めるために、今から10年後、
20年後にどのような企業になってい
る必要があるでしょうか。

プロセスのプランニングを形式化する
企業は通例、年次のオフサイト ミーティングを開催しますが、自由な議
論で話し合われたことは、業務に戻った際に具体的な行動につながら
ない可能性があります。しかし、「ズームアウトからズームイン」を実行
すれば、ケイパビリティの構築を予定に組み入れ、選定された施策に向
けて実際にリソースを動員し、施策が計画通りに進捗しているかを測定
するための指標を取り入れることになります。

ファミリーガバナンスの整備
ファミリービジネスの多くは、卓越したビジネスガバナンスを整備してい
るものですが、ファミリー内の話し合いやコミュニケーションについても
同じくらい厳格にガバナンスが整備されているケースは少ないでしょう。
一方、その先を見据えて計画を立てるためには、長期的な意思決定に
次世代のメンバーを巻き込み、ファミリーの戦略とビジネスの戦略との
整合性をとることが必要になります。この際、ファミリーガバナンスは、
ビジネスガバナンスの礎となります。

次世代への備え
「一線を退く」とは、単に現職の世代のメンバーが権力を放棄すること
ではありません。それは、次世代のために備えることであり、次世代の
メンバーを育成することを意味します。ファミリービジネスの継承者は、
実力だけでは自身の持つリーダーシップを保持することはできません。
これまでの世代のメンバーやそのステークホルダーによって、自社を率
いる権限が次世代のメンバーに委譲される必要があるのです。準備を
進める際には、次世代のメンバーをどのように育成するかに焦点を当て
る必要があり、複数世代にわたる目標を一緒に設定し、目標から逸脱し
てしまった場合には、それを学びの経験として活かすようにします。ファ
ミリーとして、共に学ぶことで、ファミリーの権力が保持され、ディスラ
プションに順応することができるのです。

1

2

3

ただし、ファミリービジネスが以下を実施していることが前提となります。この「ズームアウトしてからズームイン」
するアプローチは、とりわけファミリー
ビジネスに適しており、このアプローチ
によりファミリービジネスは、将来に備
えつつも、同時に短期的なスパンでよ
り大きなインパクトを創出することがで
きます。このアプローチが有効なのは、
ファミリービジネスのリーダーが、ファ
ミリービジネスではない企業のCEOと
比較して、その地位により長く留まる傾
向にあるからです。すなわち、ファミリー
ビジネスのリーダーやその継承者には、
主要なプロジェクトや取り組みを、その
最終的な結果まで見届け、見通しを改
善させるために、一歩引いて俯瞰する
機会が遥かに多くもたらされるのです。

経営会議のみならず、すべてのファミ
リー会議において、長期的な視点で考
えるべき問題について、時間をかけて
話し合うことが重要です。

今後10～20年の目標と、今後6～12
カ月の取り組みの両方を適切に定義し、
一方から他方への線引きを明確に維持
できるファミリーは、今後の事業におい
て優位に立つ可能性が極めて高いので
す。
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ケーススタディ

第五世代に備える

鍛冶屋としてオランダで1869年に創
業したTerberg Groupは、今では10
億米ドルの売上を誇る特殊車両のサプ
ライヤーであり、ターミナルトラクター
から乗用車に至るまで幅広い車両を扱
い、改造と新車製造の両方を提供して
います。12カ国に28社を構える同グ
ループにおいて取締役会のトップを務
めるGeorge Terberg氏は、Terberg
家の第四世代の代表者です。

Terberg Groupを現在率いているの
は、Terberg家の第四世代ですが、ファ
ミリーのメンバー40名のうち、2名が第
五世代のメンバーです。Terberg氏は、
「『第五世代によるコミッティー』は、こ
の世代のメンバーがビジネスにコミット
し、熱意や意欲を持つきっかけになった
だけでなく、他のファミリーにインスピ
レーションを与えました」と述べていま
す。第五世代のファミリーのメンバーは、
毎年、Terberg Groupの企業1社を
訪問し、キャリアに関するアドバイスを
受けますが、自動的に同社に入社でき
るわけではありません。

