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エグゼクティブサマリー
アジア太平洋地域の見通し

ここまでで見られたすべての進歩について、アジア太平洋(APAC)
にわたるM&A実務デューデリジェンス、アセットマーケティング
プロセスのデジタル面の成熟度と、技術的洗練度はどのようなもの
でしょうか？

そのプロセスは、現在そして将来、最終的にどのような姿になるの
でしょうか。また、自動化はどの程度、どの分野でできるものなの
でしょうか？

これらはこの調査を通じた重要な質問であり、プライベート・エク
イティ会社、投資銀行、法律およびプロフェッショナル・サービス
を含む669のアジア太平洋地域M&A実務家に対して見解調査が行わ
れました。

アジア太平洋地域からの回答は、合計2,235人の実務家への世界的
な調査の一部です。他の地域同様の見通しをしていることが明らか
になった一方、興味深い相違点も多く見つかりました。

アジア太平洋地域の669 人
のM&A実務家向け調査

02

669



APACの実務家は、業界全体のプロセスの進歩に自信を持っています
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デジタル成熟度および技術的な洗練度の地域差
明確な類似性として、例えば非常に多くの回答者がM&Aプ
ロセスを完全自動化することは不可能であると確信を持って
回答しており、特に戦略と交渉の分野が挙げられました。さ
らにアジア太平洋地域のほとんどの実務家は、南北アメリカ
とEMEA同様に、M&Aのデジタル成熟度および技術的な洗練
度が、今後5年間で産業全体に渡って、中レベルから高レベ
ルに上昇すると予測しています。

しかしながら、著しい点は、ほとんどのアジア太平洋地域の
実務家は、産業規模のプロセス前進に確信を持つ一方で、自
社についてはそれほど確信を持っていないことです。2025年
までに、自社の成熟および洗練度が中間レベルとなると予想
した実務家は55%であり、この回答が多数を占めた地域は
アジア太平洋のみでした。 

アジア太平洋地域の会社のデジタル化を阻むものとは？実務
家の3/4近くが、現存システムやツールに新しいデジタル技術
を統合することが主な障壁の1つであると言います。この他
に、データ秘密保護とプライバシーに関する問題、財務
制約、人材または専門知識の不足および社風と回答しまし
た。地域によって問題の重要性は異なっています。例えば、
東南アジア、オーストラリアおよびニュージーランドでは人
材や専門知識の不足が主な障壁となっており、韓国ではセ
キュリティとプライバシーの問題がトップでした。

確かに、これらの問題の多くは、ヨーロッパ、中東、アフリ
カおよび南北アメリカでも障壁となっていますが、その程度
は異なっています。



よりスマートな技術と標準化によって
デューデリジェンスを加速する
実際デューデリジェンスでも、アジア太平洋地域は、他の地域
を目下追随しているように見えます。地域のデリジェンスの平
均期間は現在3-6か月ですが、その他の地域での平均は1-3か月
でした。この不均衡を引き起こす複数の因子の中で、最も顕著
なものとしては、セラーの財務情報の透明の不足、デューデリ
ジェンス・プロセスの文化的相違および反トラストとその他規
制の複雑さがあります。 

しかし、アジア太平洋地域の実務家は、デューデリジェンスが
今後5年間で (1-3か月まで) 加速すると予想しています。また、
多数の方法でプロセスを支援する技術の利用に関して他の地域
と同じ程度の意欲を持っています。

確かに、新技術がデューデリジェンス加速を支援するだけでは
なく、技術がより大きな分析能力、セキュリティ、また全プロ
セスの単純化を可能にすることを予測しています。その上、ド
キュメントとプロセスの標準化、AIおよび機械学習技術が、特
に仮想データルームの一部として、デューデリジェンスを最も
改善し、増強し、加速すると考えています。
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技術は、アジア太平洋地域のデューデリジェンス実務の主な
課題に最終的解決策を提供できなくても、プロセスの支援に
より課題の範囲縮小を支援することができます。あらゆる地
域の実務家が次の5年で、おそらく次世代仮想データルーム
に内蔵された新技術が、アジア太平洋地域のM&Aとデュー
デリジェンス・プロセスを潜在的に変形させるという前向き
な希望を持っています。



分析: 
アジア太平洋地域と
南北アメリカおよび欧州中東アフリカ地域
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ターゲット識別と
スクリーニング

統合プロセスの計
画および実行

デューデリジェンス
(予備、詳細&最終) 

