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　2016年になりました。100年前の1916

年は第一次大戦の最中であり、特段のエ

ポックは見当たりません。コンドラチェ

フ波動の50年前の1966年はどうかとい

うと、「丙午（ひのえうま）」の年であり、

日本では出生数が激減しました。出生数

を見ると、前年の1965年が182万人だっ

たのに対し、丙午の66年は25％減の136

万人、翌67年は42％増の193万人となっ

ています。

　丙午生まれの女性は気性が激しく夫

の命を縮める、という江戸時代の迷信が

昭和に入っても残っており、この年に子

供を作ることを避けたために生じた現象

です。この迷信は由緒あるものではなく、

江戸大火の原因とされた「八百屋お七」

が丙午生まれだという噂話（真偽は不明）

がベースのようです。私は1967年生まれ

なので、子供の頃から「迷惑な話だなあ、

私の年は同級生が多くて競争が大変だ」

と思っていました（笑）。

　興味深いのは、前回の丙午である1906

年との比較です。1906年の出生数減少

は前年比４％に過ぎませんでした。驚く

べきことに、昭和の人の方が、明治の人

よりも江戸の迷信の影響を強く受けて、

出生数が大きく減少したのです。

　経済学や経営学の発達で企業経営に

まつわる迷信や無知蒙昧は漸減してい

る「はず」だと、我々は思い込んでいま

す。しかし、1966年の20～30代の世代が

江戸時代の迷信に強く影響を受けたよ

うに、現代の経営者も後世に振り返ると

同様の迷信に囚われている可能性があり

ます。本年も我々は、企業経営の本質追

求を続けていきたいと思っています。

　今年、弊社は10周年になります。2007
年1月の創業当時の5名から、現在は約
160名のアドバイザリーファームに成長
することができました。これもひとえに
弊社をご愛顧いただいたお客様や関係
者の皆様のおかげでございます。この場
を借りて深く御礼申し上げます。
　この約10年間は、経済環境及び市場
環境が大きく変化してきました。2007年
は為替が円高傾向にあった上、デフレか
らの脱却は出来ないでいたものの、比較
的好景気の時代でした。その後、2008
年以降に生じた金融危機とそれに伴う
金融円滑化法の施行（2009年）、2011年
に生じた東日本大震災、2012年におけ
る尖閣諸島問題を契機とした日中関係の
悪化、2013年以降のアベノミクスによる
円安基調と株価上昇といった様々な事
象があり、2007年当時とはすっかり経済

環境が様変わりをしました。現在の日本
は、為替が120円（円/ドルレート）近辺
と円安で推移し経済は好調ですが、これ
から数十年にかけて、人口減少の問題に
直面し、当該問題が深刻な首都圏以外
の地域における地方創生が大きな課題
になっています。一方、日本の大手企業
においては、成長戦略の有力な手段とし
てIN-OUTのM＆Aと日本企業のグロー
バル社会での競争力維持のための業界
再編は、今後ますます向き合うべき課題
となっています。
　弊社は、日頃のお客様のニーズに沿う
柔軟なサービスを心掛ける一方で、日本
企業が直面する２大テーマ（地方企業の
活性化と日本企業のグローバル化）に関
しても、顧客企業に様々な提案とサポー
トをしていく所存ですので、今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。
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　今年は、1995年の東京モーターショーで本格的量産型HEV

