
●TDKの80周年にあたる2015年に「Vision2035」を策定
し、100周年に向けたあるべき姿を定めた意図について教
えていただけますか。

逢坂 ：「Vision2035」には、今後、当社が持続的に成長する
ためのエッセンスが詰まっています。具体的にいえば、TDK
の社是「創造によって文化、産業に貢献する」に込められた
創業の精神を再確認することで、その精神を減衰させず

「100周年を迎える2035年の時点で、もっと世の中に明確に
認識されている企業でありたい」ということを謳っています。
社長の石黒ともよく話していることですが、現代はアルゴリ
ズムの進化とともに社会インフラが急速に発展しつつある
時代です。例えば、生物の進化の過程などを模倣して最適
解を探索するモデルも「アルゴリズム」です。人が生活してい
く上で数学式では答えを出せない問題もたくさんあります
が、このようなアルゴリズムが進化して、素材や部品に革新
が生まれています。その積み重ねにより、100年以上も化石
燃料で地球環境に負荷をかけながら車を走らせていたもの
が、すべて電池に変わろうとしていたり、人の安全・安心の
ために自動運転やドローンで救援物資を送ったりと、社会
インフラそのものも変わろうとしています。そのような社会
インフラの変革に対して当社は「部品屋」として貢献して行
きたいと考えています。そのようなビジョンを実現して行くた
めに、さらに「部品屋」としてレベルアップしなければならな
いことがあり、それらを中期経営方針「Value Creation 
2020」に織り込みました。

●その3ヵ年の中期経営方針「Value Creation 2020」に込
められた狙いと、その策定に際して、取締役会がどのように
執行をリードしてくれたのか、お聞かせいただけますか。

逢坂 ：「Value Creation 2020」は「Vision2035」を実現する
ためのマイルストンとして、しっかりと肉付けをしたもので
す。その策定に当たっては、取締役会より「明確な輪郭」を求
められていましたので、我々執行はそれを構成する3つの柱

を設定しました。成長戦略の実行力を示す「コマーシャル
バリュー」、資産効率の向上を示す「アセットバリュー」、そし
て自分たちの事業と社会の持続可能性との結びつきを一
層強化していく決意を込めた「ソーシャルバリュー」の3つの
視点です。その３つの柱で輪郭を形作り、それらにKPI1を設
定して進めました。その検討の一つの契機として重要だっ
たと考えていることは、高収益体質に再建できたSAWフィル
ター2事業の切り出しを取締役会に上程したところ、それが
否定されたことでした。

●その議案に対する執行と取締役会の考え方のギャップが
「Value Creation 2020」を磨く契機となったということで
しょうか。

逢坂 ：その事業の切り出しについては執行として次のよう
な想いがありました。当社が2008年に買収した欧州最大手
の電子部品メーカーであるエプコス社は、携帯電話・スマー
トフォン向けのSAWフィルター事業を中核事業の一つとして
いましたが、その事業を更に成長させるためにシリコンチッ
プ事業との垂直統合の検討を開始しました。しかし、電子材
料などのハードウェア技術を中核とするTDKが、高度なアル
ゴリズム（ソフトウェア）技術の発展により進化するシリコン
チップ事業を買収して垂直統合化のイニシャティブを取る
のは困難だと判断しました。しかし、執行として、この事業が
文化、産業に貢献するにはシリコンチップ事業を持つ会社
と何らかの形で統合させないと自己実現ができないと考え
ました。そこで、TDKがこの事業を傘下に収めるのではなく、
逆に米国クアルコム社との事業統合を念頭に進める方向
で検討をはじめました。
しかし、この案を協議するために取締役会に上程した際に
ストップがかかりました。SAWフィルター事業は、エプコス社
買収後に当社とのシナジーにより、さらに高収益事業に発
展させ、一層の成長が期待されていた事業であったことか
ら、この事業統合の考えには大きな疑問が示されました。そ
のため取締役会においてその事業の価値創出モデルやさら
なる成長の機会などを踏まえて十分な議論を重ねました。

