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2014年、テクノロジー業界におけるM&Aの展望につ

いては様々な意見がある。今後１年間でM&Aの増加

に繋がる動向が確認されている一方、その見通しを阻

む要因も存在しており、一部では「横ばい」や「下落傾

向」を予測するアナリストもいる。

テクノロジーによって世界の様々な産業が今後も急速

に変わり続けるという点に異論はない。例えば、世界

各地でインターネットアクセスが整備され、それに

伴ってモバイル端末に代表される新たなアクセスデバ

イスが普及している。また、ソーシャルメディアの台頭

によりユーザー発信コンテンツが急増し、消費者間の

結び付きも強くなっている。こうした変化が新たな市

場を生み、テクノロジー企業は、M&Aを通じた4つの

主要領域、「事業規模」「クラウドサービス」「モビリ

ティ」「ビッグデータ」における、消費者・市場ニーズの

対応に迫られている。

テクノロジー企業は、市場ニーズの変化をうまく捉え、

バリューチェーンにおけるシェアを守るために急速な

事業規模拡大を試みているが、成熟市場と成長市場

では戦略を異にする。半導体やハードウエア（サー

バー、PC、タブレット）などの成熟市場では、事業規模

や市場適合性、コスト構造に焦点を合わせた水平統合

が進んでいる。東京エレクトロンとアプライドマテリア

ルズの経営統合は、その典型事例である。一方、成長

市場におけるM&Aは、新規市場への参入、製品・ソ

リューションギャップの解消、研究開発（R&D）の加速

などを実現する手段となっている。例えば、シスコシ

ステムズはソースファイアを買収してセキュリティ分

野への関与を深め、マイクロソフトはノキアの携帯端

末事業を買収した。市場の成熟度合いにあわせて、今

後も企業統合の必要性に起因したM&Aが続くものと

予想される。

2009年には590億ドルであったクラウドサービスの

世界市場は、2014年に1,490億ドルへと拡大が予想

される。1 これは、インターネットユーザーの増加とグ

ローバル化により、膨大なデータを複数の場所やデバ

イスから、管理・保管・アクセスする必要が生じている

ことに起因する。また、今後5年以内には、ユーザーが

システムを管理するオンプレミス型ソリューションか

ら、オンデマンド型クラウドサービスへと移行し、ユー

ザーが必要とするソフトウエア機能だけを配布し利用

できるSaaS（サーズ）が業界標準になると予測され

る。IDCによるとSaaS関連の買収は、過去20カ月間

に170億ドルであったのに対し、今後20カ月間で250

億ドルまで増加する見込みである。IT市場における数

多いセグメントの中で、クラウドサービスが競争の中

心となった今、生き残りをかけるIT企業にとって、「ク

ラウドDNA」を組織内に取り込み、クラウドサービス

のプラットフォームと顧客基盤を強化することが直近

の課題となっている。2

モバイル技術の進化により、消費者の情報収集と利用

は自由度を増し、ユーザーがメディアやブランドに直

接アクセスして行うオンライン取引が急増している。

モバイル決済の技術も進化し続けているため、今後も

多くのM&Aが生じると予想される。大手テクノロジー

企業のシェア拡大に向けた動きもまた、そういった変

化を後押ししている。ガートナーの推計では、2012年

に1,630億ドルであったモバイル決済額は、2017年

に7,210億ドルまで増加し、年平均成長率35％を記

録する見込みである。3

未活用データの実用的分析は、急速に進む「ビッグ

データ」活用の鍵となる。各方面からデータを収集し、

精度の高い予測モデルの構築に成功した企業の事例

も増えている。これらの企業は、ITケイパビリティ強化

を目指す企業にとって格好の買収ターゲットとなり得

る。またデータ量の増加に伴って、高度なセキュリティ

ソリューションに対する需要が高まるとも考えられる。

上述のようなM&Aに前向きな動きがある一方で、不

透明な消費支出、売上ならびに成長率の鈍化、魅力的

な買収ターゲットの不足、アメリカ経済の停滞、中国

やヨーロッパ、中東、アフリカ地域ならびにBRICs諸国

の全般的な経済成長スピードの低下など、様々な要因

が今後1年間のM&Aにマイナス要素となり得る。そ

の中でも、テクノロジー企業は2014年のM&A戦略

策定に際し、これから述べる10項目に特に注目すべき

である。

概要
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2014年、売上高成長率の低下と余剰資金の増加を背

景に、大手テクノロジー企業が件数と取引金額の両面

でM&A活動を活発化すると予想される。

件数
2013年にはテクノロジー部門の中でもソフトウエア、

ITサービス、インターネット並びにe コマース、ハード

ウエアという4つのサブセクターにおけるM&A件数

が、前年に比べて3.6％増加した。4 しかし様々な視点

から検証すると、この4つのサブセクターのLTM（直近

12ヶ月） EBITDAは異なる傾向を示している。例えば、

ITサービスとソフトウエアが増加あるいは横ばいであ

るのに対し、インターネット並びにeコマース、ハードウ

エアは下落傾向にある。

また、各サブセクターの平均取引金額は対前年比で

増加している。5 その主要因は、買収価格が10億ドル

を上回る「メガディール」の増加である。なかでも変

化が激しいのはハードウエアセクターであり、買収件

数は前年の2倍以上に達している。6

一方で2013年に実施されたソフトウエア関連のM&A

件数は、前年比5.6％減の1,080件7 だが、公表されて

いる買収金額は前年の約472億ドルから16.2％増加

し、約548億ドルとなっている（図1）。8 ソフトウエアに

おける 代表的な買収事例を以下に挙げる。

• ヘルマン&フリードマン、アプライドシステムズを

18億ドルで買収と11月に発表

• シスコシステムズ、ソースファイアを24億ドルで買

収と7月に発表

• ノキアはノキア シーメンス ネットワークスとの合意

により7月に株式の50％を22億ドルで取得

• ベインキャピタル・パートナーズ、BMCソフトウエア

を69億ドルで買収すると5月に発表9

2013年、ITサービスのM&A件数は、前年比4.7％減

の726件10、公表されている買収価格総額は、前年の

約137億ドルから2.4％減少して133億ドルとなって

いる（図2参照）。11 2013年のITサービスにおける高

額取引案件の事例を以下に挙げる。

• ペイパル、ブレインツリー・ペイメント・ソリューショ

ンズを8億ドルで買収と9月に発表

• トーマス・H・リー・パートナーズ、コンピュコムシス

テムズを11億ドルで買収と4月に発表

インターネット及びe コマースのM&Aも活況が続き、

特にIBMやヤフーをはじめとする大手企業による積極

的な買収の動きが目立った。2013年の平均買収価格

は、前年比36.1％増の1億100万ドル12、件数も前年

比14.0％増の1,470件を数えており、公表されてい

る買収価格総額は前年の約205億ドルから59.7％増

加して約328億ドルに達した（図3参照）。13 インター

ネット及びeコマースにおける高額案件の事例を以下

に挙げる。

• ヘルマン&フリードマン、11月の合意によりスカウト

24ホールディング株の70％を21億ドルで取得

• IBM、6月の合意によりソフトレイヤー・テクノロジー

ズを20億ドルで買収

• セールスフォース・ドットコム、エグザクトターゲット

を24億ドルで買収と6月に発表14

1. M&A件数と取引金額
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図1： 【ソフトウエア部門】　公表済M&A案件の平均買収価格
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Source: Capital IQ with information compiled by Deloitte Corporate Finance LLC 
(www.investmentbanking.deloitte.com).
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図2： 【ITサービス部門】　公表済M&A案件の平均買収価格
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図3： 【インターネット及びeコマース部門】　公表済M&A案件の平均買収価格
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ハードウエアのM&A件数は前年の24件から60件に