高い採用基準について、Terberg氏は
以 下のように説 明しています。
「Terberg Groupに入りたいのであれ
ば、大企業のリーダーになるポテンシャ
ルを持っている必要があります。また、
学士号ないしそれ以外の高等教育機関
からの学位を保有していることが条件
です。加えて、Terberg以外の企業で
最低5年の職務経験を積んでいる必要
があります。これらの条件を満たしては
じめて、応募が可能となり、採用の判
断が行われることになります。採用基
準は高いですが、私たちのファミリービ
ジネスの継続性を確保するためのより
適切な方法でもあるのです。最終的に
は、私の世代が、当社を次世代に適切
に引き継ぐ責任を負っているのです。」
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ファミリーとビジネスの健全性の 
バランスをどのようにとるか

ファミリー内のダイナミクスは、貴社の業績次第で加速したり停滞したりします。

ファミリーの健全性

寛容さ
・利他的行動の重要性
・共有力
・感謝の重要性

誠実さ
・ファミリーを第一に据える
・噂に耳を貸さない
・約束は控えめに、結果は多めに

思いやり
・他者に責任を持たせる
・思いやりや愛を表現する

好奇心
・新しいことを学ぶ
・絶えずスキルを高める

謙遜
・間違いから学ぶ
・失敗を受け入れる
・パーソナルスキルを身につける

自信
・エゴ、主張、スキルのバランス

資産管理
・遺言、信託、遺産のプランニング
・収入源の多様化
・一貫した整合性の確保

結びつき
・コミュニティとの密な結びつき
・ビジネス外の関係
・慈善活動への協力

パフォーマンス
・過大な約束はしない
・従業員、プログラム、ポリシー、
　導入をモニタリングし、測定する

現実的
・業績に着目する
・エゴとビジネスニーズのバランス

事業継承
・明瞭さ
・整合性
・人材開発

ビジネスの理解
・適切な戦略を策定する

公平
・ファミリーとファミリーではない
　従業員を同様に扱う

効果的なガバナンス
・体制の問題
・対立するステークホルダーのバランス

前向きな姿勢
・信頼や批判に過去のことを持ち出さない
・未来志向でいられる
・隠れたアジェンダがあれば、オープンな
　ディスカッションはできない

整合性
・オーナーシップの一貫性
・主なアクションと役割を
　特定する

明確なビジョン
・未来のビジョンを明確にする
・コミットメントを追求する
・ビジネスやファミリーに関する長期的な視点

境界
・権限の境界線を明確にする
・インクルージョンとエクス
　クルージョンを明確にする
・境界を管理する

ビジネスの健全性

風通しの良さ
・コミュニケーションの背後にある
　感情の障壁を特定する
・後悔しない意思決定を行う
・失敗を受け入れ、結果に対処する

ファミリーの関係性

価値観

学び

家計

コンピテンス

コミュニケーション

ガバナンス

プランニング

ファミリーのメンバーが戦略やガバナン
スプロセスを策定し、ビジネスとの向き
合い方を管理していれば、健全な経営
が保たれたファミリービジネスは、上場
している競合他社を凌ぐでしょう。しか
し、ファミリーやビジネスの役割を定義
しない場合、あるいは役割の重複に明
確な対応がなされない場合には、関係
性が破綻し、富が喪失し、ビジネスバ
リューは失われ、レガシーも残らない
結果になりかねません。

私たちは、数十年にわたり、ファミリー
ビジネスの複雑な課題解決をサポート
してきた中で、ビジネスの問題がファミ
リーの健全性に与える影響、またはそ
の逆（ファミリーの問題がビジネスの健
全性に与える影響）を直接、目の当た
りにしてきました。

ファミリーの関係がうまくいっていない
場合には、質の低いビジネス戦略がよ
り悲惨な状況をもたらします。経験上、
言えることは、ビジネスの問題がファミ
リーの問題に発展するのには12～ 24
カ月かかりますが、ファミリー内の衝突
からビジネスの問題に波及するケース
では、そのスパンはずっと早い傾向に
あります。
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ビジネスの
健全性