●今、振り返って、取締役会との議論は、クアルコム社との
交渉にどのような影響を与えたと感じておられますか。

逢坂 ：並行して米国クアルコム社との交渉を続けていたの
ですが、取締役会との議論を契機に執行としても検討を深
めていたため、高い次元での交渉が進んでいったことを私は

高収益に再建した事業をさらに成長させる
べく、米国クアルコム社とのJVとして切り
出すとともに同社とのアライアンスを実現、

「Value Creation 2020」に着手といった
一連の経営判断では取締役会での問いかけ
が執行側の視点を高めることにつながった

執行と監督が両輪となって
成長戦略を結実させ、機能させる
－ 社外取締役の視点を持続的な成長に活かす －

TDKは、時代に応じた製品の入れ替えやM&Aなど、スピード感のある経営を
実践し、早くからコーポレートガバナンス改革にも取り組んでいます。現在で
は取締役の3分の１超が独立社外取締役であり、取締役会議長も独立社外
取締役が担っています。そのような取締役会の下、2019年3月期を初年度とす
る中期経営方針「Value Creation 2020」を公表し、「財務的な価値だけではな
いさまざまな価値を生み出す」との方針を打ち出しています。このような多様
な価値の創出には、成長戦略策定とその実現のために、取締役会での多面
的議論を戦わせることの重要性が増していると拝察されます。そこで取締役 
兼 専務執行役員 戦略本部長の逢坂氏に、TDKの成長戦略策定と実現のた
めに執行として取締役会に期待することについて伺いました。

逢坂　清治 氏
TDK株式会社
取締役 専務執行役員

話し手

1 KPI：Key Performance Indicator（重要業績評価指標）
2 SAWフィルター：表面弾性波（Surface Acoustic Wave）フィルターの略称
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実感しました。結局、対象事業について、当社が取得した時の
資産価値の数倍の事業価値を米国クアルコム社は認め、さ
らにその事業がTDKの他の事業とも協働できるようジョイン
トベンチャーを設立する方針でまとまりました。このように、
より大きなビジョンで結実するのであれば、取締役会での議
論で深まった目的が実現できると考えました。
それに対して取締役会からは「SAWフィルター事業の切り
出しによるJV化、米国クアルコム社とのアライアンス、資本
力の強化をベースにどのような全社成長戦略を描いている
のか議論したい」と問いかけられたのです。

●なるほど。SAWフィルター事業の切り出しストラクチャー
の最適化、そして取締役会はそれを足掛かりにさらに上位
の全社戦略を視野に長期ビジョンを引き出そうとしていた
ということですね。

逢坂 ：執行としてもこの問いかけに応えなければいけない
との想いも強く、高収益のSAWフィルター事業を切り出し
TDKとしてどんな全社成長戦略が描けるのか、その全社成
長戦略の実行により当社の企業価値を高めるコマーシャル
バリューをどう示すのかを、しっかりとKPIに落とし込み、新
中期経営計画について取締役会と対話を重ねました。

●資産効率の向上によって資産価値を高めるという視点か
らのアセットバリューについては、取締役会に具体的にど
のようなことを期待していますか。

逢坂 ：TDKは自らのDNAとして果敢に挑戦する社風がある
一方、いろいろと挑戦をしていくためにアセットが肥大化し
がちです。そのためアセットバリューの改善はTDKとして課
題を抱える領域です。2018年3月期の総資産回転率は0.7程

これを当社では「ロジックツリー」と呼んでおり、それを事業
部長が取締役会に対してプレゼンテーションする機会を設
けています。

●それぞれの事業の本源的価値の源泉を因果関係や優先順
位などで整理して、シンプルに分かり易くビジネスモデルとし
て全体感を理解できるよう説明するということでしょうか。

逢坂 ：市場ニーズや需要がどのように変化して行くのかにつ
いての深い洞察、競争ベンチマークの分析、それをクリアー
して行く技術、製品ロードマップの整備、そして世界の厳し
いお客様の要求に応えられるQDC5を実現できる業務品質
の立ち上げ等、ロジックツリーは課題やボトルネックは何か
をロジカルに整理するための思考方法ともいえます。すごく
シンプルにロジックツリーをまとめてくる事業主・事業家は
経営人材の素養があるといえます。

