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調査概要
デロイトファミリービジネスセンターは、2018年1月8日から2月28日の期間においてインターネット通じ、52カ国の575人

の次世代ファミリービジネスリーダーに対し調査を実施した。本報告書における
「次世代」
リーダーとは、過去3年間にビジ

ネスの主導権を引き継いだ者、または今後3年以内にビジネスの主導権を引き継ぐと想定される者を意味している。

調査に参加したファミリー企業の年間売上は、51%が5,000万ユーロ未満、33%が50百万ユーロから250百万ユーロ、
16%が250百万ユーロ超となっている。

また、これら企業のうち、過去20年以内に設立された企業はわずか11%であり、過去20年から49年前に設立された企業
は36%、50年から100年前に設立された企業は37%、100年前より以前に設立された企業は15%となっている。

回答者の大部分（53%）が第2世代のファミリービジネスリーダーとなっており、29%が第3世代、18%が第4世代以上のファ

ミリービジネスリーダーとなっている。

本報告書内の図における割合を表す数値の一部は、四捨五入または複数回答のため、合計で100%とならない場合が

ある。
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デロイトプライベートは、同族企業にフォーカスし、ファミリービジネス固有の機会とチャレンジを解決することに取

り組んでいます。私たちは、監査保証業務、税務、コンサルティング、リスクアドバイザリー、ファイナンシャルアドバ
イザリーサービスを、ファミリービジネスに合わせてご提供します。また私たちは、ファミリービジネスの現在のリー

ダーや次世代のリーダーが、チャレンジングな時代に自社を先導するご支援をしています。デロイトファミリービジ

ネスセンターにつきましては、www.deloitte.comをご覧ください。
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序文

