
成長の原動力となる強みについて
西原　双日が誕生してから10年が経ちました。2015年3月期は、いよいよ今後
の成長に向けて勢いをつけていく年であり、次の10年はすでに動き出しているわ
けです。そこで今回は、これからの10年について議論するため、さまざまな部門、
役職の社員による座談会を開催することとしました。

（本コーナーでは、当該座談会をできるだけ忠実に再現すべく、実際の会話に沿っ
た文体で掲載していることをご了承ください）

西原　早速ですが、まず、次の10年、成長を果たしていくためには何が必要とな
るのかを話していきたいと思います。どのような強みが原動力となるのか、ともい
えますが――。では、木ノ下さんからいきましょうか。

木ノ下　そうですね、やはり私が思うのは、歴史があって今の会社があるわけで、
基本は積み上げてきたインフラ、つまり地域や取引先とのネットワークが強みにな
ると思うんです。結局、強みというものは今日、明日で生まれるものではないです
から。例えば、地域でいえば、1980年代のドイモイ政策時代から事業展開してい
るベトナムでは、実績を積み上げてきていて、かなり強いですよね。内需や現地企
業の情勢、労働力事情なんかも精通していますし、政財界とのパイプも圧倒的。
インドネシアやブラジルなんかも優位性がたくさんあります。

川原　エネルギーでも同様です。例えば、私は1997年のカタールでのLNG権益
取得に取り組んだのですが、この案件が成就した背景には、1960年代からインド
ネシアでLNG事業を行い、強力なパートナーや販売先との関係があったこと。
加えて、当社の原油部隊や機械の部隊がカタールでの実績を築いていた、という
2つの基盤の存在がありました。そのため、カタールには初のLNG進出でしたが、
先方にとっては同じ会社ということで、案件着手当初から、高い信頼を得ていたの
です。このような、ネットワークの強みを全社的に発揮できることが、総合商社の
強みなのだと思います。

西原　業界内のプレゼンスや事業基盤も重要な強みになってきますね。航空機は、
まさに圧倒的なトップポジションですが……。

座談会：双日のこれからの10年を
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山口　はい、確かに、航空機部隊というのはNo.1という金看板を背負い続けてき

た部署。裏を返せば、絶対に負けが許されない部署でもあるんですよ。だからこそ、

知見や人脈を磨き続ける……。航空機事業は派手に見えるかもしれませんが、実は

地味な農耕的なことを積み重ねているんです。でも、実際、羽田空港に行くと飛行

機が並んでるじゃないですか。「あれも、これも、ここにあるのは、ほとんど俺たちが

売った機体だ」と、なるわけですよ。それまでの苦労も忘れて、「もっと強くなってや

る」と思う瞬間ですよね。

遠藤　商社マンとしての醍醐味ですね。

山口　で、その強みですけど、やっぱり、航空会社、機体メーカー、そして業界、こ

れらについてのどこにも負けない知見だと思っています。知見というのは、技術的

なことだけではなくて、取引先のニーズの分析力や意思決定の基準・方法なども含

まれるんですよね。

有賀　LNGとか航空機とか一つの事業規模が大きく、各種事業の集積である化学

部門の派手さはいささか劣後するかもしれませんが。 

　化学部門は、顧客も取引先も、膨大な数になるんですが、この事業基盤をしっか

りと確立していくことは、まさに基本になります。特に、私たちの取引先、製造業で

いえば、売れないというのはものすごいリスクですから、販売力があることが強みに

直結します。

いかなる強みを活かしていくか
遠藤　トレーディングの強みは、私たちの生命線ですよね。

有賀　そうです。今、事業投資とトレーディングの両輪で事業展開していますけど、

これも、トレーディングの強みがあればこそ。例えば、主要事業のメタノール事業

では事業投資をした生産会社がありますね。もともと、メタノールというのは、木材

用の接着剤の原料として使われていて、私たちに接着剤の顧客基盤があったから、

つくる強みとは

地域やパートナー、
顧客基盤を活かして
成長を遂げる。
　国家規模、産業規模で取り組
む商社ビジネスにおいては、こ
れまでに積み上げてきた地域・
パートナーとの関係性や顧客
基盤は、強力な優位性となる。
そして、単独の事業だけでな
く、多岐にわたる事業、それぞ
れの基盤やネットワークの強み
を、全社的に発揮できることが
成長につながる。
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7 Voices
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事業投資に取り組めたんです。近年の、レアアースやバライト（ドリリングケミカル）