ファミリーの
健全性

デロイトは、世界でもトップクラスとい
える多数のファミリービジネスと協同を
重ね、ビジネスの健全性とファミリーの
健全性の相互作用の把握に役立つ
フィールドモデルを作成しました。これ
により、ファミリービジネスは2つのレ
ンズを通して状況を俯瞰することが可
能になります。

ファミリーの健全性が水準に達してい
ないことを示す危険信号

ビジネスとの相関関係という観点から
は、ファミリーの健全性は、価値観、信
頼、お互いへの関心と思いやり、未来
は現在とは違ったものでなくてはなら
ないという感覚、そしてファミリーの目
標への自信に基づきます。

これらの必須要素が備わっていない可
能性がある場合の兆候は以下の通りで
す

コミュニケーション不足、透明性の欠如
コミュニケーションは、ビジネスとファ
ミリーを結びつける上で極めて重要な
要素です。世代を超えた価値観に関す
る共通認識や、合意された戦略がなけ
れば、ファミリービジネスは路頭に迷っ
てしまいます。よくある例として、ファミ
リーがファミリーとビジネスの両方の問
題に関して有意義な意見交換をしよう
と苦心しているものの、口に出すことが
できず、ますます鬱憤がたまっている状
況があります。一般的に危険と考えら
れる兆候としては、話し合いを行う適
切な場が存在しないことや、「誰が何を
受け取ったか」を創業者が秘密裏に管
理する「ブラックリスト」が存在すること
です。事実に基づいて適切に対処しな
ければ、子は誤った思い込みをしてし
まいます。非公式な、あるいは断片的
な話し合いが多い場合には、状況はよ
り深刻になります（例えば、週末に夕食
を囲んでいる側で子供が走り回ってお
り、ファミリーの誰かが不在であるか、
台所にいる状況を思い浮かべてみてく
ださい）。あるいは、きょうだいが両親
のどちらかだけに秘密裏に自分の言い
分を話した場合、実現性の低い「約束」
が結ばれることになり、期せずして不
公平が生じる結果になります。また、次
の話し合いの場から除外されることを
恐れて、誰も問題を提起しようとしない
といったことも考えられます。

依然として前世代の管理下にある
ファミリービジネスのリーダーの多くは、
事業継承を認めたくない、あるいは対
処したくないイベントと考えているかも
しれません。しかし、秩序のとれた事業
継承は、直近の将来、そして遠い将来
の両方にとって、ビジネスを軌道に乗
せるために必要不可欠です。これまで
にも、「次世代はまだ準備ができていな
いから」「もうすぐ大きな取引があるの
で」といった、事業を次世代の管理下
に置くことを躊躇う創業者のあらゆる
言い訳を耳にしてきました。健康上の
理由で世代交代を余儀なくされること
も少なくありませんが、このようなこと
は事業を次世代に引き継ぐタイミング
としては最悪で、方法としても最悪と言
わざるをえません。創業者として、明確
な役割、道筋、説明責任を定義し、ファ
ミリーのメンバーが成功を達成できる
体制をサポートすることが重要です。子
においては、経済的な意味を含め、自
立が必要です。ファミリーが保有する全
資産や財産を自身の管理下に置くこと
で、創業者が他のファミリーをビジネス
に関わらせないようにした例は数え切
れませんし、次世代のメンバーをサポー
トしているように見えて、両親が次世代
のメンバーを「垣根越しに」見守り、事
態がすべて「うまくいっている」ことを確
かめている例もよくありますが、このよ
うな過度な監督は、子のためにはなり
ません。意思決定の責任を委ねること
（そしてそれを尊重すること）で、権力
の次世代への継承をサポートすること
が正しい方法なのです。