主な調査結果
エコシステムは、成長と革新の
機会を提供する。

ファミリービジネスは、世界経済の大部分を占めており、推定で

世界の年間GDPの70%から90%を占めていると見られていま

す。彼らはデロイトにとって重要なクライアントです。我々は、引

き続き、次世代のファミリービジネスリーダーを中心に、ファミ

•• 概して、次世代のファミリービジネスリーダーは、急速

リービジネス部門に関与出来ることを誇りに思っています。

ダーと継続的な対話を行い、彼らがデジタル化や破壊的創造

「今注目の話題」にかなり関心があることを理解しました。そし

て、今般我々は、ファミリービジネスにとってのもう一つの大き
な関心事である、
「今日のビジネスエコシステム内またはビジネ

スエコシステム間で生じる継続的な変化への適応方法」につい

Mennolt Beelen

デロイト プライベート

グローバル カンパニー リーダー

デロイト オランダ

れる取引である。

•• 50%は、ビジネスエコシステムが自社の革新的能力
を向上させる機会を提供すると考えている。

リーダーは、デジタル

トランスフォーメーションの将来性について
創業家を教育する必要がある。

重要目標である革新に対処するため
第三者との関係が増加している。

•• 回答者の26%は、デジタルトランスフォーメーションに

•• 次世代ファミリービジネスリーダーの65%が、過去3

向けた戦略を適切に実施している。35%は、デジタル

年間で第三者との関係を強化している。

相互作用する企業やその他組織による相互依存ネットワークを

戦略をまもなく実施すると回答している。

•• ほとんどのリーダーは、革新に対処するため第三者と

意味しています。これまで、大半のファミリービジネスは、信頼で

•• 次世代のファミリービジネスリーダーのデジタル化へ

パートナーシップを形成している。

きる協力者との緊密で安定したネットワーク内で業務を行ってき

の意識は高いが、それ以外の創業家メンバーはデジ

–– 6%は常に第三者とパートナーシップを形成し、

ました。しかし、ビジネスエコシステムは全体的に、地域やセク

タルテクノロジーがもたらす機会を認識していない可

37%が頻繁にパートナーシップを形成している。

ターを越え進化しており、これまでのファミリービジネスよりも

能性がある。

–– 49%は、優れたアイデアを有する組織と協働する
Mark Whitmore

伝統的な競争上の優位性を脅かすような形で変わりつつありま

デロイト プライベート

するための確固たる基盤が減ってきています。

デロイト カナダ

す。これらが陳腐化したとまではいかなくとも、少なくとも成功

•• 買収はこれまで、事業拡大のために最も頻繁に行わ

めに活用する機会と捉えている。

本報告書での「ビジネスエコシステム」
とは、価値創造のために

幅広く、より流動的で複雑となってきています。ビジネスエコシス

所有する傾向にある。

•• 56%は、ビジネスエコシステムを自社を成長させるた

ての調査結果をまとめました。

テムの相互作用の役割、関係性、様相は、ファミリービジネスの

•• 次世代のファミリービジネスリーダーは、知的財産を

に変化するビジネス環境に適応できると考えている。

我々は、現役世代と次世代の両方のファミリービジネスリー

（昨年の「次世代ファミリービジネス報告書」のテーマ）などの

リーダーは資産や知的財産の所有権を
評価し、これが買収に繋がることがある。

予定である。

グローバル カンパニー リーダー

ファミリービジネスは、事業を営むにあたり広域なエコシステム

から恩恵を受ける機会があることを認識しています。しかし彼ら
は、このような機会をどのようにまたどの程度追求すべきか必ず

しもわかっていません。彼らは、ファミリービジネスの文化や伝
統を維持する必要性を認識しており、少なくとも伝統的信頼関

係だけでなく、絶え間なく急速に変化する環境で新たなビジネ

ス上の関係を構築する必要性を理解しています。

本報告書の見解が、皆様にとって有益で価値のあるものとなる

ことを願っております。本報告書における特定の項目についてさ

らにお知りになりたい場合は、本報告書の末尾に記載のある

「デロイトのファミリービジネス地域リーダー」の電子メールアド
レスにお問い合わせください。
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ファミリービジネス：変革期

対照的に、エコシステムが脅威となると捉えていると答え

た回答はほとんどなかった。
「ビジネスエコシステムは、

次世代のリーダーの多くが、
ビジネスエコシステムの中には
成長の機会があると見ているが、
その一方で、
彼らにとってのチャレンジは、
ビジネスエコシステムを十分に
活用することである。

自身のファミリービジネスの持続可能性または寿命に害

を及ぼす可能性がある」
との意見に関しては、32%のみが
完全または部分的に同意している。61%はこの意見に完
全に同意しなかった（図2）。

ほとんどの次世代ファミリービジネスリーダーは、ビジネ

多くの同族企業にとって、サプライヤーや顧客以外のビジ

ビジネスエコシステムの定義

ネス上の関係は、同じ業界内や同じ地域の少数のプレイ
ヤーに限られていた。このモデルは過去に成功したかも

「ビジネスエコシステム」という用語は、1990年代に
James F. Mooreによって生物学や社会制度の研究か
ら競争のメタファーとして紹介された用語である2 。
Mooreは、
「企業は単一の業界のメンバーではなく、
さまざまな業界横断のエコシステムの一部としてみ
なされること」を提案した。ビジネスエコシステムに
おいて、企業はイノベーションに関する能力を
「共進
化」
し、新製品の開発や顧客ニーズへの対応のため
に、競争しつつも協働する。ビジネスエコシステム内
の業務から生じるイノベーションの機会は、独立して
事業を展開することを選択する組織が得られる機会
を上回る3。

しれないが、今日の進化するビジネス環境においては疑

問が生じている。主にデジタルテクノロジーと接続性の
向上により、ネットワーク、コラボレーション、相互依存性

を通じ、価値を創造する新たな方法が出現している。企

業とその他組織の相互依存ネットワーク、つまりビジネス

エコシステムは、ファミリービジネスの伝統的な競争上の
優位性を脅かすような形で、役割、関係性、相互作用の様

相を変えている。これらが陳腐化したとまではいかなくと

も、少なくとも成功するための確固たる基盤が減ってきて

いる。

本報告書では、調査とアンケートの目的で、ビジネス
エコシステムを、新製品の開発、顧客のニーズへの
対応、およびイノベーションの追求のために協働し、
かつエコシステムとしての能力は単独で参加してい
る組織の能力を上回るものと定義している。