急増し、公表されている買収総額も前年の9億ドルか

ら514.1％増の56億ドルへと大幅に増加した（図4参

照）。15 代表的事例を以下に挙げる。

• コッホインダストリーズ、モレックスを69億ドルで買

収と9月に発表

• マイクロソフトインターナショナルホールディング

ス、9月にノキアの携帯電話事業を50億ドルで買収

• シルバーレイクパートナーズ、2月の合意によりデ

ル創業者マイケル・デルが所有する株式の84.57％

を205億ドルで取得16

買収価格
テクノロジー業界の収益は2010年以降急増している

が、投資家の評価指標の一つとされる株価収益率

（PER）の対前年比は下落を続けている。2010年から

2013年の平均PERを不況前の2004年から2007年

におけるS&P500テクノロジーインデックスを比較す

ると、24倍から14倍まで低下しており、業界全体の低

迷を反映している。17

テクノロジー業界の主要サブセクターであるソフトウ

エア、ITサービス、インターネット及びeコマース、そし

てハードウエアの中でも買収価格が最も高額な事例

は、従来型のビジネスモデルよりも、クラウドサービス

を扱う企業を対象としたときに多く見られる。ライセ

ンス商品の販売を主軸とする企業には同社収益の3

～4倍の評価額がつくことがあるが、同様のソリュー

ションをクラウドで提供する企業の評価額は6～8倍に

まで膨らむことがある。なぜなら、クラウドサービスを

基盤とするビジネスモデルは、事業規模の判断が容易

だからだ。定期課金制のビジネスモデルを採用してい

る場合、顧客とは1年あるいは複数年の契約を結んで

いるため、ライセンス販売と比較して売上や利益、そ

してキャッシュフローの予測が容易となる。一般的に

売上見通しの透明性が高く、利益変動も小さいため、

結果として投資家から高い評価を獲得しやすい。

しかし買収価格の高騰は、場合によってはリスクを伴

う。社内のR&Dを強化し、新規サービスの投入を急い

でいる企業が多い市場では、実際の価値以上の金額

を払う買い手が現れる。収益が上がらない買収を行っ

た場合、アナリストから「2年前に高値で買収した企業

の現在のROIは？」などと問いただされる。M&Aを順

調に行う企業がある一方、このような失敗をおかす企

業も多数存在している。
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投資家はテクノロジー企業がM&Aや革新的な成

長戦略に資金を投じることを歓迎する。実際に成

長企業のIPOは人気を集め、グーグルやフェイス

ブック等、業界を牽引する企業にはプレミアムが

ついている。18 M&Aに成功している企業は、価

値創出や市場への情報発信を継続的に行うこと

で他社との差別化を進めている。戦略的投資に

よって、企業成長を確実に実現できることを市場

に示し、企業価値の損失を最小限にする施策を実

行することが重要なのである。

図4： 【ハードウエア部門】　公表済M&A案件の平均買収価格
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2008年から2009年の景気低迷期に、テクノロジー

企業は売上高成長率よりも収益性やキャッシュフロー

を優先してきたと考えられる。組織のスリム化によっ

て大幅に利幅が上昇し、最高益を生み出した企業は多

いが、2桁台の売上増加率を達成した事例はほとんど

ない。結果的に不況脱却後の2012年、テクノロジー

企業が保有する資金総額はアメリカの非金融部門の

現金総額（短期ならびに長期投資を含む）の41％とい

う異例の高さに達した。19 しかもM&Aの動きは急激

に鈍化し、成長戦略として買収に投じた現金資金総額

に占めるM&Aへの投資比率は、2005年～2008年

の平均18％から2009年～2012年には平均11％ま

で落ち込んでいる（図5参照）。20

テクノロジー業界はM&Aの抑制や経費削減を通じて

現金を確保することにより短期的な安定を確保したも

のの、それが後に売上高成長率の低下や株価の下落

という課題をもたらした。今後、マクロ経済の圧力と

投資家からの成長期待に応えるには、「キャッシュリッ

チでありながら、お粗末な成長戦略を選択する」と

いった道は歩めない。21 おそらく2014年のテクノロ

ジー業界では、成長に向けた現金投資が加速し、

M&Aをはじめとする提携合意が顕著になると予想さ

れる。

潤沢な現金に反比例してPERが下落傾向にあるテクノ

ロジー業界の現状に落胆した投資家は、余剰資金の投

資先として株主価値の向上に動く成長企業に目を向

けつつある。その代表的な投資手法は、自社ケイパビ

リティへの投資を通じたビジネスの有機的拡大、企業

買収を通じた外部技術の取り込みによる実質的ある

いはイメージ的な製品ギャップ解消並びに市場投入ス

ピードの改善、そして断続的な自社株買いや配当金の

増額による株主への直接的な現金還元などである。

成長戦略を実現するため積極的にM&Aを活用する機

運は高まっており、流動性の高い資金市場や過去10

年間で最も強気と評される株式市場、大型投資に対

する低い金利などがそれを後押しする。企業によって

買収スタイルは様々であり、既存の大手企業は新興・

中堅企業を買収して自社ポートフォリオ、人材、技術力

など、全面的なケイパビリティの向上を図っている。

また、プライベートエクイティ（PE）も積極的に資金を

集めてM&A市場への投資に乗り出している。この環

境下にいて、継続的な収益を把握し易いSaaSに対す

る注目度は高い。

最近の買収では、コンバージェンスやソフトウエアを

主軸としたイノベーションを活用して売上高を拡大す

る手法が注目されており、特定領域・サービスでの成

長を目指す企業が増加する傾向にある。

2. 売上高成長率の重視

図5： 現金資金総額に占めるM&Aへの投資比率 
2002年～2012年のテクノロジー業界

Source: Deloitte Analysis; Underlying data sourced from Capital IQ
（注：M&Aへの投資比率＝現金資金総額に占めるM&Aへの投資比率＋短期投資） 
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ハードウエアメーカーのソフトウエア企業買収のよう