文化的問題の理解
と対応

価格最適化 明確なM&A戦略 買収構造と資金調達 交渉過程 タイミングおよび
マクロ経済環境

M&Aの最も重要な成功要因は何ですか？

予期されるとおり、南北アメリカおよびEMEAと、
アジア太平洋地域実務家の間には、最も大きな違いがあります。

M&Aの重要な成功要因として、例えば、アジア太平洋地域では、文化的
問題を理解し対応することが挙げられると考える実務家は、南北アメリカ
とEMEAと比較して大幅に少なくなっています。 
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M&Aの成功の鍵 : ESG 
しかしながら、アジア太平洋地域では、他の2つの地域より多
くの実務家が、環境、社会的責任、ガバナンス(ESG)は、M&A
で重要ないし非常に重要な要素であると回答しています。

新技術を最も利用できるのは調達段階
さらに、他の地域とは異なり、アジア太平洋地域では、より
多くの実務家が、新技術とデジタル化によって最も増強が見
込まれるM&A の段階はソーシングであると回答しています。 
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これらの重要分野あるいは段階のうち新しい技術とデジタル化により最も効果的に増強できると思う部分は？
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M&Aデューデリジェンスの中で、ESGの問題の重要性を評価してください
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人的資本と技術力が最優先事項
3つの地域全体で、実務家は、新しいM&Aのプロセス関連のデジタル技術採用の主要
な障害に関していくつか同じ見解を共有しています。人材と専門知識へのアクセスが
問題であるとした実務家は、南北アメリカとEMEAより、アジア太平洋地域で多くな 
っています。 
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トレーニングと研修

アジア太平洋地
域南北アメリカ
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概して、貴社で新しいM&Aプロセス関連のデジタル技術を採用する上での主な障壁は何ですか/でしたか？



2020年 — 最新のアジア太平洋地域のM&Aの状況 
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77% 65% 24% 33%72%

デジタル化へ
の障害

デューデリジェンス
進捗の速度

不完全な
ディール情報 過大評価

洗練された
技術

アジア太平洋地域では実
務家の77%が、産業全体に
ついてのM&Aが(また自社のみ
では71%が)デジタル成熟度
および技術的な洗練は中間
のレベルと回答しました。

アジア太平洋地域では実
務家の72%が、現存システ
ムやツールにM&Aプロセス関
連の新しいデジタル技術を統
合することが主な障壁の1つ
であると回答しています。

アジア太平洋地域で、特に
南東アジアでは、実務家の
65%が、ディールを成功させ
るためのデューデリジェンス
が平均で3-6か月要すると回
答し、世界全体で最も長くか
かる結果となっていました。 

アジア太平洋地域実務家の
24%はディール・ドキュメント
が不完全または不正確であ
り、情報の問題はデューデリ
ジェンスを最も遅らせる要因
であるとしています。

アジア太平洋地 域実務家の
33%は、デューデリジェンス
の段階で明らかになり、ディー
ルの撤回に結びつく、最も一
般的な問題は、過大な評価
としています。



データ機密性
への焦点

変化するため
の重要な要素 可視性の不足 目標に向けて
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68% 51% 31% 51% 66%

2020年 — 最新のアジア太平洋地域のM&Aの状況

ESGへの
焦点

アジア太平洋地 域で実務家
の68%が、対象会社のESG関
連の信頼性に対する懸念によ
りM&Aが妨げられたことが
あると回答しています。 

アジア太平洋地 域で実務家
の51%が、対象会社のデータ
機密規制遵守への懸念によ
りM&Aが妨げられたことがあ
ると回答しています。 

アジア太平洋地 域で実務家
の31%が、新技術とデジタル
化によって最も増強が見込ま
れるM&Aの段階はディール調
達であると回答しています。

アジア太平洋地 域の実務家の
51%が、委任全体で、買い手の
行動分析の不足が、資産売却
で最も挑 戦的な段階であると
回答しています。

アジア太平洋地 域で実務家
の66%は、目標を識別しス
クリーニングすることがM&A
の最も重要な成功要因である
と回答しています。 
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33% 66%43% 28% 26%

2025年 — アジア太平洋地域の将来のM&Aの状況 

洗練された
技術

変化をもたらす
テクノロジー

デューデリジェンス
進捗の速度

AIによる仮想
データルーム標準化

アジア太平洋地 域で自社の
M & A プロセスの デ ジタル
成 熟 お よ び 技 術 的 な 洗
練 が、2025年までに高レ
ベルとなることを予測した実
務家は、43%でした。-この
割 合は、3つの主な経済地
域で最も低いパーセンテー
ジとなっていました。産業全
体に渡るM&Aについては約
72%が同じ回答を述べまし
た。