企業は、日々の業務の一環として、常にパートナーシップ、

ネットワーク、提携、その他の関わりに参加してきた。しか

し、今日のビジネス環境を構成するより広域なエコシステ
ムに参加するために、それらの関わりにより幅広く関与す

る必要性が急務となっている。エコシステムへの関与に失

敗した企業は、リスクに晒されることになる。しかし、ファ

スエコシステムを成長の機会と捉えているが、課題はエコ

システムをいかに活用するかである。他のビジネスに劣る

ことなくファミリービジネスのエコシステムも、デジタル革
新、新たな俊敏な市場参加者、競争の激化など、絶え間

なく進化している。ビジネスリーダーに、現在起こっている

変化を無視する余裕はない。エコシステムを最大限に活

用することは、正しい技術への投資、ビジネスを成長させ

る新たな関係、パートナーシップ、提携の構築、市場の

リーダーシップを維持するための新しいサービスや製品

の開発、陳腐化のリスクを回避するためのイノベーション
の取り込みを意味している。

図1．ビジネスエコシステムを成長の機会と捉えている

質問：
「ビジネスエコシステムは、
自身のファミリービジネスを成長させる機会となる」と
いう意見に関し、どの程度同意しますか。

2% 4%

脅威か機会か、または両方か？

ミリー企業にとって、ビジネスエコシステムと完全に繋が

るということは、経済的・財務的目的だけでなく、自律性、
統制、コミュニティ内での地位、顧客ロイヤリティなどの
非財務的目標に、大きな影響を及ぼす可能性がある 。

の機会と捉えているか、あるいはビジネスの持続可能性
を脅かすと捉えているかアンケートを行ったところ、圧倒

今日のファミリービジネスにおける課題は、企業としての

的多数が成長の機会と捉えていることが判った。
「ビジネ

アイデンティティと創業家としての結束や価値を維持しな

スエコシステムは、自身のファミリービジネスを成長させ

のように成功させるかを学ぶことである。

し、39%は一部同意するという回答が得られた（図1）。

がら、不安定で急速に変化するビジネスエコシステムをど

る機会となる」
という意見に関しては、56%は完全に同意

質問：
「ビジネスエコシステムは、自身のファミリー
ビジネスの持続可能性に害を及ぼす可能性がある。
」
との意見に関し、どの程度同意しますか？

7%

56%

本調査において、新たなエコシステムをビジネスの成長

1

図2．エコシステムは概して脅威と見なされない

29%

39%

61%

Fully agree

Partially agree

Disagree

Fully agree

Partially agree

Don’t know

回答者
回答者 ==575
575
Source: Deloitte analysis.

回答者
回答者 ==575
575
Source: Deloitte analysis.
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4%

Disagree

Don’t know
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エコシステム活用の方法

次世代のファミリービジネス
リーダーは、成長の新たな
可能性を広げる新たな関係、
相互連関性、相互依存性により、
ビジネスエコシステムが
どのように変化しているかを
認識するため視点を変える
必要があるかもしれない。

次世代のファミリービジネスリーダーは、ビジネスエコシ

ステムがどのように変化しているかを認識するため、視点
を変える必要があるかもしれない。主に信頼に基づく長

年の関係に基づき、大多数のファミリー企業が事業を営ん

できた方法は、成長の新たな可能性を広げる新たな関

係、相互連関性、相互依存性により、時代遅れとなってき

ている。これらの新しい形の相互作用を積極的に活用し
ていない企業は、エコシステムへの参加のみの役割に陥

り、競合他社やその他の参加者に、活動規則や変化の方
向性の決定を譲ることになる。

ビジネスエコシステムのダイナミクスと可能性を理解する

ことで、ファミリービジネスは、地位を高め直面する破壊
的な変化に対処する戦略を構築し、有意義な方法で行動

する機会を得ることができる。しかし、これを実施するに

あたり、ファミリービジネスリーダーは、進化するビジネス

相互作用：新たな関わり合い

コラボレーションは、ビジネス上の新たな概念ではない。

ファミリービジネスは、外部の当事者（顧客、サプライ

コラボレーションは、
今日の広域で進化する
ビジネスエコシステムにおいて
引き続き重要な役割を
果たしている。しかし、参加者の
数はより多く、その関係性は
多岐にわたる。