●ロジックツリーの意義が理解できました。それで社外取
締役との間の情報格差を埋め、執行が取締役会から支援を
引き出すことができるよう、どう活かしておられますか。

逢坂 ：部品事業には成長の機会がたくさんあります。日本
の売上高1兆円を超える部品会社の中で当社はまだ利益率
は低いと認識していますが、これからは投資実行段階でも投
資後も取捨選択の目を磨き、成長と資産効率を同時に追って
行きます。勝てる機会を取捨選択し、そこに集中していく。

れからはその取り組みを深くしていこうと考えているところ
です。

「創造によって文化、産業に貢献する」という社是は当社の
DNAとして浸透しており、市場やお客様のニーズに正面
から向き合い高度な技術や製品の付加価値を追求する
といった現場の取り組みを、社会的価値という視点からも
外部の評価が得られるような取り組みにつなげて行くこと
で「Value Creation 2020」の3つ目の柱としてソーシャルバ
リューの向上を掲げました。進化する社会インフラに貢献す
る新製品、新技術の創出、カーボンニュートラルな企業活動
の取り組みなど個々に行われている活動を会社全体で目
標を掲げ評価して行こうという取り組みです。

●貴社の取締役会は3分の1超が社外の方で構成されてい
ます。どんなに豊富な経験や資質を備えた社外取締役であっ
ても具体的な経営情報については社内執行取締役とは情
報格差があると思うのですが、そのような状況で成長戦略
に掲げた目標達成のためにガバナンスの仕組みをどう活
用したいと考えておられますか。

逢坂 ：社外取締役と執行の間に情報の非対称性があるこ
とはとても重要な視点と考えています。私見ですが、社外取
締役が機能している会社と、していない会社の違いは2つあ
ると考えています。まず社外取締役として自社の企業文化
に共鳴できる最適な人材を採用できているかどうか。次に
バックグラウンドが異なる社外取締役に対して執行がこれ
を埋める努力をしているかどうか、の２つです。後者につい
て石黒と私で議論をし、取締役会に決議事項を上程するだ
けではなく事業部長や機能長がしっかりと中期計画を説明
するとともにその課題の取り組みや進捗を定期的に説明す
る機会を設けています。
事業部長ともなると、ある意味ベンチャー企業クラスの社
長に相当します。彼らが考える事業のアイデア、価値の作り
方をコマーシャルバリューなどの目標設定を含め、事業計画
という名のもとに自律的に表現してもらうことにしました。

度に留まっています。
社長の石黒も、特徴ある事業に集中することで進化する市場
のニーズに真に応えることが企業の責任であり「アセットの健
全性」、その規律は外せないと考えています。そのような考え
で「Value Creation 2020」ではアセットバリューの向上を2つ
目の柱としました。特に社外取締役は株主の視点を持ってい
ることから、資産効率の向上という視点から事業部を厳しい
競争環境の中で勝ち抜けるように鍛え、筋肉質にするための
コーチングも期待しています。それにより自律的に事業の選
択の感度を高めて資産効率を追及しROEやROAを向上して
いくことを全社を挙げて進めて行きます。

●今回初めて中期経営方針の柱のひとつとして位置付けられ
たソーシャルバリューについての自己評価は如何でしょうか。

逢坂 ：事業と社会の持続可能性との結びつきを一層強化し
ていくという決意を示したソーシャルバリューは、サステナブ
ルで透明性の高い経営の実現を目指すものです。近時のト
レンドでESG3やSDGs4が話題になっていますが、外部機関の
評価では当社の現在の評価は他社に比べて低かったので
す。中期経営方針ではソーシャルバリューも高めていく方針
である反面、説得力のあるKPIを十分に作りこみ、外に向かっ
て明示していなかったことが分かりました。高い評価を受
けている会社はそこにしっかりとした取り組みがあり、それ
がステークホルダーに理解されているという認識に至り、こ

事業主として成長を実現したいならその成功
要因をしっかり備えていることを取締役会に
説明できる説得能力が必要である。
アクセルもブレーキもハンドルも成長のため
には全部必要な要素であり、それがすべて
取締役会での議論の場にはあるのだから