アジア太平洋地 域で実務家
の33%は、次の5年にわたって
M&Aプロセスに最も大きな
変化を及ぼすものはAIと機械
学習であると予測します。

アジア太平洋地 域で実務家
の66%は、ディール成功まで
のデューデリジェンスの期間
が、5年間で平均1-3か月とな
るだろうと予測しています。 

アジア太平洋地域の実務家の
28%は、ドキュメントとプロセ
スの標準化がデューデリジェ
ンスの加速に最も大きく役立
つと予測しています。 

アジア太平洋地 域の実務家
の26%は、AIと機 械 学習技
術の仮想データルームへのア
クセスがデューデリジェンス
を最も加速すると予測してい
ます。 



11

82% 18%51%

2025年 — アジア太平洋地域の将来のM&Aの状況 

87% 32%

高度な
分析

高度な
分析

ESGへの
焦点強化

データ機密性
への焦点強化

モデル化
シナリオ

アジア太平洋地域の実務家
の51%は、新技術が今後5年
間でデューデリジェンス・プ
ロセスにより高度な分析能
力を提供するだろうと予測し
ています。

アジア太平洋地 域実務家の
82%は、今後5年間でESG要
因がM&Aデューデリジェンス
で非常に重要なものになると
しています - これは現時点に
ついての同様の回答の27%を
上回っていました。 

アメリカの実務家の87%が、
今後5年 間でデータ機 密 性
規則(例えばEUのGDPR)が
M&Aデューデリジェンスの非常
に重要な要因になるとしてい
ます - これは現時点について
の同様の回答の33%を上回 っ
ていました。

アジア太平洋地域の実務家の
32%は、技術が最も多く寄与
するのは分析および報告の
改善であると予測していま
す。

技術が多数のシナリオ分析あ
るいは金融モデリングの改善
を今後支援すると予測したア
ジア太平洋地 域の実務家の
割合は、18%でした。



事例研究:
野村証券  
M&Aアドバイザーの助言業務の強化で技術を利用 

M&Aの委託を獲得するために行っていることについて、銀行はその
90%が営業活動としています。定期的なクライアント訪問で、対話
の関係を確立し、有利な委任状を勝ち取ろうとするのです。 

しかし、銀行がクライアントとの建設的な対話関係を構築し、適切
なタイミングで必要なクライアントをカバーしていることを保証す
るために、正しく分析ツールが利用できているかが課題となってい
ます。

M&Aは銀行業務プロセスの自動化が最も行われていない部分です。
したがって、テクノロジーによって変革をもたらす最大の可能性を
秘めていると考えられます。「リテール・バンキングの秩序破壊が
2%であるとすればM&Aスペースでは0.1%です。したがって、そこ
に機会は存在します。」野村証券クライアントエコシステムグルー
プ責任者マーク・チャップマンは言います。野村證券はこの上級管
理権限者の提言を受けたことがきっかけで、M&Aの自動化に取り組
むようになりました。

去年の投資銀行全体の取り組みでは、テクノロジーがM&Aを円滑に
進められるかどうかの行方を見ています。
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事例研究: 野村証券
野村証券は、30か国以上
にまたがる統合ネットワー
クを擁するグローバル金
融サービス業グループで
す。1925年に設立され、統
制を持った起業家精神の
伝統で、クライアントに創
造的なソリューションや
ソートリーダーシ ップを提
供します。

マーク・チャップマン
クライアントエコシステ
ムグループ責任者
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銀行業務の技術強化に新技術を使用する
銀行業務は現在、新しいカスタマー・リレーションシップ・
マネジメント(CRM)システムを展開し、バンカーにクライア
ント訪問のタイミングと、潜在的な目標に関する提供する情
報を提供しています。さらに、クライアントにクラウド保存
データルームへのアクセスも提供されています。

M&Aは人と人のビジネスであり、案件の焦点はバンカーによ 
ってリードされます。したがって、バンカーを退かせるので
はなく、技術はバンカーを強化支援するために使用されてい
ます。「私たちがとったアプローチは自動化のための自動化
ではありません」とチャップマンが説明します。「バンカー
の業務の強化のレイヤー提供が主眼です。」

これに従って、野村証券は「人生の一日」というアプローチ
をとりました。M&A銀行業務のすべての面を見るあらゆる地
域の100人を超えるバンカーとの共同作業でどのように業務
を行っているかを調査したのです。その長期的な目標は、電
子ピッチブックと価格比較モデルを作成し、バンカーが使用
できるようにすることです。潜在的な買い手が、対象を迅速
に評価するための相対的な評価データを確立するためのツー
ルを提供します。