プランニング

ガバナンス

コンピテンス

コミュニケーション

価値観

ファミリーの関係
性

学び

家計

コミュニケーション
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次世代に対する教育の不足
世代を超えて複合的に成長を遂げた結
果、ファミリービジネスの中には、あま
りに大きくなりすぎてしまい、自社のあ
らゆる側面について次世代のメンバー
が把握することが困難になっている企
業も存在します。子は、自社が設立さ
れた経緯を知っているでしょうか。財務
諸表を読めるでしょうか。自身のキャリ
アパスを理解しているでしょうか。自社
の中で、とりわけその部門での勤務を
言い渡された理由を理解しているで
しょうか。早い段階から行動を開始し、
ファミリーのメンバーをローテーション
で様々な部門の業務に従事させること、
また、社外でも経験を積むように後押
しし、上級幹部の側につかせて学ばせ
ることを推奨します。ズームアウトセッ
ションは、とりわけ若いファミリーのメ
ンバーを育成し、彼らがビジネスにつ
いて考えるきっかけになるという点で有
益です。また、誰が真の戦略的思考の
持ち主であるかを見極める上でも有益
です。このようなプランニングセッション
では、時には市況に関する長期的な視
点について、あるいは自社がどこに向
かっているかについての問いに向き合
うことになるため、若い世代には、チャ
レンジングな機会となるでしょう。これ
により、若い世代は自社に即座に価値
をもたらすことができるようになり、自
社での自分の将来を思い描くことがで
きるようになります。また、考えが新鮮
で、過去の成功によるバイアスを受け
ていないことから、若い世代のインサイ
トは有益です。

ファミリー内での不公平感
健全なファミリーガバナンスは、リー
ダーが不公平の問題に対処することか
ら始まります。些細なことが大きな問題
になり得ます。これまでにも、航空会社
のマイレージを頻繁に受け取っている
のは誰か、ファミリーの別荘が一部のメ
ンバーによって偏って使用されているの
ではないか、きょうだいで給料に差があ
る、あるいは配偶者がファミリービジネ
スに勤務しているか（いないか）、など
の問題をきっかけに不満が爆発した
ファミリーの例を目にしてきました。こ
の場合、働いた者の給与を市場価値で
決定したり（子は、自身が従事している
業務の価値に応じた給与を得る）、支
払の金額とタイミングをより明確にする
ことで、透明なシステムを用意すること
が解決になります。そして、早期にルー
ルを設定し、徹底することがカギになり
ます。配偶者をファミリービジネスの社
員とするか、という問題を例にとると、
勤務実態のない配偶者の扱いに試行
錯誤するよりは、「配偶者の勤務は不
可」というルールを設定してしまう方が
賢明でしょう。これまでの経験から確か
なことは、前者は少なくとも一家に取
り返しのつかない溝を作ってしまうで
しょう。

ガバナンス、体制の欠如
正式なガバナンス体制が構築されるこ
とで、文化、価値観、ビジョンについて
の話し合いが行われる環境が醸成され
ます。これは、ファミリーのメンバーの
間で、自社の今後進むべき道について
合意していたい場合には必要不可欠で
あり、ファミリー内で意見が一致し、よ
り焦点を絞ったビジネスを展開し、世
代交代がより容易になるといったメリッ
トをもたらします。そのため、次の問い
を投げかけることが重要です。ファミ
リー全員が集まって、ビジネスについて
最後に正式に意見を交わしたのはいつ
だったでしょうか。ファミリーによっては、
価値観、投資のパラメーター、意思決
定の責任および重要な情報の伝達タイ
ミングに関して規定した正式な同意書
にサインをしています。このような取り
組みは確かに有益で、私たちの経験に
基づいても推奨される方法ではありま
すが、最も大切なのは、ファミリーのメ
ンバー全員が一堂に会して、これらの
内容を把握し、今後何が起こるかを共
に判断していくことでしょう。大まかな
概要を把握できていれば、ファミリーの
メンバーは落ち着き、誤った思い込みを
しなくなります。適宜話し合いの場が設
定され、適切なトピックが話し合われ
れば、コミュニケーションは効果的にな
り、一見すると手に負えないような多く
の問題も解消できるでしょう。

上記の危険信号が1つか2つあるだけ
でファミリービジネスに悪影響を及ぼ
すでしょう。適切な支援やガイダンスが
得られれば、上記のどの課題にも対処
することができます。そして、ファミリー
内での目線合わせが活発化することに
より、ファミリービジネスは今後も長き
にわたって事業を展開することができ
るようになります。
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ケーススタディ