ヤー、パートナー）
と長期的な関係を構築することが多い。

これらの信頼関係と強固な創業家文化は、多くのファミ

リービジネスにとって競争上の利点である。

コラボレーションは、今日の広域で進化するビジネスエコ

システムにおいて引き続き重要な役割を果たしている。現

代のビジネスエコシステムにおける関係性の範囲は、競

エコシステムが創業家やその関係者に及ぼす影響を認識

争から協力へと多岐にわたり、参加者の役割は関心や目

する必要がある。ビジネスにおいて展開する必要のある

的により時に急激に変化する。これは、多くのファミリービ

手法は、例えば自律性や統制の問題など、創業家に影響

ジネスの長期的に安定し協力的な関係性とは、かなり対

を与える可能性があり、ファミリービジネスリーダーは意

照的であると言えよう。

図しない結果を避けるためにこれら手法を慎重に検討す

る必要があるだろう。

相互作用は増加傾向にある

図3．第三者との相互作用は過去三年間で増加している

ビジネスエコシステムの進化は、多くの業界における新規

参加者の参入障壁を低くし、相互作用が可能なより多くの

質問：自身のファミリービジネスが過去3年間で
関わっている第三者の数に変化はありますか。

より小さなプレイヤーを生んでいる。そのプレイヤーの多

くは特定の分野に特化している。反応の俊敏さやスピード
は、ダイナミクスの鍵となる。この現象を受けて、回答者

の大半は、過去3年間にわたり定期的に関わり合うその

2% 4%

他組織（顧客や直接のサプライヤー以外）が増加している

と回答している
（図3および図4）。

直接の顧客と直接サプライヤーを除き、ファミリービジネ

スは、自身の顧客が保有する顧客と最も頻繁に関わって

65%

29%

いるのは顧客のさらに先にいる顧客である。回答者の
47%は、自身の顧客のさらにその顧客と毎週または毎月

関わっていると回答し、興味深いことに、42%は、競合他

社と毎週または毎月関わっていると回答している。これ
は、ファミリービジネスが、意図的または意図せず、伝統

的なエコシステムよりもより幅広いビジネスエコシステム

に参加していることを示している可能性がある。

Increased

Stayed the same
Decreased

Don’t know

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.
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買収と提携が企業結合に関する
上位を占める

図4．回答者は自身の顧客の保有する顧客と最も頻繁に
関わっている。
次に頻繁に関わっているのは競合他社

である

本調査において、調査前の3年間で成長を目的とした企

質問：定期的に（毎週または毎月）関わっている
第三者のそれぞれの割合はどの程度ですか。

Customers of customers
Competitors

業結合の中で最も一般的なものが買収であるが、戦略的

提携やジョイントベンチャーも広く利用されている。今後3

年間で企業結合を行う意思があるかの質問に対しては、

（それほど驚くことではないが）あまり明確な回答は得ら

れなかった。しかし、戦略的提携およびジョイントベン

47%

チャーはそれほど多くないことが予想されるため、本調査
結果は買収が依然としてファミリービジネス間の企業結

42%

Governmental bodies

合の主要な方法の一つである可能性が高いことを示唆し

ている
（図5）。

40%

企業結合を実施する理由はさまざまであるが、大半は規

Suppliers of suppliers

模の拡大や効率化に関連するものである
（図6）。

26%

Universities/colleges

本調査において、ファミリービジネスの30%が企業結合の

要因として「イノベーションへのアクセス」を挙げており、

21%

Labor unions

企業結合を実施する理由の第3位となっている。本調査結

20%

果は、多くのファミリービジネスが買収を取引形態として

Research bodies

ベーションを徹底的に取り入れる必要性を感じている可

明確に選択したこともあり、企業価値を高めるためにイノ
能性を示唆している。これは、強固な資産基盤を保有する

19%

というこれまで重視してきた考えと一貫している。しかし、

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

今日のビジネスエコシステムでは、他の企業を完全に買

収することは、イノベーションへのアクセスを獲得するた

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

めの方法の一つにすぎない。特に、ジョイントベンチャー

や提携は、実際に所有していないイノベーションの恩恵を
受ける手段を提供する。一般的に、より対立的な傾向にあ

ファミリービジネスは、信頼関係を基に他の当事者との関

り、費用も高く、一般にリスクが高い買収よりも、提携や

ステムにおいて、信頼を築き維持することは真の課題であ

で、リスクが低い傾向にある。将来的に、ファミリービジネ

係を構築することが多い。しかし、今日のビジネスエコシ

ジョイントベンチャーは、より協調性が高く、より交渉可能

る。急速に進化するエコシステムは、しばしば短期的な関

スは、イノベーションのためにこれらの代替アプローチを

係を伴う。ビジネスエコシステムは動的であり、参入障壁

より広範に探求したいと考えるかもしれない。

は一般に低く、参加者数は時間とともに変化し、役割と関

係は変化する。ファミリービジネスリーダーは、これまで

図5．買収は企業結合の最も一般的な形態である

図6．効率性、
成長、
イノベーションは企業結合を促進する

質問：過去3年間で、自身のファミリービジネスが
関わった企業結合やその他取り決めがあったとすれば、
どのような形態ですか。
また、今後3年間に発生する
可能性が最も高いと考えられるのはどの形態ですか。
Acquisition

質問：過去3年間で、買収、合併、戦略的提携、
またはジョイントベンチャーを行う決断を
下した要因は何ですか。
Eﬃciences of scale
Opportunity to enter new
geographical markets

46%
38%

Strategic alliance

30%

Expanding/diversifying client base in
the same geography

25%

11%

Divestiture

27%

Expanding/diversifying products
and/or services

15%

6%

27%

Merger

Reducing the number of competitors

7%
1%

12%

Capitalizing on political/regulatory changes

Demerger

3%

4%
1%

Obtaining licenses

Other

3%

Other

4%
2%

5%

Reverse takeover

Don’t know

2%
1%

None

1%

回答者
N = 385= 385
Source: Deloitte analysis.
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26%