であるプリウスが展示されて20年目となる。プリウスの市販は

1997年に開始され、2014年の国内HEV・EV・PHV販売台数

は104万台（乗用車販売台数の22%）、同保有台数は390万台（国

内自動車保有台数の７%）に達した。環境問題やエネルギー問

題を解消すべく、さまざまなレイヤーにおける技術が革新され、

量産化によるコスト低減もあって、自動車先進国である日本市

場は急速に増加を続けている。

　こうしたパワートレイン系が電動化へと向かう一方、ABS・

エアバック・バンパー搭載など安全走行系分野でも技術革新が

取り入れられた。昨今では、ECU（エンジン・コントロール・

ユニット）の高度化や統合化が進み燃費が改善した。さらにア

クティブに事故を防ぐADAS（アドバンスト・ドライビング・

アシスタント・システム）の普及が始まった。外部の情報をカ

メラ・レーダーなど各種センサによって取り込み、危機的状況

を事前に回避する、自動車の制御を電子的処理でアクティブに

行うシステムである。

　この技術は、今後注目されている自動運転にもつながる。自

動運転は、現在構築された社会システム・インフラが技術革新

をキャッチアップできていない状況のため、本格普及期は不透

明だが、いずれ大きな産業変革に繋がるだろう。

　ボディ系では、複合材料の応用が本格化する可能性がある。

車体をいかに軽く、かつ安全性を担保するためには、従来の金

属から樹脂系複合材料への転換がポイントとなる可能性がある。

既に自動車より要求性能が厳しい航空機は大きく変化した。量

産性や加工性などの問題は残るが、長期的には技術革新により

金属材料を使わない自動車も十分にあり得る。

　こうした自動車の変革は、さらに流通や所有形態、また生産

方式など全体のエコシステムに波及する可能性があろう。既に

一部の自動車メーカーではネット上で自動車の販売を開始して

いる。一台当たり走行距離が長く、ガソリンの大量消費国であ

る米国では、Costcoなどのホールセールが併設するガソリンス

タンドの重要性が増している。電動化はガソリン消費を否定す

るものであり、ガソリンスタンド自体の存続も長期的には疑問

がある。アフターサービスや修理は宅配業者やコンビニエンス

ストアが代行する可能性があり、中古車の販売は所有者が直接

オークションで行う可能性もある。

　自動車産業の成り立ちや過去の競争の歴史、長期にわたるイ

ンフラの整備などで、現在の産業エコシステムは成り立ってい

る。現在のエコシステムは、その大半の付加価値を企画・デザ

イン→開発設計→製造→金融・テレマティクスサービス→系列

ディーラー販売→アフターサービス・中古車販売を大手OEM

がグループで獲得し、一部を部品メーカー・保険会社・ガソリ

ン流通などが享受している。現時点では空想の域を出ないが、

ハードウエアとしての自動車の変革は、付加価値上でOEMの

寡占体制が崩れる可能性もあるとの見方もできよう。

　1980年代央まで垂直統合が前提であった民生用エレクトロニ

クス産業は、プロダクトの変遷とともに80年代から大きく変革

し、その局面で日本の民生用エレクトロニクス産業の国際競争

力は大きく低下した。変革期におけるキーワードは、「デジタル

化」「水平分業」「ネットワーク化」だろうと考える。

　1982年に音楽コンテンツがデジタル化され、光ディスクシス

テムの開発と共にCDが発売されたのが最初の変化点だ。映像

コンテンツも処理能力の拡大とディスク情報量の拡大で、90年

代にDVD、2006年にBlu-rayと順次デジタル化が進んだ。

　IBMが汎用PCのOS開発をMicrosoft社に、CPUをIntel社

に委託したのが第２の大きな変化点である。90年代に直面する

水平分業化を加速させるきっかけとなった。ビジネスモデル上

で効率性を追求する場合、固定費の大きなソフトウエア・半導

体など開発・製造プロセスでは量産化が必須であった。また労

働集約型の製造プロセスは、季節性を極力排除する必要がある。

この結果、ASEANから中国への労働力を最大限に活用でき、

どんな機器でも大量に生産できるEMS企業が台頭した。

　デジタル化されたデータの交換には、当初有形メディアを用

いたが、2000年以降、Internetの普及とその高速化で、全ての

デジタル機器はネットワーク端末と変化し始めた。磁気テープ・

光ディスクなどは市場から消え始め、必要なデータは端末にあ

自動車産業の変革

■変わる自動車ハードウエア

民生用エレクトロニクス産業の
変革

■変革は３つのキーワードから

■変革はハードウエアだけではない

1980年代から民生用エレクトロニクス業界が直面した状況
から、変革期と位置付けられる自動車産業でも10～20年後
には「レイヤーマスター」による新たなエコシステムが構築
されていよう。自動車産業に関わる企業は、業界構造の変化
を見越した経営戦略を検討する時期にある。
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るHDDや半導体メモリに蓄積して使用された。その結果、AV