スマート分析で重要焦点分野を識別
同様に、野村証券は、銀行が、クライアントに関係するデ ー
タおよびインテリジェンスすべてにまたがる「深い潜りこ
み」を見ています。こうしたデータはアプローチの相手とタ
イミングが正しいことを保証するために利用することができ
ます。

マーケットデータ、クライアント訪問からの営業担当の情
報、抽出と集積によって、  クライアントがM&Aディールを進
める見込みのスコアを項目で示すことができます。関係デー
タはアセットポジションおよびバランスシートの強さなどが
含まれます。

「私たちはバンカーがクライアントと過ごす時間を増やし、
より多くの付加価値を提供することを出発点にしました。」
チャップマンは言います。

M&Aは、高マージン取引です。多くの場合ディールへの融資
からの為替ヘッジまで追加商品のショーウィンドウとして役
立ちます。M&A銀行業務を技術がどのように支援できるか探
ることで、銀行がこれまでより利益を押し上げる圧力が増大
した現在、経営層の声が会社の全体的な収入に広く影響を及
ぼすと期待されています。
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ビジネスとローカルのニュアンスを
知るための時間の投資  
SCローウィの共同創立者およびCEOマイケル・ローウィにと 
って、アジア太平洋、ヨーロッパあるいはどんな場所でも、
海外での獲得の場合に最も重要な様相となるものは、対象の
ビジネスと営業を行う国にできるだけ精通することです。 

一部の市場の取得者は、文化に十分になじむのは困難な場合
もありますが、SCローウィでは2013年にシンミン相互貯蓄銀
行、2018年にイタリア地銀クレディト･ジ・ロマーニャ銀行
を取得した際には、障壁とはなりませんでした。これは、一
部をSCローウィの共同創立者および最高投資責任者で、20年
間韓国でローウィの事業を行っていた韓国生まれのリ･スー
チョンに負っていました。二人は、さらにドイツ銀行で10年
間の投資銀行業務を行い、ヨーロッパの金融部門の詳細な知
識を持っています。

悪魔は(常に)細部に宿る 
ディール・チームの集合知で増幅された経験は非常に貴重に
なります。しかしながら、適切なデューデリジェンスは極め
て重要です。

「これは私たちにとってのキーでした」とシンミンのディー
ルについてローウィは言います。「非常に粒度の高い分析を
行ないました。銀行の資本構成を修正し、どれだけの株式が
必要かに関する評価をするため、一行ずつ銀行の貸し出しを
点検する必要がありました。」彼は、このプロセスはおよそ3
か月続き、規制機関によって意図された金額の2倍の株式が

必要であることを明らかにした一方、さらに、銀行を180度
動かすために必要なものの全体像を得たと言います。 ローウ 
ィは、シンミン相互貯蓄銀行、最近ではイタリア地銀クレデ 
ィト･ジ・ロマーニャ銀行を完全に理解する際、チームのデ 
ューデリジェンスへの実地のアプローチが重要だったと言い
ます。しかしながら、ディールプロセスは約6か月かかり、
デューデリジェンスの期間が特定の状況および市場によりど
のように変わるか例証されたことで、彼は多くの課題を明ら
かにしました。

「銀行はイタリア銀行の特別管理下に置かれ新しい役員会が
指名されました」とローウィは言います。「私たちがデュー
デリジェンスを始めた時、貸し付けの質は、最初に私たちが
考えたより低く、経営情報も弱かったことも明らかになりま
した。また。」 
それぞれのディールのデューデリジェンスプロセスで役だっ
た技術について尋ねられたローウィは次のように言います: 
「技術は有用ですが、プロセスを手動で効率的な方法で扱う
ことができればより大きな理解が可能になります。」

彼は次のように付け加えます: 「技術はデータ解析の点から
有用で、さまざまな様相を加速しますが、最も重要な要因と
は、なにより強健なインフラストラクチャーを築くことで
す。  クラウドは刺激的な可能性を提示するものの、必ずし
も安全な環境とも限りません。セキュリティと効率の間には
トレードオフが存在しています。」



事例研究: 
KPMG(中国)

バイヤーとセラーは、アジア太平洋地域と中国の高度なデータ分析を包含

M&Aでの高度なデータ分析では北アメリカ・ヨーロッパの市場が先頭に立 
っていますが、アジア太平洋地域、および最も最近では中国でもトレンド
となっています。 

確かに、中国のM&A実務家は、より広い地域のトレンドの一部として、よ
り多くの粒度の高いディール・データの可用性向上と、セラーおよびバイ
ヤー間の要求増加がある中で、現在より積極的にビッグデータを使用し、
国内外のディールを分析および実行を支援することを包含しています。