200年続くファミリービジネスの 
成功要因

第八世代の家長
は、事業の継承者
をすでに二世代に
わたって特定して
います。

日本には100年以上にわたり事業を
継続している企業が33,000社存在し
ますが、その中でも特に名の知られた
ある企業は、同一のファミリーによる管
理下のもとで、200年以上も事業を継
続しています。純粋な日本の一ファミ
リーによる事業継承計画を採用してい
るものの、同家はまた、グローバルな
ファミリーガバナンスとビジネスマネジ
メントに関するベストプラクティスを活
用することにも積極的で、それらを日
本でのベストプラクティスと組み合わせ
ることで独自のファミリーガバナンスモ
デルを構築し、ファミリー、ファミリーの
財産、そしてビジネスそのもののいず
れにおいても持続可能性を担保してい
ます。利用できる限りの最良のアドバイ
スやベストプラクティスを活用し、25億
米ドル相当のビジネスを生み出してい
る同社は、国内外での大きな変化を乗
り越え、コロナ禍においてもますますの

成長を続けています。

同社の成功のカギは下記の通りです。

複数世代にかけてのプランニング
第八世代の家長は、事業の継承者をす
でに二世代にわたって特定しています。
ビジネス側では、日本人の人口が減少
し、顧客の嗜好が変化しているという
認識を受け、20世紀の変わり目に、国
外への投資を開始しました。 

ズームアウトしてからズームイン
同社は、今現在において自社がどのよ
うに変化する必要があるかを見極める
ために、自社の属するマーケットや業
界、そして自社の顧客の嗜好が、今後
数十年間でどのように変化するかを常
に評価しようとしています。ファミリー
ガバナンスを検討する際にも同様のア
プローチが用いられています。

強固なファミリーガバナンス
長い目で見たファミリーの存続と持続
可能性が最終的な目標であることを誰
もが理解しています。そして、ファミリー
ガバナンスの指標は絶えず改善されて
います。ファミリーのメンバー全員が、
自社の計画とはどのようなものかを理
解しており、それに全員が関わっていま
す。定期的なコミュニケーションにより、
統制がどのように機能し、誰が何を行っ
ているかが明確になっています。すべて
の変化はリスク評価を伴っており、当該
変化によってファミリーの体制にどのよ
うな影響があり、それにより今後どのよ

うなことが起こる可能性があるかが全
員に伝わるようになっています

ファミリーのビジネスリスクからの分
離
個人の資産は、ファミリービジネスの
資産から厳格に分離されています。同
家は、事業を継続するためのファミリー
のメンバーと共有された経験や資産が
維持される限り、いつでもビジネスを
再開できると考えています。

「決して売却しない」という戦略
一貫して上場はせず、IPOによってどれ
だけ多くの資金を調達できようとも、目
先の利益の最大化よりもファミリーの
持続可能性やレガシーを優先し、決し
て自社を売却することはしません。

日本式のガバナンスと欧米式のガバナ
ンスの融合
家長は、成功を収めている世界中の
ファミリービジネスにおいて用いられて
いる戦略を研究しています。その結果、
国外でよく見られる信託や財団といっ
た体制を活用しており、必ずしも課税
額を最小化できるわけではないものの、
極めてしっかりとした法的基盤を有す
る管轄区域に目を向けています。また、
企業とファミリーに関するガバナンスの
間の整合性の確保にも尽力しています。

プロフェッショナルとしてのファミリー
オフィスCEO
当該CEOはファミリー以外から選ばれ
たメンバーであり、国内外のベストプラ
クティスを融合する機会を常に追求し、
ファミリーの短期的および長期的な
ニーズを満たすことに尽力しています。
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ファミリーとビジネスの
健全性診断
ファミリー全体で取り組むことが
できる最初の大きな一歩は、自分
たちファミリーとファミリービジネ
スの中でどこにファミリーの強み
や機会を見出せるかを評価するこ
とから始まります。本診断では、
ファミリーとビジネスの健全性の
重要性を形作り、健全に機能して
いるファミリーとビジネスを引き
続き持続させるにあたり、貴社の
可能性を明確に示す要素を強化、
調整、改善するための戦術的なア
クションを素早く策定します。