機器という専用端末の市場は縮小し、デジタル情報通信端末が

通信速度・情報処理能力の向上によりスマート化した。

　2007年のiPhone発売は、その動きを決定的なものとし、ス

マートフォン市場は過去類を見ない14億台市場となった。一方、

消費者はスマートフォン１台で情報・通信端末としての機能を

手元に保有できることになったことに加え、ブロードバンドの

普及でオーディオだけでなく、ゲーム・映像端末としての機能

を手にすることになった。スマートフォン以外の大半のスタン

ドアローン機器の市場は減少することとなり、その市場でのポ

ジションがそのまま業界でのポジションとなった。

　スマートフォンには、世界中の最先端テクノロジーを用いた

デバイスに多種多様なアプリケーションが搭載される。OSは

基本３種類。市場規模は約40兆円。パソコン市場は約３億台・

15兆円程度、テレビ市場は2.1億台・11兆円程度と比較すると、

その大きさが推測できる。

　テレビのエコシステムは、放送が開始された時代から始まり、

本体は2000年頃まで装置産業であるブラウン管メーカー、日系

と韓国系が主導していた。映像コンテンツ、放送業者、広告代

理店などがエコシステムを構成し、それぞれが地域別で交じり

合うことはあまりなかった。

　一方、パソコンは前述のとおり水平分業であった。処理能力

の向上とネットワーク化で、デジタル化された映像・音楽コン

テンツの記録再生、検索サービスや広告モデルなど、90年代

後半からビジネスモデルが一気に多様化した。ただしテレビと

比較すると、技術進化により新たなサービスレイヤーが台頭し、

ネットワーク化によりグローバル化が進展したことが特徴だろ

う。

　メガトレンドとしてのパーソナライゼーション、国際的な無

線通信規格の統一と高速化の急速な進展、さらにディスプレイ・

半導体デバイスの進化、タッチパネルを含む新しいインター

フェイスの本格実用化などタイミングが合わさり、携帯電話は

急速にスマートフォンへと進化した。ほぼ全ての機能を有する

スマートフォンでは、クローズドな中で独自のビジネスを展開

するアップルと、オープンな環境を整えたインフラ提供者とし

てのグーグル、先端デバイステクノロジーと量産技術でトップ

シェアを獲得したサムソンが３強である。

　アップルはOSのアップグレードを進め、使用可能なデバイ

スを自社製に限定した。クラウドを含むユーザーサービスによ

り、他社デバイスへのスイッチングコストを上げて、スマート

フォンと親和性の高い複数のハードを提供し、同様のサービス

を受けられるエコシステムを形成した。昨今は、コンテンツ・

金融決済などもスタートして、世界で５億人超といわれるアッ

プルユーザーの囲い込みと裾野の拡大に向かっている。

　一方、グーグルはOSを基本無償で提供している。ビジネス

モデルが広告を前提としており、単純にネットワークにアクセ

スできる端末の普及が進めば、グローバルで独占的に展開して

いる広告収入が増える。他の事業や開発投資は、快適な環境で

ネットワーク機器を普及させるためと推測できる。実際には、

OSの使用に関しても様々な制限を設けるなど批判も多いが、

iOSの使用ができないアップル以外の企業は、Androidを使用

せざるを得ない状況といえる。

　また、2000年代後半にはネットワーク上で、グローバル市場

を対象に単一のサービス展開のみを行う企業が台頭した。フェ

イスブック、ツイッター、LINEなどがその代表である。もっぱ