当社は「Value Creation 2020」で資産効率の
向上によるアセットバリューも追いかけて
いきます。取締役会には、アセットバリューの
向上で事業部を鍛え筋肉質にするための
コーチングも期待しています。
さらに、ソーシャルバリューの追及を
明確に掲げ、トップから現場の一線まで
その本質を見つめなおして行きます

5 QDC：Quality（品質）、Delivery（納期）、Cost（コスト）

3 ESG：環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）
4 SDGs：持続可能な開発目標。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030
年までの国際目標をいう
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実感しました。結局、対象事業について、当社が取得した時の
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れからはその取り組みを深くしていこうと考えているところ
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歴代社長は、ある人は技術、ある人は戦略
というように、それぞれ流派は違うけれど、
一貫しているのは「創造によって文化、産業に
貢献する」という想い。その想いを社外取締役
と共鳴できることは喜びです

に他社に勝てる優位性があるのかを自信を持って説明でき
るよう計画を作り込んで下さいと言っています。
取締役会の役割について、執行がアクセルを踏めるよう適切
な環境整備をするだとか、執行の暴走を止めるブレーキとな
るべきだといった話もありますが、アクセルもブレーキもハ
ンドルも成長のためには全部必要な要素であり、それがす
べて取締役会での議論の場にあると考えています。当社の社
外取締役は、企業経営の経験者がほとんどですから、取締役
会は非常に高い次元での経営判断を行う場であると認識し
ています。したがって、社外取締役が納得する説明ができる
かどうかは重要な視点です。その意味で執行と監督が健全
に対峙していることが重要だと思います。

●「創造によって文化、産業に貢献する」という精神が貴社
に浸透し、その創造・成長に向けて活発化しているというプ
ラス面と、それを広く許容してきたことで資産効率が十分で
はないとの認識をトップがお持ちであり、それらを変革しよ
うとの想いが「Value Creation 2020」に込められ、ロジッ
クツリーを活用して実行されていることが理解できました。

逢坂 ：はい、当社には昔から「企業は道場である」という考
えがあります。企業は創造的価値の追求を通じて人間を陶
冶する道場だという考えです。このような場であり続けら
れるよう、経営会議や取締役会において本音の討議ができ
る文化を絶やさない工夫や努力を継承していきたいと思
います。

そのために社外取締役がロジックツリーの枠組みでその事
業投資の理解を深め、事業部を一層鍛え筋肉質にするため
のコーチングをお願いしたいと考えています。
また、最終的に会社を持続的に成長させていくには人を鍛
える必要があります。取締役会は株主の代表ですから、事業
主として投資を認めて欲しいなら、自分の成長戦略を株主
に直接語り、取締役会のコンセンサスが得られるよう、しっ
かりした準備と自信を持って臨むよう伝えています。そもそ
もこの事業の価値は何か、なぜここで成長できるのか、どこ

●創業の精神であるDNAを承継し続けることこそが経営の
ショートターミズムを防止することにつながると考えます
が、最後に貴社の社是が行動につながる理念として承継さ
れてきた背景についてのお考えをお伺いできませんか。