3%

と同じ信頼と長期的な関係性を基盤とした他者との取引

Don’t know

を行えなくなる可能性があることを認識する必要がある。

さらに、関係性や相互作用について短期的視点を持つ必

1%

15%

要があるかもしれない。さらに、相互依存性が高まると、
不安定性や予測不能性が増し、ファミリービジネスがこれ

Past three years

まで享受していた自立性と統制を脅かす可能性がある。

この脅威は、ある世代から次世代へのリーダーシップ移

Next three years

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

行の時期に特に深刻となる可能性がある。

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

08

35%

Access to innovations in products
and/or services or technology

33%

22%

Joint venture

40%

09

ビジネスエコシステムの追求

次世代ファミリービジネス

イノベーション：共同の取り組み

これまで、ファミリービジネスは時として、イノベーターと

図8．コラボレーションに対する姿勢はオープンなもの

19%

質問：
「ビジネスエコシステムはファミリービジネスが
個々の能力を超えて進化することを可能にする」
という質問にどの程度同意しますか。

よると、ファミリービジネスは市場で最も革新的な組織の
一つであり、他のタイプよりも速いペースで進化する可能
性がある4。

ほとんどのファミリービジネスの革新プロセスはこれま

ら意見を取り入れるための
「オープンイノベーション」
イニ
要なリソース、能力、および技術の全てを取得することを
やサービスを共同開発することを促進し、ビジネスエコシ

We always partner

We work only with organizations that
we have a long-standing relationship
with

ステムのさらなる進化に貢献している。

We often partner

We rarely partner
We never partner

We prefer to work on our own as much
as possible

エコシステムはイノベーションの機会を
提供するがいまだ不安もある

Fully agree

次世代のファミリービジネスリーダーは、ビジネスエコシ

Partially agree

ステムにおいて他の組織とイノベーションに向けた関係

を構築する機会を理解している。回答者の半数は、ビジネ

している
（図7）。

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

過去3年間のイノベーションを重視したパートナーシップ

ビジネスリーダーは、そのような姿勢を改める必要がある

がイノベーションのために他者との関係を形成することを

関係構築は、ビジネスエコシステム内のイノベーションを

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Don’t know

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

機会を提供していることに同意し、38%は部分的に合意

Don’t know

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.
Disagree

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

スエコシステムが自社のイノベーション能力を向上させる

の調査において、少なくとも一定数のファミリービジネス

かもしれない。多くのファミリービジネスにとって外部との

躊躇していることが確認された。53%は、他の組織とパー

実現するために重要であるが、そもそもそのような関係を

トナーシップの形成は、ほぼ無いか全く無いと回答した

より広域な世界経済において、オープンイノベーション、
提携、および類似の活動により、
「共創（コ・クリエーショ

のイノベーションに対する姿勢についての質問に対しは、

ミリービジネスリーダーは、パートナーシップに対し保守

織と協働すると回答したが、約3分の1（32%）は、長年の

的財産の支配権を誇るということは、難しい選択である。

関係を築いている組織のみと協働すると回答した。約5分

ジネスリーダーは、
「外部者」
との協力が現在の課題に迅

速に対処する最善の方法であることを認識すべきである。

ほぼすべての回答がビジネスエコシステムをイノベーショ

ンの機会と捉えている一方、多くがこの見解に反する行動

回答者の約半数（49%）が優れたアイデアを持っている組

形成したいと望んでいる場合に限る。その際、ファミリービ

（図9）。

ン）」が一般化している。全てではないが、多くのファミリー

ビジネスはこの傾向に従っていると見られる。他の組織と

をとっていることは興味深い。我々の経験では、多くのファ

ほぼすべての回答が
ビジネスエコシステムを
イノベーションの機会と
捉えていたが、多くがこの見解に
反する活動を行っている。

的または慎重なアプローチを取る傾向がある。データや知

の1（19%）は、可能な限り自力での革新を希望している

（図8）。

10

37%

39%

We work with any organization that has
a good idea

38%

困難にしている。この状況は、複数の組織が新たな製品

5% 6%

32%

50%

シアチブが時折行われていた。しかし、現在の技術変化の
速度は、単一の組織が革新のペースに追いつくために必

14%

5%

6%

で、主に社内の研究開発活動を中心に構築され、外部か

質問：過去3年間のイノベーションプロジェクトにおいて、
他の組織とのパートナーシップ契約締結へ向けた
自身のファミリービジネスのアプローチを
どのように定義しますか。