ら彼らの評価は、足元の収益性でなく、それを使用する加入者

数となっている。加入者の情報は、その登録時点だけでなく、

アクセスする毎にビックデータとして蓄えられ、そのデータを

使用した物やサービスの販売機会に繋げる動きが本格化してい

る。

　こうした民生用エレクトロニクス業界の80年代以降の変遷を

見るに、グローバル市場で効率化を極限的に追及する以上、水

平分業化は免れず、勝者と敗者が明白に分かれる。さらに水平

分業されたレイヤーの中で、最も重要なポジションを占める企

業がそのエコシステムをコントロールし、収益の大半を握る。

ネットワークの進化により、従来は製造業ループ内での水平分

業であったが、既にサービスやコンテンツまで含むループ内で

水平分業化が起こり、ループ内での勝利者がグローバルな市場

から大半の収益を獲得し、他はそれに追随せざるを得ないと考

える。一見、共存・協業しているように見える現在のOSを保

有する民生用エレクトロニクス業界での勝利者と、他のループ

内の勝利者（リテール系、金融系、コンテンツ系、物流系など）は、

遠くない将来に覇権を争うことになる可能性が十分にある。最

も強力な武器は、顧客数（＝個人データ量）と、資金調達力（＝

時価総額）だと考えている。

　エレクトロニクス業界に替わり現在日本の製造業の中心と

なった自動車産業に話を戻そう。前述のとおり、自動車産業は

100年ぶりの大きな転換期に入っているといえる。

　2007年当時に20～30％であった自動車製造コストにおける

電子部品の割合は、2015年には40％程度まで上昇したと推測し

ている。さらに2020年には50％を上回る可能性が高い。パワー

トレイン系（エンジン制御、トランスミッション、パワーステ

アリングなどの電子制御）、安全走行系（ADASの普及）、情報

系（通信機能追加）など、電子部品・デバイス搭載が加速度的

に進む可能性が高いためだ。さらに自動走行等の普及が進む場

合は、高精度な位置把握が必須で、新たなインターフェイス等

も求められる。10万点の部品を効率よく、一点のミスなく組み

上げていくという、自動車産業の構造が、電子化の進展で変化

していく一つの指標として見ることができよう。

　自動車産業は、従来エレクトロニクスに対し、関連産業を含

むループの大きさと重さ・国毎で異なる規制や制約条件・部品

点数が多く、組立ての難しさ・工場など設備投資の大きさなど

多くの参入障壁があり、基本大手自動車メーカーの寡占度が上

【参考図表】 スマートフォンと自動車産業のバリューチェーン

出所：フロンティア・マネジメント作成
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自動車はOEMメーカーがレイヤーマスターでグループ・系列で付加価値を寡占
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■収益はレイヤーマスターに集中

■顧客数と資金調達力がキーポイント

Featured

Ⅰ～変 革 する自動車 産 業に対 する民 生 用エレクトロニクスからの 示 唆～
産 業 構 造 変 革 期 こ そ エ コ シ ス テ ム 構 築 の 機 会

04 FRONTIER±EYES  FEB. 2016 FEB. 2016  FRONTIER±EYES 05

出力ファイル名：FrontierEYES_v12_p04-p05_151217_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