も同じですね。

川原　トレーディングのベースがあるから、顧客やパートナーのニーズを的確につ

かみ、彼らの課題を解決することができるのです。バリューチェーンの中でニーズと

シーズを結ぶともいい換えられます。先ほどのカタールの案件でも、日本側のLNG

需要や、カタール側の資源産業発展といったニーズを充足するだけでなく、実はカ

タール政府の資金需要も満たせるスキームを作ったんです。これが、非常に評価さ

れ、結果、540万トンの追加供給の確約を取りつけることができたのです。

西原　トレードから事業投資を生み、課題を解決するというのは、総合商社ならでは

の動きですね。職能から見た場合はどうでしょうか、木下さん。

木下　私は職能として、いわば部門視点、全社視点で見ていますが、双日のポテン

シャルは非常に高いものがあると思うんです。もっと成長できるとも思いますし。例

えば機械部門でも、今、話が出ていた事業基盤や知見は強力なものが山ほどありま

す。それと、人材という面でも、非常に優秀な人材がたくさんいるな、と。営業のポ

テンシャルを最大限に引き出せるように、もっと強みを活かせるように、全力でサ

ポートしていきたいと思います。

遠藤　今、ポテンシャルが高いという話がありましたが、双日の昔をよく知るアナリ

ストの方などから、最近の双日は元気がなくなったのでは、と聞かれることがあるん

ですが、どう思いますか。

有賀　そうですか、確かに統合・再建の中でいろいろ制約はあったかもしれません

が、得意領域ではかなり優位に事業展開ができていると思います。新規の取り組み

も、このところは非常に活発になってきていますし。

山口　事実、持ち味を活かせば、他商社に限らず、どこと戦っても、負ける気がしな

いですね。 

　ただ、大切なのは、強みは変わりゆくものという認識だと思います。現状の強み

にだけしがみついていたら、変化には追いついていけませんし、いずれ劣化します。

強みを活かして、次の強みを生む。そういう「強みの脱皮」を続けることが、絶対必

要だと思うんです。

遠藤　次の強みを生む強みといえば、この経営統合以来の10年で、克服を続けて

きた歩みも、大きな優位性だと思います。これからの激変する経営環境において、

私たちが培ってきた経験や、全社一丸となって課題に取り組み、乗り越え続けてき

た強靭さは、必ず活きてくるはずです。

強みを
生み出し続ければ、
負けない。
　トレーディングのベースがあ
るから、顧客やパートナーの課
題を解決することができる。こ
うした、持ち味を活かせば、ど
こと戦っても負ける気はしな
い。大切なのは、今の強みにし
がみつくのではなく、強みを活
かして、次の強みを生み出し続
けること。

常務執行役員
西原  茂
（1986年入社）

「鉄や石炭などのエネルギー・金
属分野に従事してきました。10
年後の双日の飛躍に向けた取り
組みはすでに始まっています。」

航空事業部 部長
山口  幸一
（1986年入社）

「入社以来、航空機事業に携わっ
ています。1999年から12年間
は、ボーイング社のある米国・シ
アトルに駐在しました。」
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今後のビジネスチャンスについて
西原　確かにね。厳しい時代だからこそ、強みが活きる――では、その強みを活か