逢坂 ：単純に表現しますと、社長および経営幹部がTDKの
DNAを語り継ぐストーリー、それに裏付けられた行動では
ないかと思います。TDKの歴代社長は「創造によって文化、
産業に貢献する」という初代社長の齋藤憲三の想いを明確
なストーリーとして引き継ぎ、想いを行動で示してきました。
初代社長の齋藤は立志伝中の人物で、彼自身100の起業を
したといわれています。要はベンチャーの起業を99回失敗
した。その99の失敗がフェライトの工業化という最後の彼の
チャレンジのためのエネルギーにすべて凝縮され、それが
人を惹きつけたのだと思うのです。
磁性材料のフェライトは東京工業大学の加藤与五郎博士と
武井武博士による日本のオリジナルな発明です。そのフェラ
イトの工業化を目的に1935年に設立されたのが現TDKで
す。加藤博士の「日本人による独創性のある工業を育てな
ければならない」という言葉に共鳴して、フェライトコアの
製 品 化 に成 功したのが齋 藤 だということは 、A n n u a l  
Reportでも紹介していますが、その道のりは厳しいものでし
た。パテントを持っていた2人の博士からも「齋藤君、なんで
我々の大事なフェライトの工業化権を君に託さないといけ
ないのか」というところから議論が始まって、最終的に齋藤
の熱意に押されて無償で彼に託します。
当初は資金繰りにも苦労したようです。99回失敗したうちの
1つがアンゴラウサギの毛織物事業で、一度は成功して鐘淵
紡績工業との取引が始まっていましたが、最終的にはウサ
ギが疫病にやられて失敗します。でも、その時の齋藤の熱意
ある仕事ぶりが当時の鐘淵紡績工業の津田信吾社長の目
に留まり、フェライトの製品化にあたり個人の私財を提供し
てくれます。津田社長は、これは返さなくていいお金だから、
思い切りやってくれというのです。それを引き出した齋藤の
熱意もさることながら、それを受け入れた津田社長の懐の
深さに感銘を受けます。
齋藤が病院のベッドで受けた最後のインタビューの音源が
あり、加藤博士と議論した時の話を生 し々く語っていて、齋藤
が「日本の工業を発展させたい」といったら、加藤博士が「齋

藤君、日本のどこに工業があるのだ」というのです。「先生、
何いっているのですか。煙突がいっぱい立って、煙も出てい
るじゃないですか」と齋藤が答えると、「日本の技術ではない
技術で煙突から煙を出している工場を俺は日本の工業とは
呼ばない」「日本の技術で創造してこそ国が潤っていく。それ
を日本の工業と呼ぶのだ、馬鹿者」と叱られたと言うので
す。これだけを文字にしてもそれぞれの登場人物の想いは
伝えきれないかもしれませんが、ここに登場した４人の先駆
者たちの想い・熱意の量には圧倒されます。話していると気
持ちが高ぶります。結局はそういった生きた話・ストーリー
と、それを心で受け止める社長・トップの度量、そして行動
し、最後は結果で示すことが、TDKのDNAを継承していく上
で重要ではないでしょうか。

●こういった想いは、海外で事業を買収した先でも伝わり、
浸透していますか？

逢坂 ：確実に伝わります。買収した会社のメンバーにそのよ
うなストーリーを伝えるとみんなの目が輝きます。新たに参
画してきた中国やアメリカのベンチャーはそういう実話・ス
トーリーは自分たちの精神にフィットするのでしょうね。この
会社面白いじゃないかと。
このような創業の精神をグローバルに浸透させることも含め
て、やっぱりトップの想いだと思うのです。歴代の社長が結局
そういう想いをもって、行動し、発言しているかどうかです。

Corporate Strategy

“Value Creation 2020”
電子部品事業を軸足に

市場の求めるソリューションで大きく飛躍する

売上高 1兆6,500億円

Commercial Value
Execute Growth Strategy

営業利益率 10%以上
ROE 14%以上
設備投資（3年間） 5,000億円

Asset Value
Improve Asset Efficiency

サステナブルな企業活動で
社会に貢献する

Social Value
Enhance Enterprise Value

出所：TDK株式会社 2018年5月18日開催 IRミーティング 2019年3月期 会社説明会資料より
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を日本の工業と呼ぶのだ、馬鹿者」と叱られたと言うので
す。これだけを文字にしてもそれぞれの登場人物の想いは
伝えきれないかもしれませんが、ここに登場した４人の先駆
者たちの想い・熱意の量には圧倒されます。話していると気
持ちが高ぶります。結局はそういった生きた話・ストーリー
と、それを心で受け止める社長・トップの度量、そして行動
し、最後は結果で示すことが、TDKのDNAを継承していく上
で重要ではないでしょうか。

●こういった想いは、海外で事業を買収した先でも伝わり、
浸透していますか？

逢坂 ：確実に伝わります。買収した会社のメンバーにそのよ
うなストーリーを伝えるとみんなの目が輝きます。新たに参
画してきた中国やアメリカのベンチャーはそういう実話・ス
トーリーは自分たちの精神にフィットするのでしょうね。この
会社面白いじゃないかと。
このような創業の精神をグローバルに浸透させることも含め
て、やっぱりトップの想いだと思うのです。歴代の社長が結局
そういう想いをもって、行動し、発言しているかどうかです。