に、ビジネスモデルが異なる企業を買収する際に留意

すべきは、過去の成功体験が再現できるとは限らない

ことである。ハードウエアとソフトウエアでは市場開

拓、価格、販売などにおける戦略が大きく異なり、買収

によって合併した複雑な組織を融合し、両者の長所を

活かさなければ、シナジー効果による成功は期待でき

ない。最近では合併後に向けた斬新でユニークな組

織やガバナンスモデルも生まれつつある。ハードウエ

ア大手のデルがソフトウエア企業クエストを買収し、ソ

フトウエア分野の大幅な強化を図ったケースでは、デ

ルは様々な統合手法を活用した。単にクエストを自社

組織内に取り込むのではなく、ソフトウエア・オペレー

ション部門を設立し、裁量権を与えることで成功に導

いた。

テクノロジー業界における競争は熾烈であり、混沌と

した情勢に変わりはない。技術進化のスピードが加速

し、常に組織内外のイノベーションを実現しなければ

生き残れないというプレッシャーを受けている。事業

領域を広げ、売上拡大を目指す大企業は、次にイノ

ベーションを起こす企業に注視する必要がある。幸い

にも、そういった次世代技術を担う新興企業や優良な

スタートアップ企業が常に求められる環境がM&Aに

よって作られているのである。

積極的な売上拡大を図るため、2014年はコスト

削減よりも成長戦略が重視される可能性が高い。

コモディティ化が進むハードウエア分野では利益

率の増加は期待できず、コンバージェンスやソフ

トウエアを主軸としたイノベーションを活用した

成長・利益率改善が期待される。成長に向けた買

収では、自社技術の重複や新たなビジネスモデ

ルの構築が発生するため、従来のビジネスモデル

と適切に融合させる作業が不可欠となる。その

ためには緻密な統合戦略が必要となり、新規ビジ

ネスのオペレーション、将来に向けた指針、貴重

な資源（人材、資金、時間）についての明確なビ

ジョンが必須となる。
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急激な技術革新とデジタルチャネルの影響拡大が、テ

クノロジー、メディア、テレコミュニケーション（TMT）

領域におけるM&Aによるコンバージェンスを引き引

き起こすだろう。その結果、複数のテクノロジーや事

業領域を融合した新たなビジネスモデルが次々と誕

生すると予測される。

M&Aには大きく2つのトレンドが見られる。

1) テクノロジー、メディア、あるいはテレコミュニケー

ション企業として創業した企業が、市場の変化に合

わせて事業領域の融合を加速するケース。例えば

アップル社はハイテク企業だがメディアやテレコ

ミュニケーション部門を擁している。

2) 創業時から テクノロジー、メディア、テレコミュニ

ケーションの複合ビジネスを行っていた企業の規

模が拡大、影響力を強めるケース。その顕著な事

例であるグーグルの場合、ソフトウエア、ハイテク、

メディア、テレコミュニケーションのコンバージェン

スを推し進め、各分野のケイパビリティを結集し、

M&Aを通じて今の巨大企業へと成長しており、

2014年にはさらにホームエレクトロニクス企業の

ネストラボ社を買収している。22 同様にマイクロソ

フト社も、2013年9月にノキアの携帯電話事業の

買収を発表している。23

TMT領域において戦略的買収を検討している企業や

プライベート・エクイティの多くは、小売り決済分野に

高い関心を寄せている。この5年間でオンライン決済

ソフトビジネスは急成長し、売上は年平均成長率で

30％も伸びている。24 これはオンライン市場の急速

な拡大とオンラインショッピングの利便性向上に起因

している。25 最近では、プライベート・エクイティの

トーマ・ブラボーがインテュイットの決済部門を買収

し、4カ月後に60％近いプレミアムをつけてNCR社に

売却した事例もある。26

急速な技術革新によって新たな技術も続々登場して

いる。特定市場向けのモバイル決済アプリ、デジタル

やモバイルのウォレット機能、近距離無線通信（NFC）、

クラウド型POS、QRコード、ロケーションベースの

ターゲット広告やロイヤルティプログラムなどがその

良い例である。

これらの技術はPOSやオンラインプラットフォーム、

C2BやP2P取引、新たな支払い方法（バーチャルプリ

ペイド、キャリアによる直接決済）に組み込まれた上で

様々な業種と融合している。この結果、モバイル決済

市場は更に変貌し、具体的な成長予測も可能となって

きている。ガートナーの試算によると、2017年に全世

界のモバイル決済ユーザーは4億5,000万人を超え、

決済総額は7,210億ドル以上となり、27 2012年から

2017年にかけてのユーザー数と決済額の年平均成

長率は、それぞれ18％、35％となる。28

そのため今後も多くの企業がモバイル決済関連の買

収を模索する可能性が高いと考えられる。

今後のM&Aトレンドに繋がる可能性が高い領域は、個

人所有の端末を業務に持ち込む「BYOD（Bring Your 

Own Device）」の広がりである。IT分野の「コン

シューマライゼーション」（企業向けソリューションに消

費者向け商品が浸透する状況）が進み、企業のイノ

ベーションや事業部門のコンバージェンス、M&A増加

なども予想される。自分好みのデバイスやアプリケー

ション、そしてクラウドサービスなどを使いたいという

従業員の要望が、グローバルな動きを主導する。29  

このことから、今後のバックエンドシステムは、あらゆ

るデバイスに対応する必要が出てくる。

BYODデバイスの稼動数は、2013年の1億9,800万

台から2016年に2倍以上の4億500万台まで増加す

ると予想され、30 一般に使用されるデバイスは、タブ

レット（企業での平均導入率54％）、スマートフォン（同

34％）、PC（企業の14％が2台目PCの個人使用を容

認している）と推測される。31

3. コンバージェンス
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ガートナーのデータでは、2016年には従業員へのデ

バイス提供を中止するとした企業は38％である。一

方、BYODの対応予定が一切ないとした企業は15％

に留まる。32 シスコ社のインターネットビジネスソ

リューショングループの試算によると、アメリカ企業が

BYODによって削減できる金額は、従業員1人あたり

年間3,150ドルにのぼり、通話並びにデータ通信費が

平均1,700ドル減少、また生産的な労働時間が1週間

あたり37分増加するとされている。33 生産性の増加

を除いても、従業員は所有するスマートフォンやタブ

レット、そしてアプリなどを常に自ら最新に更新するの

で、企業側はハードウエア、ソフトウエア、通信機器、

サポートといった経費を削減できる。

また、TMT領域と他業界とのユニークなコンバージェ

ンスも生まれており、TMT領域以外の企業による買収

の動きも見られる。これは医療用機器から自動車メー

カーまで、様々な業界の製品に高度なソフトウエアが

搭載されるケースが増えているためであり、自社組織

内でのソリューション開発よりも、高い専門性を持つ

ソフトウエア企業の買収が選好されている理由でもあ

る。だが業界を越えた買収には、異なるビジネスモデ

ルの融合や、合併によって誕生する新たな企業運営

等、業務の複雑化が予想される。

TMT領域や他の業界における大幅なコンバー

ジェンスが進みつつある。大企業はTMT関連の

新興企業やスタートアップ企業の買収によって、

画期的なイノベーションや事業領域の拡大、これ

まで手がけたことのない地域、産業分野への参

入、収益構造などを視野に入れている。M&Aは

新規市場への参入スピードを加速するとともに、

将来の事業戦略の選択肢も拡大する。急激な技

術変化が進む状況下では、2年後の業界予測すら

困難を極め、5年後の将来を予見することなど到

底不可能と言える。リスクを回避するために、商

品や技術力で次代のヒットを狙うことが可能なス

タートアップ企業の「青田買い」を目論むテクノロ

ジー企業も現れている。だが業界を越えた買収

が増加するなかで、コンバージェンスを伴うM&A

プロセスの複雑さも忘れてはならない。売上や

ビジネスモデルが異なる企業買収ならびに統合

は容易ではなく、買収初期段階での戦略策定が

求められる。
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増加を続けるテクノロジー業界のM&Aは、買収側に