49%

見られている

しかし、実態はそれと非常に異なっている。最近の調査に

シップの形成は、ほぼ無いか全く無いと回答した

質問：他の組織との新たな製品やサービスの
共同開発に対する自身のファミリービジネスの
姿勢を最も良く表しているのは次のうちどれですか？

図7．ビジネスエコシステムはイノベーションの機会と

してではなく、リスク回避や「伝統的」と見なされてきた。

図9．半数以上がイノベーションのためのパートナー

から閉鎖的なものまで多岐にわたる

11

ビジネスエコシステムの追求

次世代ファミリービジネス

ファミリービジネスは知的財産を
所有する傾向にある

図10．ファミリービジネスは知的財産の所有権を
評価する

質問：自身のファミリービジネスにとって知的財産を
所有することはどれほど重要ですか。

以前、我々は、
「ファミリービジネスが、イノベーションの
恩恵を受けるためにイノベーションを取り入れる必要が

あると考えるかもしれない」とコメントした。知的財産に
対する回答者の姿勢は、その仮定を補強するものであ

11%

る。63%は、ファミリービジネスが知的財産を所有するこ
とが「非常に重要」
または「かなり重要」
であると回答した

2%

（図10）。

33%

本調査結果は、ビジネスエコシステムが提供するイノベー

デジタル化：加速する機会

デジタル技術は、近年、ビジネスエコシステムの発展を支

図11．ファミリービジネスのデジタル戦略はリーダーの

え、かつ加速している。デジタル技術は、人、企業、モノな

年齢により異なる

どを融合し新たなビジネスモデルの創造を支えている。ま

ションを最大限に活用する方法を再検討する必要がある

た、デジタル技術は、急速な変化を遂げており、数世代に

必要はない。多くの知的財産の高度なデジタル性に鑑み

ビジネスの非常に特殊な特性に反するものとなっている。

ことを示唆している。企業は必ずしも知的財産を所有する

質問：自身のファミリービジネスに
デジタル戦略はありますか。

わたる企業の長期的な資産管理という、多くのファミリー

ると、知的財産を形成し所有することは多くの企業の能力

30%

25%

を超えている可能性がある。

Very important

Fairly important

企業は必ずしも知的財産を
所有する必要はない。

Of some but limited importance
Not important
Don’t know

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.
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しかし、多くのファミリービジネスは、非常に短時間でデジ

20%

タル世界に適応している。これを継続することは、次世代
のファミリービジネスリーダーの重要な責務である。

26%

多くのファミリービジネスには充分に
練られたデジタル戦略が欠けている

デジタルトランスフォーメーションに関する誤解は、単にそ

18%

れが事業の手法や他者との関わり方をデジタル化するこ

とと考えられていることである 。しかし、イノベーションの
5

機会ははるかに大きい。デジタル化による顧客関与の機

35%

会を例に挙げると、これまでの接点をデジタル化するだけ

Yes

再考することである。同様に、デジタルトランスフォーメー

No, but we are working on it

でなく、顧客に寄り添うために新たなレベルや関わり方を

Yes, but it is fairly recent

ションは、デジタル化プロジェクトを実施する従来の組織

No

から、デジタル化を中心とした統合戦略を有するデジタル

Don’t know

組織へと移行することである。

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

次世代ファミリービジネスリーダーのおよそ4分の1はデ

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

ジタルテクノロジーを活用する戦略を有しており、35%が

有しているが比較的最近に保有したと回答している。ほ

ぼ40%はデジタル戦略を有していない、あるいは取り組ん

でいる最中だと回答した（図11）。
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1%

13

ビジネスエコシステムの追求

次世代ファミリービジネス

結論として、ファミリービジネスリーダーは、事業において

図12．デジタル技術は依然として主にオペレーション改善ツールと見なされている

様々なテクノロジーや情報システムをどのように統合する

To improve processes

To reduce costs

50%

22%

To drive new business models

Not at all

10%

な変化をもたらし、現在の戦略やオペレーションはどのよ

2%
3%

事業に
「将来性」を持たせ、デジタル化の未来に向けて組

3%

20%

るべきか。デジタル化は企業のビジネスモデルにどのよう
うにデジタル化へシフトしていくべきだろうか。ファミリー

2%

22%

59%

17%
To some extent

2%

25%

54%

21%

To engage with talent
To a large extent

50%

38%

To create new sources of revenue

ジタル時代のファミリービジネスの目的と役割は何であ

48% 6%

45%

ファミリービジネスは、
デジタルトランスフォーメーション
へ向けて事業に
「将来性」
を
持たせ、デジタル未来に向けて
組織全体（事業だけでなく
創業家も同様に）を調整する
ために、従来の重視している
長期的な計画を活用することが
可能である。