高度なデータ分析は、ディール識別および審査を含むM&A、実行およびポ
ストディールの価値実現の様々な段階で使用できます。例えば、KPMG調
査によれば、審査過程は、金融・非金融のデータのキャプチャ、三角分割
および分析を通じて自動化できます。これはソーシャルメディアの環状あ
るいはニュース記事内に隠された「新しい何か」の暗示を含んでいること
もあります。

その上、いくつかの分析ツールおよびプラットフォームは、分析を豊かに
促進し、現在の業務処理大量のデータを記録的に短い時間で意味のある金
融・運用分析に転換することができます。 
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事例研究: KPMG(中国) 
KPMGは世界で219,000人
以上が147か国および地
域で、ビジネス、政府、公
共部門、NPOのニーズを
満たす監査、税務および
顧問業務をメンバー事務
所の監査および保証業
務、資本市場によって提
供しています。

Ryan Reynoldson 
トランザクションサービス
パートナーおよび責任者
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品質の高いインプット、アウトプット 
セラーにとって、M&Aプロセスでのディール情報および分析
の質の改善は重要です。例えば多くの場合高品質のバイヤー
(特にプライベート・エクイティ会社)から魅力的な入札を引
き入れる見込みを高めます。

「セルサイド・ピッチの従来の募集では、価値をどこで実現
することができるかを例証するため、収入と収益性の点から
のシナリオおよびさまざまな帰結を含めていました」と中国
のKPMGの処理サービス責任者でパートナーであるRyan 
Reynoldsonは言います。「データ分析によって、具体的な
結果を実証することはより簡単になります。」

Reynoldson は、中国においていくつかのプライベート・エ
クイティ・ディールは非常に競争率が高いことにより、ディ 
ールでは、より大きなリスクの受容を要求すると付け加えま
す。「したがって、そのリスク管理を支援できる革新はどの
ようなものでも歓迎されます。」一部資産の競争レベルか
ら、コーポレート業務についても同じことが言えます。 

ビッグデータを利用した多くの情報に基づく意思決定 
他方で、買い手は、データ分析にこのほかの価値を見始めています。 
「資産の競争が非常に猛烈であり、私たちはクライアントのために働きま
した。資産は高い価格がつけられており、アップサイドが想定されまし
た。「私たちは、さらに粒度の高いレベルで、コストと収入を分析すること
ができました」とReynoldsonが言います。PMG中国評価サービス咳に社で
パートナーJanet Cheungは、中国のビッグデータ分析の適用はこの段階
で産業によって異なると着け加えます。「データの粒度がより高い、小売り
セクターがその例です」と彼女は言います、

今後の5年以降で、Reynoldson とCheung は、 データ分析とあわ
せ、M&Aプロセスの将来の革新は、環境、社会、ガバナンス(ESG)信用情報
に基づいて、ベンチマーク比較を可能にする技術を含むと言います。この種
の分析が評価に加えられると彼らは考えています。

中国でも他の地域でも、ESGは急速に重要な焦点となりまた。Datasiteの
最近の調査の結果はこれを示しています。中国の実務家の98％ が、ESGが
M&Aで重要または非常に重要と回答しています。さらに驚くべきこと
に、70%が、対象会社のESG関連の信頼性に対する懸念によりM&Aが妨
げられたことがあると回答しています。 



事例研究: 
バーミリオンパートナー

中国のディールメーキングは異なるアプローチが必要である 

中国企業は、やすやすと海外企業の買収を行えることを示して
きました。しかしながら、外国企業が中国の企業を買収するプ
ロセスは、コレと比べてはるかに困難であり、時間を浪費させ
られてしまいます。

したがって、北京に本部置くインベストメント・バンキング顧
問会社バーミリオンパートナーの業務執行社員、マルコス・
シャドボルトは、「米国とヨーロッパのようなその他地域とは
まったく異なるアプローチが必要です。」と強調します。
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事例研究: 
バーミリオンパートナー
バーミリオンパートナー
は北京に本部を置き25
年以上中国、ヨーロッパ
およびその他アジアの市
場で国内外の財務顧問
サービスを提供するイン
ベストメント・バンキング
顧問会社です。

マルコス・シャドボルト
業務執行社員



下準備が重要
その一部は対象会社で誰にどのように接近するべきか知ること
を含んでいます。「文化的に、適切なアクセスを獲得するため、た
とえ時間がかかっても正しい方法で目標を識別し接近することが
重要です」とシャドボルトは言います。