とって成長機会を捉えて収益に繋げることを意図して

いる。特に買収価格が高額な案件において速やかに

価値を引き出し、株主や投資関係者のROIに対する期

待値に応えることは重要である。

買収費用の早期回収を図る戦略的買収で注目される

のは、「クラウドコンピューティング」、「モビリティ」、

「ビッグデータ」という3つのトレンドである。

クラウドコンピューティング
クラウドコンピューティングのグローバル市場は、年平

均成長率30％で拡大し、2020年には2,700億ドル規

模になると予想されている。34 その中でも北米地域

は最大市場であり、2013年から2016年までのクラウ

ドサービスの63％を占めると予想される。35 また、

ガートナーの分析では、広範に利用されるパブリック

クラウドは2011年から2017年にかけて複合年間成

長率17％という力強い成長が見込めるとしている。

2013年に、パブリッククラウド市場は18％拡大して

1,310億ドルに達し、2017年までに2,440億ドルを上

回る見通しである。36 更に法人向けクラウドコン

ピューティングの出現によってSaaSも急成長し、

2014年の法人向けアプリケーション市場全体におけ

るSaaS売上は16％の増加が見込まれる。37

一般的にクラウドコンピューティングは、多様な技術や

データを効率的かつ安価に、様々な業種・規模の企業

に対して提供される。また、ユーザーが月額・年額料

金を支払う課金ビジネスであるため、従来のライセン

ス方式のようにダウンロード数に応じて課金するビジ

ネスモデルとは異なる。

他社業務の一部を専門的に請け負う企業がクラウド

型サービスを導入すれば、初期投資やオペレーション

費用も最小限に抑えられるため、クラウドコンピュー

ティングの成長は続くだろう。クラウド型広告も成長

領域であり、ガートナーが発表したパブリッククラウド

サービスに関する報告書では、市場全体に占めるクラ

ウド広告の割合は、2016年まで年率15％の成長が期

待され、 45％に達するとされている。売上も2012年

の528億ドルから2017年には1,015億ドルへの増加

が予測される。38

大企業もクラウドへの投資に積極的である。例えばア

マゾンは、世界各地に巨大データセンターを構築し

て、中規模企業へのホスティングサービスを提供して

いる。オラクルはクラウド型の統合基幹業務システム

（ERP）、特に人材管理や財務、会計、在庫管理、そして

製造システムなどのアプリケーションに注目している。

他にも大手企業は、次世代ホスティング技術やソフト

ウエアを介して制御するネットワーク、またはネット

ワークにおけるホスティング機能を提供する中小企業

などの買収を検討している。一方でまた旧来のデータ

ネットワークやハードウエア基盤のソリューションを刷

新するために、今後ソフトウエア企業が買収側や買収

対象となる可能性も高いと思われる。

4. 技術トレンド 
（クラウド、モビリティ、ビッグデータ）
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モビリティ
スマートフォン、タブレット、電子書籍端末などスマー

トモバイル端末の2013年の販売額は、前年比20％

増の4,310億ドルに達する見込みである。39 アメリカ

では、25～34歳のモバイルユーザーの62％がネット

接続可能なスマートフォンを所有している。40

新たなモバイル端末やソフトウエアの普及によって、

コンピュータの利用シーンやユーザー同士の繋がり

方が劇的に変化しており、同時に、情報の管理、収集、

端末並びにコンテンツの安全性確保などにおいてシ

ステム上の課題も生じている。eコマース企業の場

合、携帯電話、タブレット、PCといった全デバイスで利

便性が高いサイトを構築する必要性があり、また商品

購入に伴った個人情報や決済情報の安全性確保も求

められる。また、スマートフォンやタブレット端末への

移行スピードが予想以上に速く、PC市場で苦戦する

企業もある。レノボがモバイル製品で世界的に有名

なモトローラをグーグルから買収すると発表したのも

そういった背景に起因するものと考えられる。41

ビッグデータ
ビッグデータを活用したビジネスアナリティクスは、

リーディング・カンパニーの重要な差別化戦略になり

つつある。この技術を活用して、各社は企業業績、商

品または利益率を改善させている。IDCの推計では、

2014年のビッグデータ関連技術やサービスへの支出

額は、前年から30％増加して140億ドルを上回り、ビッ

グデータの解析スキルに対する需要も急速に高まる

見込みである。42 中小企業の多くはクラウド型プロバ

イダーのビッグデータを活用しているが、金融業界は

多くの市場データを収集して精度を高める必要があ

り、また予測モデルを構築して、将来展望や事業見通

しを立てる必要があるため、企業規模を問わずビッグ

データのニーズが全体的に高い業界であると言える

ビッグデータは新たな成長機会を生み、データの蓄積

や管理、分析やビジュアル化、データ処理、統合など

において新たなビジネスを誕生させる潜在力を持っ

ている。IDCの報告書では、ビジュアル化、予測分析、

テキスト及び各種メディア分析を提供している企業が

M&Aのターゲットになりつつあるとされている。43 

ビッグデータに特化した事業を行う企業の売上は、

ビッグデータ関連市場の約5％に留まるものの、こうし

た企業こそが過去数年間でビッグデータをIT業界で

最も注目される分野へと押し上げた。また、これらの

企業はデータマネジメントとアナリティクスの体系的

なアプローチを持っているため、当然買収ターゲット

にもなる。44

企業が生き残るためには、成長に向けたエネル

ギーを生産し続ける必要がある。つまり商品・

サービス開発、または買収といった企業行動が不

可欠となる。M&Aは、テクノロジー企業による新

商品の市場投入を加速し、競争優位性を確立す

る手段であるが、更なる売上拡大に向けた施策も

また必要とされる。テクノロジー企業の評価が高

まりつつある現在、買収による売上拡大を実現す

るためには、ディールの合理性ならびに価値創造

につながる要因をM&A初期段階で入念に把握・

調査して明確化すべきである。また、事業戦略と

整合した将来性あるM&Aを基盤とした強力なビ

ジネスモデルを構築し、買収後に利益を生み出す

方法や時期を見極めなければならない。
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新興市場における技術導入やイノベーションの加速