貼込アプリ： Adobe Photoshop 14.2.1J（CC）
作成OS ： Mac OS X ver.10.10.5

2015-12 vol.02-151217

機関誌『Frontier EYES』vol.12（2016.FEB.）
P04_P05



がり、製造業としての自動車産業エコシステムを握るOEMメー

カーが、販売やメンテナンスやサービス・金融などを含め収益

をほぼ独占しているといわれてきた。

　実際、OEM企業のグローバルな再編は数年前までに早いペー

スで進んだ印象がある。ただ、現在は自動車部品業界の再編が

進行している。従来の機構部品や単品部品をOEMメーカーに

提供するだけでは十分な収益が得られないためだ。また半導体・

電子デバイス業界も、飽和化した従来のエレクトロニクス業界

向けを諦め、成長余地の高い自動車向け、特にADASや情報系

にフォーカスする企業が出始めている。また2003年に創業され

たEV専業であるテスラは、参入障壁が高いといわれる自動車

市場で一定のポジションを確立した。こうした現象を見ると、

業界内におけるOEMメーカーのポジションが、エレクトロニ

クス化に伴ってやや弱まってきている印象を受ける。

　従来は、ピラミッドの頂点にあるOEMメーカーが企画開発

を行い、1st Tier～3rd Tierなど部品供給者にコストプラスα

で部品を生産・供給させ、それを系列の販売店で金融附属サー

ビスをつけて売り、さらにメンテナンスや中古車の販売に関し

てもグループ内・系列で行ってきた。こうした中で、自動車構

成要素のエレクトロニクス化が現実に進行し、スマートフォン

で多くのユーザーと資金調達力を持つITジャイアントが新たな

市場として、参入を相次ぎ発表している。ITジャイアントはス

マートフォンで成功したエコシステムを自動車産業に持ち込み、

企画開発・製造から部材、OS、販売、メンテナンス・サービス

まで大きな変革を行うことで、自分たちが次世代自動車市場に

おけるエコシステムのレイヤーマスターとなるべく、多額の投

資を開始し、それが現実化するタイミングとなってきた。また

多くの中国系IT企業は、中国自動車メーカーと組んで参入を果

たしている。

　民生用エレクトロニクス業界では、攻める新興企業は代替さ

れる既存事業を保有しておらず、新規領域に対する合理的・効

率的参入で市場を席巻した。既存系は、守るべき既存のキャッ

シュカウ事業や販売・R&D・工場などの固定費・設備がネック

となり、意思決定も遅れ、結果として市場・収益を失った。必

要な要素は、資金力さえあればM&Aにより時間を短縮して手

に入れられる。

　ガソリンを使用しない場合、流通形態、自動運転時の車内空間、

個人所有からシェアリングへの転換、中古車市場、金融・保険

システムなど、産業規模が200兆円と想定される自動車市場の

変革は、周辺の産業を巻き込みながら今後10～20年かけて変

化していくことが想定される。企業としては、この変革から目を

離せない。

　勝利者になるか、勝利者グループに属しつつ生き残るための

収益・キャッシュフローを獲得するか、敗者になり退場するの

かは、今後10年で決まってくると想定される。自社のリソース・

強みを冷静かつ正確に棚卸するとともに、メガトレンドを含む

今後10～20年における市場の変革をユーザーニーズ（消費者）

と、技術トレンド・規制・制度改革などのシーズに対する十分

な分析を行った上での意思決定の必要があろう。

　巨大市場を対象として、グローバルな競争力を持つ国内の産

業で、川上～川下までのピラミッドを形成しているのは、既に

自動車しか思いつかない。外貨を継続的に獲得していく必要が

ある日本で、自動車は最も重要な産業ピラミッドと位置付けら

れる。

　OEMメーカーの戦略はもちろんだが、1st Tier～3rd Tierま

でも、果たしてどの企業・レイヤーにベットしていくのか、そ

の合理的理由は何なのかを、新しい時代に合わせて検討すべき

である。その選択によって、長期的に生き残れるかどうかが決

まってくる。新しい自動車市場で事業展開を意図する場合は、

命運をかけてリスクテイクする局面が既に訪れている可能性が

あり、あまり時間は残されていないと思われる。

明治大学工学部卒業。1984年に大和証券㈱に入
社。その後、CSファーストボストン証券会社やメリ
ルリンチ日本証券会社などで一貫して、テクノロ
ジー業界のアナリストとして活動。同セクターのカ
バー年数は20年以上にわたる。2012年にフロン
ティア・マネジメント㈱に入社し、2015年より産
業調査部長に就任。

Hitoshi KURIYAMA

栗山 史
産業調査部 部長

■ITジャイアントの本格参入

■対自動車市場に対する明白な経営戦略は必須に

スマホの登場により、我々は「すきま時間」
を有効活用して「時間価値」を追及するよ
うになった。そして、同じ時間（=同時性）
でないと双方のコミュニケーションが成立
しない電話が、電子メール等の仕組みが普
及することで「同時性」の「解消」が可能
となり、双方の「時間価値」を高めたように、
様々な業界で情報や商品やサービスの出し
手と受け手の「同時性解消」が行われており、
産業構造が大きく変化した。小売業では、
宅配ビジネスにおいて、宅配業者と受け取
る人の「同時性解消」が期待されており、
近未来には「宅配がなくなる日」が実現さ
れるかもしれない。
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　スマートフォン（以下、スマホ）に代表される情報携帯端末