かを慎重に考えることが賢明であるということである。デ

質問：自身のファミリービジネスはデジタル技術をどのように、またどの程度適用していますか。

ビジネスは、デジタルトランスフォーメーションへ向けて
織全体（事業だけでなく創業家も同様に）を調整するため

に、従来の重視している長期的な計画を活用することが
可能である。

Don’t know

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.
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プロセス改善を重視したデジタル技術の活用方法（図12）

図13．デジタル技術に関する意識は創業家メンバー間で

は、多くのビジネスリーダーがデジタル化によるその他の

異なる

潜在的な用途を十分考慮せずに、デジタル化を主にオペ

レーション改善の役割として見なしていることを示唆して

いる。より広域なエコシステムに参加し恩恵を受けようと

するならば、ファミリービジネスは、新たなビジネスモデ

質問：デジタル技術についてのあなたや
創業家の意識はどの程度ですか。

Yourself

ルや人材の開発（例えば、デジタルプラットフォームの利

用）など、つまりはイノベーション、デジタル技術の活用を
他の分野に拡大することを検討することを勧める。

1%
45%

52%

Other family members active
in the business day to day

リーダーはデジタル化意識を
創業家全員に広めるべきてある

24%

3%
1%
55% 12% 8%

Other family stakeholders not active
in the business day to day

次世代のリーダーは、業務に積極的に携わっている他の

創業家メンバーよりもデジタル化の影響を意識している

9%

と考えており、またそのメンバーは積極的に携わっていな

いメンバーよりも意識していると考えている。ファミリービ

43%

Extremely aware

ジネスリーダーは、他のメンバーにデジタル技術の価値

Somewhat aware

についての教育をする責務がある
（図13）。実際、回答の

Not aware

大多数は、デジタル技術を
「やや認識している」
としか答え

ていないため、デジタル技術の活用と影響についての調

1%

25% 8%

15%

Don’t know

Not applicable

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

査に、より多くの時間と労力を費やしてほしいと考えてい
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るかもしれない。
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15

ビジネスエコシステムの追求

次世代ファミリービジネス

今後の取り組み

重要な点として、リスクマネジメントが、回答者が将来の

図15．企業結合への姿勢を変える必要がある

変化に対し十分に準備されていなかったと感じた分野で

ある。これはおそらく、リスク回避に対するファミリービジ

質問：今後3年間で、自身のファミリービジネスが
企業結合に向けてどの程度変化する必要が
あると思いますか？

概して、ファミリービジネスリーダーは、事業のコントロー

図14．ビジネスエコシステム：創業家による事業の

ルを喪失することに及び腰であり、創業家で管理したいと

コントロールへの脅威

考えている。ほとんどの回答は、進化するエコシステム内

質問：
「ビジネスエコシステムは創業家による事業の
コントロールへの脅威である」という意見に対し、
どの程度同意しますか。

であっても、事業のコントロールを失う可能性は考えてい
ない。しかし、回答の約3分の1は、ビジネスエコシステム

が少なくともいくらかの脅威をもたらすと考えている（図

14）。この見解の理由としては、買収される懸念や、他の

7%

企業の広範なネットワークとの相互依存関係に関与する

ことに対する抵抗が挙げられる。情緒的側面も影響を及

り、それは脅威の認識からコントロール喪失のすべてに影

28%

61%

響を及ぼす可能性がある。

6%

18%

ク管理システムにおける想定されたまたは現実の脆弱性

ではなく、対処すべきリスクの程度を自らの（おそらく慢心

した）認識に基づいて判断している可能性がある。

17%

ファミリービジネスは慎重であるが
着実に移行している。

調査で明らかになった全体像は、より広域なビジネスエ

コシステムへの完全な参加に向けて、ゆっくりとした移行

を行っている点である。これは、多くのファミリービジネス

4%

ぼしている。ファミリー企業は複雑な組織であり、事業の

動機となる要因と創業家の意見が一致しない場合があ

6%

ネスの評価と一貫している。つまり、回答者は、彼らのリス

の
「賢明かつ着実な」
アプローチの典型である。しかし、慎

重なアプローチはファミリービジネスの文化にうまく適合

53%

するかもしれないが、遅れを取らないよう慎重さと保守主
義のバランスを取る必要がある。

Substantially

To some extent,
but not substantially

将来の成功のために、デジタルアジェンダが必要である。

デジタルアセットを所有する必要はないかもしれないが、

Very little

他者が所有するデジタルアセットから生じる機会を活用す

Not at all

る能力が必要となるだろう。
ファミリービジネスは、他者と

Don’t know

回答の約3分の1は、
ビジネスエコシステムが
事業のコントロールに
少なくともいくらかの脅威を
もたらすと考えている

の関係構築や他者との関わりに関する新たな方法を発展

させる必要があるだろう。

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.
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Fully agree

Partially agree

回答者
N = 575= 575
Source: Deloitte analysis.