を受けて、クロスボーダーM&Aが増加している。また

2010年以降、大手テクノロジー企業は積極的に国際

的買収を行い事業拡大を図っているが、そこにおいて

注目すべき4つの特徴がある。まず一つめは、アメリ

カへの市場参入を目指す中国やブラジル、さらに日本

企業によるアメリカ企業の買収が増加していることで

ある。例えば日本企業のソフトバンク社は、2013年7

月にスプリントネクステル社の公開株式の約72％を

216億ドルで買収し、45 携帯端末卸売大手ブライトス

ター社の株式57％を12億ドル6,000万ドルで取得し

ている。46 二つめは、従来のようなシリコンバレー企

業ではなく、地域密着型やソーシャル、またはクラウド

技術に特化したイノベーション企業がM&Aの対象と

して加わっている点が挙げられる。イスラエル、ロシ

ア、日本、中国、インド、その他新興市場におけるテク

ノロジー企業の買収価格は先進国市場と比較して低

額である。シスコ社も複数のイスラエル企業を取得し

ている。また、ドイツでもベルリンを中心に次々とイノ

ベーションが起こり、ベンチャーキャピタルを含めた

M&Aが加速している。三つめは、特に小規模な買収

では「買収による人材確保」を目的とした、クロスボー

ダーM&Aが増加傾向にあることが言える。そして最

後に、地理的事業領域の拡大を図るテクノロジー企業

には、完全な買収に比べてリスクの低いジョイントベ

ンチャー等を選択する動きが見られる。

クロスボーダーM&Aでは、事前に合法的な節税可能

性などを検討の上、イノベーションや事業拡大に注力

すべきである。先進国、新興国に関係なく、多くの国

や行政機関が大手グローバル企業の進出に対する優

遇税制や諸施策を用意している。一方、自国外の企業

による買収や知的財産の取得に対しては、納税義務が

発生する場合がある。グーグルは2013年6月にイスラ

エルのウェイズを買収したが、ウェイズが保有する知

的財産をイスラエル国外に移行する権利について、2

億3,000万ドルをイスラエル税務当局に支払う予定だ。

また、グーグルは自社の海外子会社名義でその知的財

産を登録することにより、ライセンス収益に対する課

税が高いアメリカでの納税を避ける方式を採択した。47

クロスボーダーM&Aにおいては、買収相手が極めて

魅力的で、今後も成長が期待できる企業であったとし

ても、複雑な規制や課税、知的財産の保護措置等によ

る障害に直面する可能性がある。また、労働法をはじ

めとする法規制により最適・合理的な買収計画が実現

しない、あるいは実現が難しくなる恐やM&A実施時

期の延期が発生するケースもある。各国の免税期間、

事業計画や投資計画が、所有権変更によって変わる可

能性がある点にも考慮すべきである。更に、国内での

買収に比べて海外企業の買収はかなり複雑になる場

合がある。買収前の市場でうまく機能した文化・ビジ

ネスモデルを尊重し、従業員が安心して活躍できるよ

うな配慮も欠かせない。

海外市場の進出を目的とした初めての買収では、

広い目配りと現地企業のリソース活用、税制に対

する細心の配慮が不可欠である。また「単独」進

出でないオプションも考慮しつつ、利益やリスク

軽減策について検討すべきである。

5. クロスボーダーM&A
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M&Aによって大幅な事業変革を目指すテクノロジー

企業もある。商品や市場の拡大を目指す具体的な動

きとしては、ハードウエアメーカーのソフトウエア市場

参入がある。またライセンス販売やメンテナンス請負

の従来型ソフトウエアメーカーが、迅速導入を可能と

するクラウド型やSaaSサービスに移行するという、異

業種からの新規参入も見られる。例えば新興通信事

業者となったレベル3コミュニケーションズは、建設、

採鉱、情報通信サービスを手がける企業の子会社で

ある。48 また、かつて航空宇宙及び軍事産業を手掛

けていたダナハーコーポレーション社は現在、「科学

技術の最先端企業」であると自らを説明している。49

事業変革においてM&Aの役割が重視されるのは、主

にコンバージェンスに取り組む場合である。絶え間な

い技術革新と、TMT領域における異なるビジネスモ

デルのコンバージェンスが続く状況下で「買収か事業

構築か」の選択に直面すると、広範なR&Dを行ってい

る企業であっても「買収」を選択することが多い。この

選択では、ハードウエア、ソフトウエアと供に開発ス

タッフの獲得も可能となるためである。

近年、大規模な事業変革を促す可能性の高いM&Aを

行う場合、テクノロジー企業は全社的な企業戦略との

整合を図るために、事業部と経営企画部が調達や

デューデリジェンスを共同で実施する傾向がある。ま

た、初期の計画段階では価値創造を重視すると同時

に、M&A完了後のプロセス遂行と効率化に向けた統

合オペレーティングモデルの導入を策定する。

事業変革を目的としたM&Aでは、多様なセールスや

デリバリーモデルを統合し、消費者に与える混乱を最

小限に抑え、競合企業のシェア拡大を阻止するという

難題を解決することが不可欠となる。既存のソフトウ

エア企業がクラウド型ビジネスの買収を検討する場合

であっても、ターゲット企業のビジネスモデルがどの

ように変化し、売上並びに利益にどのような影響が生

じるかを、買収前後を通じて注視する必要がある。さ

らに、会計領域における米国会計基準と国際財務報

告基準との間のコンバージェンス（収束）の動きの広

がりにもかかわらず、収益認識は依然として重要な差

異があるトピックであり、この収益認識に関して米国

基準への変更ができないことの重要度を認識しなけ

ればならない。買収当事者となる企業は１株利益への

影響を、プライベート・エクイティは潜在的な償還へ

の影響を見逃してはならない。

一方で、必ずしも買収後に完全統合が求められるとは

限らない。規模が大きく、オペレーションに違いのあ

る企業間のM&Aでは、買収対象企業のケイパビリ

ティや文化をどのように継承するかで成果が左右され

る。テクノロジー業界では専門的で複雑な買収方法

が増えており、買収対象企業の全機能が買収側に常

に吸収される訳ではない。技術、商品、サービス、販

売、サポートについては買収された企業に自主性や裁

量を与えて独立した事業体として扱い、管理部門業務

のみ統合する方が適切である場合もある。

大規模で、抜本的な事業変革に繋がるような

M&Aと並行して、人材や知的財産の獲得を目的

とした小規模なM&Aも手がける企業には極めて

高いレベルのM&Aケイパビリティが求められる。

また、ハードウエア企業が、顧客にソフトウエアや

サービスを提供するために買収を模索するので

あれば、統合に伴う課題に直面する恐れがある。

一方ソフトウエア企業は、クラウドサービス開発

や導入に向けた買収を模索するケースが多い。

さらに、事業変革を目指すM&Aでは、新たなイ

ンフラ投資、収益源、販売モデルへの移行を強く

迫られる可能性もある。

6. 事業変革
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事業売却は多くの場合、過去に発生したM&Aの価値