彼は、買収者には、忍耐が必要だろうと付け加えます。中国の会社
が、デューデリジェンスまたはM&Aの経験を通常ほとんどあるい
は一切持っていないため、「多くの場合で、M&Aプロセスの間、対
象会社にガイドを提供することが重要」と言います。

これは市場内の永続する課題であり、いくつかの実例で取引決定
プロセスを大幅にスローダウンさせてきました。最も有名な課題
の一つは、中国の会社が、手続きに必要な情報を公開しないこと
です。M&Aプロセスのすべての段階にわたって、特にフロントエン
ドのバイヤーにとって、目標を識別する場合や予備デューデリジ 
ェンスで、このためにあらゆる種類の問題が持ち上がります。 

「早送り」デューデリジェンス
仮想データルームは、北アメリカ・ヨーロッパのM&A市場におい
ては一般的ですが、中国ではめったに使用されていません。 

「標準ベンダー・デューデリジェンスおよび仮想データルームは、
ヨーロッパのように、会社の情報を追跡し、資産が公開され、情
報の基礎が信頼できる場所では通常素晴らしく、
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完全に機能します。しかし、中国では、多くの場合、信頼できる情報
は容易に利用可能でなく、圧倒的に不足しています。したがって、直
接目標を詳細に知ることが必要です」とシャドボルトは言います。 し
たがって「時間と資源を正しいディールに投資するために最初はデ リ
ジェンスの層を増やすことが重要です」とシャドボルトは言います。  

これらを支援するために、シャドボルトは、バーミリオンが、
「速送り」アプローチを開拓したと言います。買い手を代表して、 対
象会社の予備デューデリジェンスを行うことです。 
これは、バーミリオンが時間をかけて会社の管理部門と接触を試
み、最初の調査が可能であれば行うことを含んでいます。多くの場
合、西欧の会計基準にあわせた、財務書類の作り直しが必要となり
ます。さらに、致命的となりうる問題を探すこと、また重要なこととし
て、買収しようとする会社が、実際にサプライチェーン、流通経路、そ
して企業統治のようなキービジネス分野全体で、どのように業務を
行っているか理解することも必要です。 

この目標は、正式で詳述された確証デューデリジェンスではなく、最
初のディスカッションの適切な根拠を保証することです。さらにデュ 
ーデリジェンスを事前に行うことで、ディールが可能であるか可能で
ないか、取得者はできるだけ早く判断することができます。 

「後でプロセスに何かを見つけ出しても、改めることは難しいため、
調査は早期に行うことが必要です」とシャドボルトは言います。 



推奨: 
あなたのM&Aをデジタル化する3つの方法

M&Aライフ・サイクル

ソーシング戦略 ディール
マーケティング

Datasite

ディール
準備

デュー
デリジェンス

交渉 クロージング PMI 価値獲得 

1 2 3
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M&Aプロセスの初期段階の重要な活動を合理
化 - それはあなたの資産マーケティング・プロ
セスから始まります。技術の活用:

強力なAIによるディール準備、デューデリジェ
ンス過程を革新。機械学習能力の活用:

M&Aプロセスで最も複雑で最も時間を消費するデ 
ューデリジェンスの段階を管理。技術の活用:

全自動バイヤートラッキングでプロジェクトの現状を一ヶ所です
べて確認 - 初期の接触からNDA締結、CIM送信、IOI受領までド
キュメント一括ウォーターマーク&一括メール作成を行い、かつあ
なたのOutlookからのコミュニケーションも把握できます。即
時のレポーティングでリアルタイム分析を上席管理職またはク
ライアントに提供。

数分で自動的に数千ものドキュメントを分類。
ドキュメントを適切なフォルダーに分類しインデックスを作成。 
GDPR/CCPA適合を保証するため、数秒で、機密情報およびデー
タを改訂。

カスタマイズされた分析を作成しディールの一歩先に立てる、意
義ある買い手活動追跡を行う対話型のダッシュボード
高度なQ&Aツールでデューデリジェンス・プロセスに関与するす
べての当事者の効率的で安全な共同作業とコミュニケーション
を可能に。



調査の方法 
アジア太平洋地域の見通し

この報告書での分析はアジア太平洋地域の669人のM&A実務家に調
査し、回答いただいた内容に基づきます。この調査は、2,235人の実務
家への世界的な調査の一部です。  

回答は次の国と地域に分けられています: 中国(15%);香港特別自治区
(15%);日本(17%);オーストラリア&ニュージーランド(15%);韓国(15%);イ
ンド(8%);シンガポール(8%);東南アジア(8%) 

会社のタイプによって、回答者は、M&Aクライアントである会社とプラ
イベート・エクイティ会社(48%)、またM&Aアドバイザーを代表する投資
銀行、プロフェッショナル・サービスおよび法律事務所(52%)に分かれ
ていました。