して成長するためには、どのような環境変化を捉えて、ビジネスチャンスとしていく

べきか……。

木ノ下　アジアに強くて、そのアジアが成長している。生活産業としては、その内需

の成長を取り込むというのが当然の考え方であって、そこでは、実際、アイテムは関

係ないんです。生活水準や食習慣の変化というビジネスチャンスのもとで、われわれ

は市場自体を創っているんですよね。何を売るかではなく、何を創るか、なんです。

西原　流通市場への取り組みなどは、そのいい例ですね。

木ノ下　はい。今、ベトナムやミャンマーで卸事業への事業投資を行っていますけど、

次に私たちが狙っているのは、リテール。売場です。先ほど、有賀さんの話でもありま

したが、販売力は大事で、バリューチェーンの川下を押さえることで、その地域に本当

に必要なものが的確に把握できますし、もちろんプレゼンスも発揮しやすくなります。

川原　エネルギー環境も大転換しています。日本のエネルギー事情の変化、資源

国の需要国へのシフト、そしてシェール革命。こうした変化によって、私たち商社が

解決すべき課題はますます増えます。例えば、今、資源国に対しては、開発だけで

なく、産業振興・雇用創出が必要だと訴え続け、ガスケミカル、すなわち、開発した

ガスの一部を化学産業に展開する動きを積極的に行っています。これは、有賀さん

たちの化学品部隊とも連携したガス・タスクフォースで取り組んでおります。

有賀　はい。パプアニューギニアやナイジェリア、赤道ギニアなどでも、一緒に動

いていますよね。

山口　航空機も、人やモノの流動でビジネスチャンスが生まれるというのは同じで

す。航空機の需要が拡大するのはもちろんですが、今、アジアでは空港施設やその

周辺のインフラが不足していますから、そこを狙って空港関連事業に取り組んでい

ますし、航空機の大量生産・大量退役をチャンスと捉えて中古機・パーツ事業などに

も力を入れているところです。今後も、こうした環境変化に対応して新しい取り組み

を進めることが必要だと思いますけど、大切なのは、過去にとらわれず、いわゆる

「Out of the Box」で事業を作ることだと思うんですよ。

西原　環境変化を捉えて新しいビジネスを作っていくことが、総合商社の醍醐味だ

し、総合商社ならではのダイナミズムだということですよね。まさに、「創造性」の発

揮です。そして、そういった取り組みこそが、われわれを燃えさせるのだと……。

環境変化を捉え、
市場自体を
創り上げる。
　環境変化は双日のビジネス
チャンスであり、格差やギャッ
プを解決することで、双日なら
ではの創造性が発揮される。ア
イテムに着目するのではなく、
いかなるニーズを取り込み、市
場を創り上げることに注力し、
過去にとらわれない「新たな価
値」を生み出す。