を見直し、業績が低迷する部門を切り離すことにより、

新たなM&Aに投じる原資を確保するための手段であ

る。また、特定の技術領域が成熟すると、商品やサー

ビスポートフォリオを整理して新たな「コア」領域に注

力するため、非関連部門を売却する企業も見られる。

例えば、インテュイット社はヘルスケア部門と金融

サービス部門を売却している。

これまでのテクノロジー業界では、M&Aによって商品

やサービス拡大を目指すのが主であったが、業界成熟

に伴い事業ポートフォリオを再検証し、「コア」と「ノン

コア」ビジネスを見極めて事業売却する事例が増加傾

向にある。

また、事業売却イコール「失敗」というイメージも薄れ

つつある。成熟した業界において買収を繰り返した結

果、組織が複雑化し、商品やサービスポートフォリオを

見直して合理化する必要性が生まれ、企業が一部の

事業売却に踏み切るケースもある。売却側の企業に

は分割によって企業価値を守り、別事業への原資を確

保するという戦略に基づいて最大利益を確保する目

的があるため、ノンコアビジネスでないという理由だ

けで事業売却を行ってきた従来の発想とは異なる。大

手資本がテクノロジー企業を買収しても、従来型の

「重厚長大」産業及び資本集約型事業を買収したとき

に比べて期待できるコスト削減効果や相乗効果は生

まれにくい。しかしそれは、テクノロジー企業における

バリュエーションが知的財産や、人的資源に対して付

加されるためであり、大手資本よりも有利なプライ

ベート・エクイティがテクノロジー企業を積極的に買収

し続けると予測される。

テクノロジー業界では、事業の方向性や成長戦略

と整合性をとり、マーケットポジションを見直すこ

とで、ポートフォリオをスリム化する動きがある。

それにより、業績が低迷する部門やノンコアビジ

ネスの分離が進む。一方で事業売却の歴史自体

が浅いテクノロジー業界では、売却プロセスや分

割による価値向上手法が未熟であるため、買収と

同様に売却も容易ではない。

7. 事業売却
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エンジニアや開発者を含めた人材確保・強化はテクノ

ロジー企業にとって重要な課題であり、M&Aによって

人材争奪戦を有利に進めようと模索する企業は多い。

だが人材確保に向けた企業買収は容易ではない。確

保した人材の離職を防ぎ、管理・育成するために別の

マネジメント課題が発生し、採用した人材、統合した組

織、そして何より顧客に不満が生じるリスクがある。テ

クノロジー企業がグローバルに事業を展開し、バー

チャルでオンデマンドのオペレーションを拡大すると、

経営者が抱えるマネジメントや税務、財務、人材管理

についての課題も急激に変化する可能性もある。

テクノロジー業界を取り巻く外部環境の変化やイノ

ベーションのスピードは、労働市場における様々な課

題やトレンドに大きく影響する。新技術、商品、アプリ

ケーションなどへの多額の投資を行うかどうかによっ

て、企業が大きな利益を上げられるか、もしくは膨大

な損失を生むかが左右される。また、そういった大き

な投資と並行して、高いレベルの人材採用と、人材の

「適材適所」を実現することへのプレッシャーも極めて

大きい。

多くのテクノロジー企業は、従業員に綺麗で簡素なオ

フィスを提供し、そこで長い時間労働に従事して貰う

といった、「キャンパス文化」を積極的に促進する傾向

にある。確かに従業員が働くオフィス環境を充実させ

るのは価値があるものの、近年の労働環境は分散化、

モバイル化、遠隔型へとシフトしていることを理解し

なければならない。

インターネットベースのビジネスモデルであれば働く

場所に制約はないため、組織マネジメント、ケイパビリ

ティ開発、人材採用はある意味で容易となる。

世界中のどこにいても、どの時間帯であっても生産的

に作業ができる可能性を秘めている。だがチームやマ

ネージャー、またはチームメンバーがバーチャルに存

在することは、買収や事業売却時に想定外の結果につ

ながることもある。なぜならば、バーチャルな雇用形

態は、互いの信頼関係に基づいて戦略、業績期待、労

働環境ならびに各雇用条件を定義付けるため、この信

頼関係が買収発生時に揺らぐ可能性があるからだ。仮

にコアコンピタンスが属人的な場合には、人材離れや

契約解消、買収への強い抵抗に対処できなくなる恐

れもある。50

グローバル化、M&A、急速な技術革新など、業界が直

面する様々な課題に的確に対処するためには、多様な

スキル、人柄、経歴、ケイパビリティを備えたリーダー

を確保しておく必要がある。テクノロジー企業の成長

には、柔軟で適切なケイパビリティを持ち、創造的で

積極的なリーダーが必要であり、現状を打破してイノ

ベーションを起こし、競合相手を制することができるよ

うなスキルが欠かせない。

1990年代の経験を活かし、人材強化を目的とし

たM&Aが増えている。買収後にはコアコンピタ

ンスとなる人材にしっかりとしたポジションを与

え、イノベーションを加速させ、人材や社内ナレッ

ジを積極的に活用することが求められる。また価

値ある人材を世界中から集めるためにも、労働環

境を適切にモニタリングすることが必要となる。

8. 人材マネジメント
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ポネモン・インスティテュートの調査によると、対企業