役職では、業務執行社員、常務取締役およびパートナー・レベル役員
は33%、役員と経営管理レベルの役員は回答者の24%でした。管理
職、幹部責任者、アソシエート・レベル幹部は43%でした。

この調査は2020年2月から4月の間に Euromoney Thought 
Leadership Consultingによって行なわれました。 
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御社はどんな業界に所属していますか？

あなたの会社での役職は何ですか？
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調査統計内訳 
アジア太平洋地域見通し

9%
取締役会レベル

幹部

10%
常務取締役

15%
経営管理レベル幹部

16%
パートナー 

7%
業務執行

社員

22%
ディレクター

22%
プリンシパル/

アソシエート/アナリスト

30%
企業

20%
プライベート・エクイティ

15%
投資銀行

12%
会計士

22%
法律事務所

次の図表中のパーセンテージは1%単位に切り上げを行っています。



はい
いいえ 98%

2%
質問 3A

M&Aプロセスを全自動化すること
はできると思いますか？

アセットマーケティング
エグジット

クロージング

戦略 88%
交渉 85%

デューデリジェンス 62%
ディール準備 62%
合併後の統合 62%

調達 35%

29%
19%

4%

質問 3B

M&Aで自動化ができないと思うエリアはどの部分ですか？

現在

今後5年間で

現在

今後5年間で

あなたの企業現在

77%

72%

5% 18%

28%

24%

44%

72%

54%

低 
(0-3の間で評価)

中
(4-6の間で評価)

高
(7-10の間で評価)

4%

2%

質問 1+2

M&Aプロセスのデジタル成熟度および技術的な洗練性のレベルはどの程度だと思いますか？
0(低レベル)～10(高レベル)としてご回答ください。

産業全体

23

結果 
アジア太平洋地域の見通し 



デューデリジェンス
ディール準備 
戦略
交渉
調達
アセットマーケティング
合併後の統合

50%

20%

16%

9%
4%

1%1%M&Aの次の重要分野あるいは段階で最も多
くの時間がかかるものはどれですか？

30%
28%
20%

6%
5%

3%
5%

2%
1%

ソーシング

デューデリジェンス

ディール準備

戦略

アセットマーケティング

エグジット
交渉

クロージング
合併後の統合

トレーニングと検収

金融/投資上の制約

人材/専門性

企業文化

組織構造

セキュリティ/プライバシー

既存のシステムおよびツールとの統合 72%

66%

55%

52%

40%

24%

23%

これらの重要分野あるいは段階のうち新
しい技術とデジタル化により最も効果
的に増強できると思う部分は？

質問 4

質問 5

質問 6

一般に、あなたの企業で新しいM&Aプロセス関連のデジタル技術を採用するに
あたり、主に障害となる/なったものは何ですか？
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タイミングおよびマクロ経済環境

買収構造と資金調達
交渉過程

最適価格 
明瞭なM&A戦略の達成

文化的問題の理解と対応
デューデリジェンス(予備、詳細&最終)

ターゲットの特定とスクリーニング 66%
統合プロセスの計画および実行 64%

59%
32%
21%
21%
19%
10%
3%

質問 8

M&Aの最も重要な成功要因は何ですか?

AIおよび機械学習
ブロック・チェーン
CRM(リレーションシップマッピングなど)プラットフォーム
ビッグデータ
クラウド

20%

33%

19%

17%

11%

より高い分析能力を提供
より高いセキュリティを可能
全プロセスを単純化する
全ディールコスト(資源と時間)を下げる
ディールクロージングがより短時間になる

50%

26%

7%
7%

10%

次の5年にわたってM&Aプロセスに最も大
きな変化を及ぼすと予測する技術は次のど
れですか？

M&Aディールのコンテキストでは、次の5年
(2025まで)で技術がデューデリジェンス・
プロセスをどのように変化させると予測し
ますか？

新技術は...