既存の競合企業と同様に新規参入企業やスタートアップ

企業は、進化する環境がもたらす機会を活用している。そ

Disagree

Don’t know

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

のような機会を活用するために文化やビジネス慣行を進

化させられるファミリービジネスは、優位に立つことがで

回答者の約4分の1は、現在の企業結合へ向けたアプロー

きるだろう。

チが正しいと考えている。回答者の一定数は、
「新たな現

実」
を否定しているか、過小評価しているかもしれない。し

かし、ファミリービジネスは、長期的視野と次世代への事
業承継をする必要があるため、変化する状況において柔

近代的なビジネスエコシステムによってもたらされる機会

軟性があることが知られている。ファミリービジネスは、

を充分に活用するため、ファミリービジネスリーダーは、

変化する市場原理に素早くかつ決断力をもって対応する

求める関係性の変化を受け入れる柔軟でオープンな考え

ことが可能であり、その能力はエコシステムへの適応に

方を採用すべきである。回答の半数以上は、事業のアプ

大いに役立つだろう。

ローチをコラボレーション、合併、買収、提携にある程度

または大幅に変える必要があると回答している
（図15）。

同様に、大部分の次世代ファミリービジネスリーダーは、
変化するエコシステムに適応する充分な準備があると確

信している。76%は、自身のファミリービジネスの資金は
充分であり、特に外部資金調達に依存していないと回答

している。また、74%は創業家の価値観や文化を何も変え
る必要がないと回答している
（図16）。
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結論

図16．変化へ向けた準備が十分出来ているとの自信が全体的に高い

質問：自社の事業が企業結合へ向けたアプローチを変更する必要があると検討している場合、
以下の分野における変更について十分に準備されていると思いますか。
Capital/ﬁnancing
Strategy

Family culture/values

76%

18%

6%

75%

20%

5%

74%

Operational structures

71%

Talent/knowledge

68%

Family governance

65%

Technology

63%

Risk management

59%
Yes

No

22%

4%

23%

6%

26%

7%

28%

7%

は資産を実際に所有することなく資産からの恩恵を受け

ダーシップ、中核機能、価値創造と価値獲得システムに関

9%

し、企業はこれまでとかなり異なった考え方と行動を余儀

32%

9%

ファミリー ビジネスリー

ることが可能である。

なくされている。次世代の

ダーは、これらの変化がビ
ジネスの持続可能性や事

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

れない。つまり、今日のビジネスエコシステムでは、企業

の主要な要因を変え、戦略、ビジネス・組織モデル、リー

28%

Don’t know

回答者
N = 504= 504
Source: Deloitte analysis.

ビジネスエコシステムの変化は、ビジネスの成功のため

業のコントロールに脅威

を与えることはないと確信

しており、その多くは成長

の機会を得られると考えて

いる。

とは言え、多くのファミリー
ビジネスが、ビジネスエコ

システムにより積極的に参

最も重要なことは、創業家

多くのファミリービジネスが、
ビジネスエコシステムに
より積極的に参加することによる
恩恵を、完全に認識していない
ことは明らかである。

加することによる恩恵を、

そかにすることなく、進化

するビジネスエコシステム

の中で自らのビジネスモデ

ルがどのように効率的に

機能を果たすかを検討す

ることであろう。

一部はどの程度の変化が

必要とされるか認識してい
ないかもしれないが、次世

代ファミリービジネスリー

ダーは変化の必要性を認

完全に認識していないことは明らかである。イノベーショ

識している。変化に積極的に取り組むことは、柔軟性があ

ンや知的財産の所有権に対する姿勢など、一部の分野で

り長期的な計画見通しがあるということになる。明敏な

は、多くのファミリービジネスリーダーは事業のコント

リーダーシップと現在の環境の理解とともに、このような

しれない。また、資産の所有を重視する必要はないかもし

の時代を乗り越える一助となるだろう。

ロール低下を受け入れることを検討する必要があるかも

18

の歴史、文化、伝統をおろ

強みは、ファミリービジネスが成功を勝ち取り、この激動
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