のサイバー犯罪は、2010年と比較すると、1社あたり

44％ （一週間単位）も増加している。51 その原因の

一つはeコマースやクラウド型サービス、モバイル端

末の急激な普及である。テックナビオ社のアナリスト

によれば、サイバー犯罪の急激な増加により、国際IT

セキュリティ市場は2012年から2016年にかけて、年

平均9.3％成長すると予想される。52

企業に対するサイバー攻撃は年々巧妙化し、数年前に

設置されたようなセキュリティ対策は次々とくぐり抜

けられてしまう。そのため先進的な企業は、防御だけ

でなく攻撃機能を装備し、サイバーリスクに対する広

範な対策を講じている。またサイバー犯罪への対応

は、抑止力だけでは十分とは言えない。攻撃を受ける

前に脅威を察知して、積極的に自衛する必要がある。

このような現状を考慮し、ITやセキュリティ部門は犯罪

科学やロジスティクス、アナリティクスケイパビリティ

など、各種技術を駆使して内外の情報を積極的に収集

している。この情報収集を通じて、攻撃元や特定の攻

撃者に関する詳細を把握し、将来のリスクアナリティ

クスに活かしている。もしセキュリティ侵害が発生した

ら、即座に検知・隔離して封じ込めることを可能にする

組織も構築されている。

また、サイバー犯罪に関する情報を業界内でリアルタ

イムに共有する技術、社内外の従業員やユーザーの

デジタル認証、サイバー犯罪に関する知識を持つ人

材の採用、プライバシー保護やセキュリティポリシー

遵守を促す新たなオフィスルールの策定、そしてサイ

バー犯罪と戦うための数々の革新的なツールも間も

なく導入可能になると予想される。

政府、金融機関、テクノロジー業界などのセンシティ

ブな情報（個人情報、カード情報、知的財産など）を取

り扱い、被害が発生した際のリスクが高いセクターで

は、そういった情報の保護が最優先事項であるため、

サイバーセキュリティ企業やアドバイザー数も年々増

えている。53 2013年のモバイルセキュリティ世界市

場は35億ドルに達し、今後5年間引き続き大幅な成長

が見られるという予測もある。54 サイバーセキュリ

ティ企業はM&Aにおける格好の対象でもある。

2013年12月には情報セキュリティ企業のファイアア

イ社がマンディアント社を買収し、55 脅威検出型セ

キュリティソフトのメーカーと、ネットワーク侵害への

緊急対応で知られる企業が統合した。この買収からも

サイバーセキュリティ市場の拡大が予見され、ハッキ

ングなど外部攻撃を防ぐ体制を敷くと同時に、侵害発

生時の対策も万全にするという二重の対策が必要と

されている。

クレジットカード情報や社会保障番号など、企業

や消費者の情報保護はまだ十分でなく、今後政

府による新たな保護規制の強化が予想される。

オバマ大統領が「重要インフラのサイバーセキュ

リティ確保に関する大統領令」を発令し、国立標

準技術研究所（NIST）は「サイバーセキュリティ・

フレームワーク」を策定し「アメリカ国内の経済や

日常生活の安全を支えるネットワークやコン

ピュータに対するサイバー犯罪のリスク軽減に向

けた基準やベストプラクティスとする」と明言して

いる。56 サイバー犯罪の脅威はセキュリティ対策

ソフトウエア市場の隠れた成長要因であり、テク

ノロジー企業だけでなく成長市場への参入を目

論む企業によるM&A案件も増加傾向にある。

9. サイバーセキュリティ
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テクノロジー企業は各国の法規制を事前に考慮して

おく必要がある。例えば中国国内での事業展開が小

規模であっても、中国商務部に対する買収の事前告

知が義務付けられるなど、各国での規制強化の動きは

将来的な買収判断に影響する。条件付き承認や「一

部事業の分離」が承認条件になれば、想定していた価

値創出に遅れや制約が生じ、買収発表から完了までの

通貨変動などによって、買収当事者双方の評価が変わ

りかねない。アメリカの場合、連邦政府の外国投資委

員会が国内企業の買収に対して多くの厳しい要件を

定めている。

また、米国会計基準におけるコンバージェンスによる

収益認識に関するガイダンスが大幅に変更される予定

（2014年第1四半期末期から第2四半期初期）であり、

税法改正の可能性も踏まえて、その影響は現段階で

は不透明である。この状況を受けて、企業がM&A投

資を避けて資金を再配分する可能性も出てきている。

TMT業界のサプライチェーンに深刻な影響を与えか

ねない問題として、人権問題も絡んだ「紛争鉱物」を

めぐる動きが挙げられる。コロンバイトタンタル（コー

ルタン、タンタル）、鉄マンガン重石（タングステン）、

スズ、金（3TGと総称する）は、テクノロジー企業の生

産活動には不可欠だが、57 1996年以降、採掘エリア

での死者数は540万人を上回り、58 武装勢力が採掘

や略奪によって得た資金は約10億ドルにのぼると推

計されている。59 鉱物資源の略奪や取引を収入源と

しているコンゴ民主共和国と近隣諸国の暴力行為や

人権侵害60 を阻止するため、ドッドフランク法では企

業側に鉱物資源の調達情報の開示が義務付けられて

いる。メーカーは、第1502項の規定に従って商品に

紛争鉱物が使用されているかどうか、当該地域で調達

した場合は規制遵守に努めたかを情報公開し、証券取

引委員会（SEC）へ報告する義務がある。61 またSEC

の最終規制によると、上場企業は3段階プロセスで紛

争鉱物の使用を検証し、新たに定められたフォームSD

にて2013年12月31日までの営業年度の状況から開

示が義務付けられる。年次報告期日は5月31日とさ

れ、前年に製造した製品を対象に、その機能や生産に

紛争鉱物が不可欠であるかを報告しなければならな

い。状況によっては、鉱物資源の利用報告に加えて独

立した民間監査機関による監査報告書の提出が求め

られることもある。62 紛争地域ならびにハイリスク地

域から採取した鉱物資源のサプライチェーンについて

は、OECDの定めたデューデリジェンス・ガイダンス63 

が世界標準になってきている。テクノロジー企業をは

じめとする関連企業は、その枠組みに基づいて、紛争

鉱物がサプライチェーンへ与えるリスクを判断せざる

を得ない。

既存の規制や新たに制定される規制によって、事

業転換に繋がるような大型の買収案件や複雑な

クロスボーダーM&Aが阻害されるリスクがある。

テクノロジー企業は、各国の規制当局の承認プロ

セスを十分に把握しておかなければならず、買収

案件当事者双方の拠点がない地域であっても、

行政当局の承認が必要になる可能性がある。ま

た、デューデリジェンスのプロセスにて規制に関

する検討項目を加え、リスクを最小限に抑えるべ

きである。例えば、買収ターゲットとして検討して

いる企業が紛争鉱物に関するコンプライアンス

能力を十分に持っていないことも想定して検討

を進めるなど、予防的施策を推進すべきである。

10. 法規制

17



出典一覧

1. “Salesforce.com Needs Greater Share of Cloud to Justify $140 Price Tag,” Forbes, 2011
2. IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform
3. “Forecast: Mobile Payent, Worldwide, 2013 Update,” Gartner
4. Capital IQ
5. Ibid
6. Ibid
7. Capital IQ with information compiled by Deloitte Corporate Finance LLC
8. Ibid
9. Capital IQ
10. Ibid
11. Capital IQ with information compiled by Deloitte Corporate Finance LLC
12. Capital IQ
13. Capital IQ with information compiled by Deloitte Corporate Finance LLC
14. Capital IQ
15. Capital IQ
16. Capital IQ
17. Redeploying Cash to Jumpstart Growth in Technology Companies: Flush with Cash: How did 

technology companies get here?, Deloitte University Press Review, 2013
18. Redeploying Cash to Jumpstart Growth in Technology Companies: Flush with Cash: How did 

technology companies get here?, Deloitte University Press Review, 2013
19. Augustino Fontevecchia, “U.S. Companies Stashing More Cash Abroad As Stockpiles Hit Record 

$1,45T,” Forbes, March 19, 2013, http://www.forbes.com/sites/
afontevecchia/2013/03/19/u-s-companies-stashing-more-cash-abroad-as-stock-piles-hit-record-1-45-t