ファミリーとの面談 
プロセス
本プロセスでは、「ファミリーとビ
ジネスの健全性診断」に続くプロ
セスとして、ファミリーの全メン
バーと1対1の面談を実施します。
各メンバーは、自身にとって重要
な事項に関して極秘に話す機会
を得ます。セッションでは、経験豊
富な当社のスタッフが、様々なト
ピックに関する各メンバーの視点
を探り、ファミリーの間で目線合
わせができているところ、または
できていないところについて、理
解を深めます。全メンバーと面談
を実施した後で、ファミリーに調
査結果を共有し、各ファミリーが
ビジネスとファミリーの今後の成
功の可能性を高めるために実施
を検討することができる具体的な
事項について、提案を行います。
例えば、面談プロセスの中で合意
した決定事項を、ファミリーの合
意事項として形式化することも提
案に挙げられます。

ファミリーガバナンスの
健全性チェック
多くのファミリーは、私たちがファ
ミリーガバナンスの「ベストプラク
ティス」と考える要素のいくつかを
すでに独自に進めているかもしれ
ません。デロイトの「ファミリーガ
バナンスの健全性チェック」では、
ファミリーガバナンスの枠組みが
適切かつ完全であるかを迅速に
評価し、それをどのように改善で
きるかを提案します。

ファミリーガバナンスに関する単一のモ
デルは存在しません。あらゆるベストプ
ラクティスを模索し、貴社に合うものを
選定し、それを貴社固有のビジネスや
文化ならびにファミリーの状況に合うよ
うに独自に改良することが重要です。

複数世代にかけて見通しを立てる方法
について私たちと話し合い、貴社にふさ
わしいファミリーガバナンスの形を模
索しましょう。

ファミリーとビジネスを 
客観的に診断する
Deloitte Privateでは、ファミリーダイナミクスプログラムを策定し、ファミリービジネスがファミリー内または企業内
でより整合性を高める必要のある領域を把握し、核となる問題を深掘りし、ガバナンスに改善の必要性があるかどうかを
確認するための支援を行っています。私たちが独自に開発した下記のツールもございますが、真の価値をもたらせるのは
Deloitte Privateのチームメンバーです。当チームはファミリーに関するあらゆる課題の解決に尽力してきました。
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175年間、140カ国以上でファミリー
ビジネスにサービスを提供した実績を
有するDeloitte Privateは、ファミリー
ビジネスとして貴社が直面する課題や
可能性に関して、360度全方位から多
次元的な視点を提供します。

Deloitte Privateの領域を超えた、目
的主導型のアプローチでは、貴社が直
面する可能性のある、ファミリービジネ
スに固有の課題やダイナミクスを把握
するホリスティックなレンズを通して、
貴社に適切なソリューションを適切な
タイミングで提供します。

Deloitte Privateファミリービジネス
におけるグローバルCOEでは、当社の
グローバルネットワークを活用して、信
頼の置けるアドバイザー、様々なリー
ディングプラクティス、セクターに関す
る専門知識、デジタルツールを動員し、
グローバルレベルの固有なソリュー
ションやデータに基づくインサイトを構
築します。

当社のプロフェッショナルは、多くの
ファミリービジネスに関与してきたこれ
までの実績ならびに当該企業とのコネ
クションを通じてのみならず、デロイト
として、組織全体で貴社を支援します。

Deloitte Privateファミリービジネス 
におけるグローバル センター オブ  
エクセレンス（COE）

その先を見据えたプランニング　複数世代にかけて見通しを立てる | グローバルCOE
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Deloitte Private アジア パシフィック　ファミリービジネス担当リーダー
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワー
クのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイ
ト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト 
トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の
総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、
各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャ
ルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名を超える専門家を擁し、
多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト
（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織
を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して �デロイトネットワーク�）のひとつまたは複数
を指します。DTTL（または �Deloitte Global�）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的
に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTL
およびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、
互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはク
ライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト 
アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体
であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカル
タ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）
にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイ
ザリー、税務およびこれらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超
える国・地域にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して�デロイトネットワーク�）
を通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービスを提供しています。�Making an impact that 
matters� を自らの使命とするデロイトの約312,000名の専門家については、（www.deloitte.com）をご覧く
ださい。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して�デ
ロイト・ネットワーク�）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財
務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資
料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をす
るものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、
本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。
DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
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