質問 7

質問 9

25



過大評価
財務的な脆弱性や弱さ
データまたはサイバー・セキュリティ上の問題 
財務上の異常事態
リーダーシップ関連の問題
規制遵守の問題

33%

24%

22%

10%

6%
5%

質問 12
デューデリジェンスの段階で明らか
になり、ディールの撤回に結びつく、
最も一般的な問題は？

1 (滞る) / 2 (進行する) 
1/3
1/4
1/5
1/10
1/20

36%

18%

11%

30%

3% 2%

質問 11
およそ、円滑に進むディールと比較して、デ 
ューデリジェンスの中で明らかになった問
題のために滞ったディールの割合は？

現在 5年間で

1%

1%

33%

64%

31%

66%

3%

1ヶ月以下

1 ‒ 3ヶ月

3 - 6ヶ月

6 - 9ヶ月

質問 10
ディール調達からディール完了まで、成功したM&A一件で平均でデューデ
リジェンスに要する時間は？
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環境、社会的責任、企業統治 (ESG）

現在

今後5年間で

現在

今後5年間で

データ機密規則(例えば: EUの一般データ保護規則)

33%

96%

63%5年前 4%

99%

37%5年前 5% 58%

100%

あまり重要ではな
い/重要ではない

まぁまぁ重要である 重要である/
とても重要である

1% 3%

1%

98%

1%

1%

質問 13
M&Aデューデリジェンスにおける検討事項として、次の事項の
重要性をどのように評価しますか？

質問 14
ターゲット企業についての懸念からM&Aが進まなかった案件に取り組んだこと
はありますか？

49%

データ機密規則の遵守ESGの信用

いいえ はいいいえ はい

51%

32%

68%
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おおいに満足ある程度満足どちらでもないある程度不満おおいに不満

18%

0%
4%

71%

7%

22%

0%

15%

48%

15%

おおいに満足ある程度満足どちらでもないある程度不満おおいに不満

質問 15
一般に、あなたが作業/助言するM&Aトラ
ンザクションのデューデリジェンスの速度
にどの程度満足していますか？

質問 16
一般に、デューデリジェンス技術支援にどの程度満足していますか？

ドキュメントとプロセスの標準化
AIと機械学習による仮想データルームへのアクセス
デューデリジェンス・チームをより少人数で編成し、専
門性を高める
AIと機械学習によるの利用(データを調査および分析)
デューデリジェンス・チーム拡大
一部エリアの規則

28%

25%
21%

16%

7%

3%

取引書類や情報の不備や不正確さ
当事者間のコミュニケーション不足
文書または契約書のレビューと分
析プロセスを支える技術が不十分
関係者の人数不足
規制遵守
関係者が多すぎる

24%

23%

21%

10%

13%

4%
6%

質問 18
次の要因のうちデューデリジェンス・
プロセスを最も加速すると思うものは
どれですか？

質問 17
デューデリジェンスのプロセスを最も
遅くする傾向があるのは次のうちど
れですか？
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分析および報告
エンドツーエンドプロセス、データ管理とコミュニケーショ

ン多数のシナリオ分析あるいは金融モデル化
財務実績データを視覚化すること

契約の調査および分析
仮想データルームアクセス・コントロール

ドキュメント改訂
共同作業
権限管理

32%
19%
19%
10%
8%
7%

3%
2%
1%

非常に高い高い 中程度低い 非常に低い

47%

3%
0%

該当なし

21% 20%

10%

51%
21%
14%
12%

1%

委任全体にわたる購入者の行動
に関する洞察の欠如

特定のプロジェクトに関するアク
ティビティの貧弱な可視性

プロセスの非効率性と手動という
性質

プロジェクトの状況に関するク
ライアントへの情報提供

ティーザー、NDAなどの透かしと
電子メール送信

販売用の資産をマー
ケティングする場合、
最も難しいことは何で
すか？

質問 20
資産を売却する場合、あなたの会社で潜在的買い手の識別、マーケティング、 
追跡の過程は現在どれくらい効率的で効果的だと思いますか？

質問 19

下記のうち技術支援で最も改善できると思うものは？

質問 21
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電子メール 82%

エクセルスプレッドシート 65%

プロジェクト管理 / 文書管理/連携ツール 53%

市販のファイル共有ソフトウェア 36%

質問 22

潜在的な買収ターゲットのデューデリジェンスプロセスのワークフローを実行す
るために、現在どのようなツールを使用していますか？

カテゴリー分け、インデックス作成での人工知能活用 80%

大規模なデータを迅速にロードする機能 57%

クレディターへのメールによるアプローチ機能 54%

ドキュメント改訂機能の統合 48%

仮想データルームアクセス・コントロール 28%

質問 24

再構築に最も役立つのはどのツールですか？

倒産
債券金融
分割とカーブアウト
不良債権（NPL)清
算

37%

28%

22%

10%

3%今後24か月間、どのタイプの再構築
が主流になるでしょうか？

質問 23
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この報告書について

この調査は2020年2月から4月の間に Euromoney Thought Leadership Consulting

 によって行なわれました。

Thought Leadership Consulting は、グローバル企業と金融リーダーについて、 
独自収集による、権威と影響力を持つ調査およびコンテンツ作成を専門としています。
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