座談会：双日のこれからの10年をつくる強みとは

エネルギー本部長
川原  博司
（1983年入社）

「LNGを中心に、外食事業やソ
連崩壊後の東欧ビジネスの経験
もあります。カタールのLNG権
益獲得は印象深く心に残ってい
ます。」

基礎化学品部 部長
有賀  謙一
（1987年入社）

「入社以来、化学品畑を歩んでき
ました。自らが立ち上げにかか
わったタイでの製造事業に、入
社5年目で駐在した経験は仕事
人生の基礎ともなっています。」



有賀　はい。先ほどの川原さんの話にもあったように、地域間の格差や需給ギャッ

プといった「アンバランス」があるからトレードが起こるわけですから、ニーズの変化

を捉えることで、双日ならではの創造性が発揮できるのだと思います。

木ノ下　最近、ベトナムやインドネシアで海外工業団地事業をやってるじゃないです

か。この事業は、非常に面白いですね。単に区画を売るだけでなく、他部門と連携

することで、進出した日本企業と、資材調達や販売、物流、インフラ開発といった現

地でのビジネスが広がっています。「あらゆる産業の集積」といえますよ。

木下　そういう意味では、先ほどのガス・タスクフォースじゃないですが、部門連携

は重要ですね。本来、バリューチェーンは「部門またがり」であるべきですし。こうい

う動きって、以前はあまりなかったんですが、根付いてきた感がありますね。

有賀　本当に、社内に部署間の垣根はないと思いますし、双日はそういったものを

越えて商社としての総合力を発揮できていると思います。天然ガスの話は、まさ

しく今の旬な動きですけど、こういう、将来を見極めてどこに経営資源を集中的に

投下していくか、ということが大切だと思います。強みや事業基盤はいろいろある

わけで、部門連携を含めた全社的な強みを、より活かせる領域に絞ることが、全社

の成長に直結すると思います。

木下　コントローラー室の役割ももっと大きくなってくると思っています。職能は、

営業のサポートという面もありますけど、コンサルタントでもあるはずです。全社視

点での環境分析や客観的なアドバイスも重要ですし、これから当社は成長軌道へ大

きく舵を切っていくでしょうから、新しい事業展開を高度なリスクマネジメントととも

に迅速に進められるよう、営業と一体となった機能を発揮していきたいですね。イノ

ベーションを起こし続けるためにも。

次の10年に向けて
西原　営業の各部門同士や職能が一体となった取り組みは、成長のスピードを生み

ますよね。加えて、「集中事業領域」に代表されるように、全社として集中的に取り

組んでいく分野が明確になってきたこともあって、「小さくまとまったビジネスで終わ

らず、もっと大きく取り組んでいこう」といった意識も強まっていると感じています。 

　では、そういった中で、次の10年の成長に向けて、われわれは何に取り組んでい

くべきか……。最後に、その辺りを聞いていきましょう。

有賀　ちょっと自分のことになりますけど、私、入社3年目にタイで化学品製造会社

の事業投資を推進したんですね。駐在員と寝食を忘れて、会社設立に奔走し、社内決

裁を取得して、その2年後にはそのまま赴任して……。今考えると、よく任せてもら

林産・生活資材本部長
木ノ下  忠宏
（1986年入社）

「入社5年目でチップ植林事業を
立ち上げ、その後も、ドイツ、米
国、豪州への駐在も含め、生活
産業分野に携わってきました。」

機械部門 コントローラー室 室長
木下  晴太
（1990年入社）

「経理・税務に長く携わってきま
した。インドネシア・ジャカルタ
での債権回収は非常に勉強にな
る良い経験でした。」
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総合商社ゆえの
総合力が、
成長スピードを
加速させる。
　各事業で培った強みを組み
合わせ、総合商社ゆえの総合
力を活かせる市場に、経営資源
を集中的に投下する。この部門
連携の動きは根付きつつあり、
こうした取り組みが案件の規模
を拡大させ、成長スピードを加
速させる。
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えたな、と思います。ただ、そういう若い社員に挑戦させる風土というのは、これか

らも大事にしたいと思います。

木下　そうですね。私もインドネシアのある会社に一人で出向し債権回収に取り

組んだことがあるんですけど、非常に大きな経験を積めました。私たちのビジネスと

いうのは、つまるところ「人」ですから、どんな経験を積ませるかということも含めて、

人材育成が鍵を握るのだと思います。特に、今後、事業投資が増えていくと思うの

で、経営人材の育成が重要になるはずです。リスクマネジメントやガバナンスも含

め、私たち職能としても知識・ノウハウの習得も支援していきたいと思っています。

木ノ下　われわれ現場のリーダーの役割が極めて重要だと思いますね。先ほどの

若手に任せるということともつながるんですが、社員が躍動感を持って事業を作るの

には、私たちがどれだけリーダーシップを発揮できるかにかかっていると思うんです。

山口　私たちがリーダーシップを発揮することで、事業も人も魅力で溢れる会社に

なっていく……。

有賀　そう思います。長期・中期・短期のビジョンを明確に描いて提示し、有言実行

を続ける。そういったことを続けていけば、ますます創造性に満ちた会社になってい

くし、発展していけるはずです。

川原　そうですね。その「ビジョン」を「価値」の視点でいえば、私は、独自の機能を

生み出し続けることが重要だと考えています。環境変化によって生じた課題を解決

する「ソリューションプロバイダー」として、世界で機能する会社にしていきたいです

よね。

西原　ありがとうございます。皆さんの見解を聞いて、私もこれからの双日に自信

を持ちました。

遠藤　IRとしても、こうした会社の優位性や機会、そしてそれを成長につなげる戦

略を、社外に的確に理解してもらえるよう、取り組みの革新を続けなくてはならない

ですし、この当社に存在する成長に向けた「うねり」のようなものも伝えていきたいと

思います。

西原　成長のための明快な強みがあり、ビジネスチャンスも世界に広がっている。

得意な領域で邁進すれば、必ず成長する――。もちろん他社も革新していこうとす

るわけですから、それ以上のスピードと創造性をもって、実行していくことが重要だ

とは思います。 

　今、ここにいる次代を牽引する社員をはじめ、双日の将来を担う人材は、熱意と意

志で溢れています。双日は、次の10年、成長にこだわり、世界で価値を発揮してい

きます。是非、読者の皆様もご期待いただければと思います。

次の10年、
成長にこだわり、
世界で価値を
発揮する。
　成長のための明快な強みが
あり、ビジネスチャンスも世界
に広がっている。各社員が
リーダーシップを発揮し、他社
以上のスピードと創造性を
もって邁進すれば、必ず成長
する。双日は、次の10年、成
長にこだわり、世界で価値を
発揮していく。

座談会：双日のこれからの10年をつくる強みとは

IR室 課長
遠藤  友美絵
（1991年入社）

「広報・IRに従事し、双日のさま
ざまな時代を乗り越えてきまし
た。今後も双日IRの向上に力を
注ぎます。」
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