20. Redeploying Cash to Jumpstart Growth in Technology Companies: Flush with Cash: How did 
technology companies get here?, Deloitte University Press Review, 2013 

21. Redeploying Cash to Jumpstart Growth in Technology Companies: Flush with Cash: How did 
technology companies get here?, Deloitte University Press Review, 2013

22. https://investor.google.com/releases/2014/0113.html
23. http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2013/sep13/09-02announcementpr.aspx
24. IBISWorld; Visiongain; Ponemon Institute
25. Ibid
26. “Sale to NCR Is a Quick, Profitable Flip for a Private Equity Firm,” The New York Times DealB%k, 

December 2, 2013
27. “Forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2013 Update,” Gartner
28. Ibid
29. Cisco, IBSG, May 2013 
30. Cisco, IBSG, May 2013
31. Gartner, April 2013
32. Ibid
33. Cisco ISBG, May 2013
34. Forrester
35. Gartner, Forecast Overview, Public Cloud Services, Worldwide, 1Q13 Update
36. Gartner, Forecast Overview, Public Cloud Services, Worldwide, 1Q13 Update
37. IBISWorld; Visiongain; Ponemon Institute
38. Gartner, Forecast Overview, Public Cloud Services, Worldwide, 1Q13 Update
39. IBISWorld; Visiongain; Ponemon Institute
40. Ibid
41. “Google to sell Mobility unit to Lenovo,” CNN Money, January 30, 2014, http://money.cnn.

com/2014/01/29/technology/mobile//motorola-lenovo.index.html. Accessed January 31, 2014
42. “IDC Predicts 2014 Will Be a Year of Escalation, Consolidation, and Innovation as the Transition to IT’s 

“3rd Platform” Accelerates,” press release, IDC, December 3, 2013, http://www.idc.com/getdoc.
jsp?containerld=prUS24472713. Accessed February 13, 2014.

18



43. IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform
44. Alakhverma, “Harnessing Collective Intelligence in Decision Making throguh Big Data Analytics”
45. “Sprint and SoftBank Announce Completion of Merger,” Sprint Newsroom, July 10 2013. http://

newsroom.sprint.com/news-releases/sprint-and-softbank-announce-completion-of-merger.htm. 
Accessed January 6,2014

46. “SoftBank invests $1.26 Billion in Wireless Distributor Brightstar,” WSJ.com, October 18, 2013. http://
online.wsj.com/news/articles/SB10001422052702304410204579143721068074500. Accessed 
January 6, 2014

47. “Google to pay USD 230 mln to export Waze IP,” Telecompaper Middle East, January 14, 2014, http://
www.telecompaper.com/news/google-to-pay-usd-230-mln-to-export-waze-ip-989943. Accessed 
January 22, 2014

48. Level (3) website, http//www.level3.com/en/about-us/company-information/company-history/
49. Danaher Corporation website, http://www.danaher.com/about-us 
50. “Yahoo Orders Home Workers Back to the Office,” The New York Times, February 25, 2013. http://

www.nytimes.com/2013/02/26/technology/yahoo-orders-home-workers-back-to-the-office.
html?pagewanted%253Dall&_r=0

51. Second Annual Cost of Cyber Crime Study, August 2011, Ponemon Institute
52. Global IT Security Spending Market 2012-2016, TechNavio, October 25,2013, http://www.technavio.

com/report/global-it-security-spending-market-2012-2016. Accessed January 22, 2014
53. IBISWorld; Visiongain; Ponemon Institute
54. Global Mobile Security (mSecurity) Market 2013-2018, Visiongain, March 13, 2013, http://www.

visiongain,com/Report/1000/Global-Mobile-Security-(mSecurity)-Market-2013-2018. Accessed 
January 22, 2014

55. “FireEye Computer Security Firm Acquires Mandiant,” The New York Times, January 2, 2014, http://
www.nytimes.com/2014/01/03/technology/fireeye-computeri-security-firm-acquires-mandiant.
html?_r=0. Accessed January 22, 2014

56. “National Institute of Standards and Technology Initiates Development of New Cybersecurity 
Framework,” NIST Information Technology Laboratory, February 13, 2013, http://www,nist.gov/itl/
cybersecurity-framework-021313.cfm. Accessed January 17, 2014

57. Conflict minerals and technology, media and telecommunications companies: Readiness for 2014 
Requirements, Deloitte, December 2013

58. Global Citizen, http://www.globalcitien.org/Content/Content
59. Enough Project for Africa, http://www.enoughproject.org/conflictminerals
60. Angola, Burundi, Central African Republic, the Republic of the Congo, Rwanda, South Sudan, 

Tanzania, Uganda, and Zambia
61. Conflict minerals and technology, media and telecommunications companies: Readiness for 2014 

Requirements, Deloitte, December 2013
62. Ibid
63. Downstream Implementation of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, January 2013

19



20



トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの関係会社
（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社および税理士法人
トーマツを含む）の総称です。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、各社がそれぞれの適用法令に従い、
監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約40都市に約7,600名の専門家（公認会計士、税理士、
コンサルタントなど）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。詳細はトーマツグループWebサイト（www.tohmatsu.com）を
ご覧ください。

デロイト トーマツ コンサルティング（DTC）は国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるDeloitte（デロイト）のメンバーで、有限責任監査法人
トーマツのグループ会社です。DTCはデロイトの一員として日本におけるコンサルティングサービスを担い、デロイトおよびトーマツグループで有する監査・税務・
コンサルティング・ファイナンシャル アドバイザリーの総合力と国際力を活かし、日本国内のみならず海外においても、企業経営におけるあらゆる組織・機能
に対応したサービスとあらゆる業界に対応したサービスで、戦略立案からその導入・実現に至るまでを一貫して支援する、マネジメントコンサルティングファーム
です。1,800名規模のコンサルタントが、国内では東京・名古屋・大阪・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各国現地事務所と連携して、世界中の
リージョン、エリアに最適なサービスを提供できる体制を有しています。

Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアント
に提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアント
に向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約200,000名を超える人材は、“standard 
of excellence”となることを目指しています。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにその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の関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細は www.
tohmatsu.com/deloitte/ 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、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応する
ものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別
の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思
決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

© 2014. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.
© 2014. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

有限責任監査法人トーマツ
TMT（Technology, Media & Telecommunications）インダストリーグループ
〒100-6211 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 丸の内ビル
jp_tmt_contact@tohmatsu.co.jp
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/industries/tmt/index.htm

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社
TMT/E（Technology, Media & Telecommunications / Electronics）セクター
〒100-6390 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング
Tel: 03-5220-8600　Fax: 03-5220-8601
jp_electronics_industry_group@tohmatsu.co.jp
www.tohmatsu.com/dtc

発行人

中山　一郎 Ichiro Nakayama 

楠　　俊史 Toshifumi Kusunoki 

松永　鋭太郎 Eitaro Matsunaga

鎌田　慶子 Keiko Kamata

井本　信太郎 Shintaro Imoto