Corporate Strategy

“Value Creation 2020”
電子部品事業を軸足に

市場の求めるソリューションで大きく飛躍する

売上高 1兆6,500億円

Commercial Value
Execute Growth Strategy

営業利益率 10%以上
ROE 14%以上
設備投資（3年間） 5,000億円

Asset Value
Improve Asset Efficiency

サステナブルな企業活動で
社会に貢献する

Social Value
Enhance Enterprise Value

出所：TDK株式会社 2018年5月18日開催 IRミーティング 2019年3月期 会社説明会資料より
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が持っていたらいいと思います。経営幹部が孤高に危機感
を全身で受け止めて、考え抜き施策を講じる、社員はその背
中を見ながらこの会社は課題を乗り越えると感じる。そのよ
うなトップや経営幹部の行動が、自然と危機感の醸成と共
有につながっていくものだと思っています。
やはり社員にはまず第一に躍動感を持たせることができる
ようなトップがずっとバトンを引き継ぐということが重要だ
と思います。振り返って見れば、当社の歴代社長は、ある人
は技術、ある人は製造、ある人はマーケティング、ある人は
戦略の達人というように、それぞれ流派は違うのだけれど、
ひとつだけ一貫して同じ色なのは、「創造によって文化、産
業に貢献する」という想い。そこだけは何も変わらない、ぶ
れていません。そして、取締役会からの厳しい問いかけは、
当社のベンチャー精神を後押ししようとの想いに端を発す
る貴重な助言であると心得ています。私たち執行は、社外取
締役が当社のカルチャーを深く理解してくれており、執行と
一心同体であることを強く実感しています。それを執行とし
て本当にありがたいと感謝しています。

●創業の精神でもある貴社の経営理念が貴社に浸透し、そ
れに立脚する貴社のカルチャーを取締役会のメンバーが
深く理解してくれていることが、執行と監督を一心同体とい
う絆で結び付けられていることが伝わってきました。その信
頼があるからこそ、執行と監督が両輪となって、組織に躍動
感が浸透され、事業部もコミットする「Value Creation 
2020」を結実させ、機能させているということが理解できま
した。
本日はありがとうございました。

●先駆者たちの想いや熱意といった前向きのパッションが
重要だということですね。一方で、危機感の醸成ということ
も言われますが、貴社ではどのようにお考えでしょうか。

逢坂 ：どの会社の創業者も、お客さまに本当の満足、新た
な経験をお届けしたいとの想いで事業を成長させてきたの
だと思いますが、トップから突然ROEが足らないといわれて
も社員の心に火は付かないし、何をしたらよいのか、次の
行動にもつながらないでしょう。つまり、危機感は経営幹部

取締役会は株主の代表ですから、事業主として投資を認めて欲しいなら、
自分の成長戦略を株主に直接語り、取締役会のコンセンサスが得られるよ
う、しっかりとした準備と自信を持って臨むよう伝えています。当社の社外
取締役は、企業経営の経験者がほとんどですから、取締役会は、非常に高
い次元での経営判断を行う場であると認識しています。したがって、社外取
締役が納得する説明ができるかどうかは重要な視点です。その意味で執行
と監督が健全に対峙していることが重要だと思います
逢坂　清治 氏

逢坂　清治 氏
TDK株式会社
取締役 専務執行役員

1982年４月TDK株式会社入社。経営企画担当部長、TDK-EPC Senior Executive Vice President & COO、
電子部品営業本部長を歴任。戦略本部長（現任）兼人事担当を経て、2017年6月より現職。経営企画・広
報・取締役会室を統轄する部門の責任者としてTDK株式会社の事業戦略の立案及び実行に取り組む。

有限責任監査法人トーマツ パートナー 北爪　雅彦

パートナー 庄司　芳彦

パートナー 高津　秀光

マネジャー 神野　敬司

聞き手

話し手

左から、トーマツ高津、TDK株式会社 藤原氏、逢坂氏、トーマツ北爪、庄司、神野
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