の進化とその普及は、人々の生活パターンを根本的に変えた。

これはパソコンの登場による変化をはるかに上回る断層的変化

である。確かに、我々人間は、パソコンを手にすることで、従

来は獲得しえなかった大量の情報を手に入れ、その情報を処理

して自らの意見を発信することが可能となった。

　ただし、スマホ登場以前の情報端末は、気軽に携帯すること

が難しかった。このため、大量の情報を獲得・処理して、情報

発信すると言っても、それは所詮、パソコンが設置されている

オフィスや自宅の書斎・リビングなど、固定化されて閉じられ

た空間に紐付いた能力に過ぎなかった。換言すれば、我々はパ

ソコンを手にして情報獲得・処理能力を得る代償として、パソ

コンが存在している空間に「絡め取られた時間」を生きていた。

　スマホは、携帯電話とパソコンという異なるデバイスの止揚

的存在としてこの世に生を受けたが、文字通りその“携帯性”こ

そが革新性であった。

　スマホを携帯することで、我々は自由意思で動き回りながら、

大量の情報を獲得し続けることが可能となった。また、多くの

人間が同様に、スマホを携帯して動き回る状態となったことで、

メールやSNSを通じて常時第三者と繋がることが可能となり、

人類史に類を見ない時間的かつ空間的に変化を続ける人的ネッ

トワークが形成された。

　大量情報の獲得・処理・発信能力の携帯という事実が、我々

人間に可能ならしめたのは、偶発的に発生する細切れ時間、つ

まり「すきま時間」の活用である。従来は、じっくり時間をとっ

て物事を行うための「かたまり時間」だけに価値があった。一方、

「すきま時間」を活用する術を我々は持っておらず、「すきま時

間」に価値を見出すことは難しかった。

　しかし、スマホを携帯することで、電車を待つ時間に、

Outlookで来週のスケジュール管理をしたり、会議招集をした

りすることが可能となった。会議の参加者全員が揃うまでの時

間に、NewsPicksでフォローしている人たちの意見など、タイ

ムラインを追うことが可能となった。ランチを食べてオフィス

に戻りながら、パートナーと約束している来月の温泉旅行の予

約をすることも可能となった。

　スマホを手にした我々は、大脳に電脳を埋め込まれた生物へ

と転化した。具体的には、「すきま時間」を積極的に活用し、

情報獲得して他者と繋がり始めた。従来は歯牙にもかけなかっ

た「すきま時間」にさえも価値を見出した我々人間は、今まで

以上に「時間価値」を追求するようになった。そして、「時間価値」

の多寡によって、消費行動や労働行動を変化させる新しい時代

の幕開けを実感するようになった。

　この動きは「時間資本主義」と呼ぶべき現象である。

　筆者は、2014年11月に『時間資本主義の到来（草思社）』を

出版し、「時間資本主義」という新しいパラダイムを紹介した。

2015年9月には、弊社の松本渉らとの共著『「時間消費」で勝つ！

（日本経済新聞出版社）』で、「時間資本主義」の小売業や消費

産業へのインパクトについて詳述した。ここではこれら２つの

著書の詳細には立ち入らない。

　むしろ、本稿では、スマホが提供する価値（＝「すきま時間」

の活用）を価値たらしめている根源を明らかにし、それを社会

学的かつ経済学的に分析することで、将来に対する示唆を紹介

したい。その価値の根源とは、形而上学的に言えば、商品・サー

ビス・情報などの出し手（＝売り手）と受け手（＝買い手）と

いう各主体の「同時性」の問題である。そして、多くの産業の

歴史を俯瞰すれば、産業とはこの「同時性」の「解消」が原動

力となって発展してきたという事実が見て取れる。

　「同時性解消」という現象が産業構造を変革した好例は、人々

のコミュニケーションや音声通信である。A氏がB氏とコミュ

ニケーションを取ろうとすれば、この二人は同じ時間に（同時

性）、コミュニケーションの時間を確保しておく必要がある。

これは携帯電話による音声でのコミュニケーションでも同様で

あり、すべからく伝統的な音声による通信には同時性が要求さ

れていた。しかし、留守番電話機能の発達、電子メールの導入、

FacebookやLINEなど様々な仕組みが普及することで、今日で

は、情報の出し手と受け手の「同時性」が「解消」されている。

　発達したICTを使って、情報の出し手は、自分の好きな時間に、

あるいはスマホを携帯することで「すきま時間」に、自由に情

報を発信する。受け手も、「すきま時間」を含めて、自分に都

合の良い時間に情報を受け取る。情報の出し手も受け手も、他

者の要望する時間や空間に縛られることなく、自由意思で自分

の都合の良い時間を使ってコミュニケーションを行うことで、

双方が自らの時間価値を高めることが可能となっている。

　スマホを携帯することによって獲得した「同時性解消」によっ

て、我々は時間制約や空間制約から完璧に脱却した。コインの

裏表の現象であるが、効率的や効果的なコミュニケーションを

可能とする技術を希求する我々のニーズも加速度的に増勢と

なっている。こうした環境下、情報の出し手や受け手の満足度

を高められる企業が通信業界における覇権争いで主導権を握り、

産業構造が大きく変化した。具体的には、通信キャリアの存在

価値が相対化し、AppleやGoogleなどが通信網という従来型

のインフラ産業からその覇権や経済的付加価値を奪取すること

に成功した。

　「同時性解消」は通信業界で起こった特異なことではない。

我々の生活に密着した衣食住の世界でも同様の現象が多く見ら

れている。

　例えば、我々日本人が好んで食する寿司を考えてみよう。従

来は、寿司を新鮮な状態で、家庭やオフィスにおいて食する技

術は未発達だった。寿司という食べ物は、もっぱら寿司店やレ

ストランなど家やオフィスの外で食するものであった。このた

め、寿司職人（＝出し手、売り手）と、寿司を食べる消費者（＝

受け手、買い手）が同じ時間に一定の範囲の場所にいなくては

ならず、「同時性」に縛られていた。

　しかし、近年のチルド技術の発達や流通網の整備により、寿

司職人と消費者の「同時性解消」が起こった。寿司を作る側も

自らの時間効率を考えて大量に効率よく生産することが可能と

なったし、消費者も手軽に安価に寿司を家やオフィスで食べら

れるようになった。宅配寿司の成長はこの変化によって生まれ

た新たな業界の覇者と言えよう。

　衣料品ではスーツやドレスが好例である。戦争直後は、スー

ツやドレスは気軽に買える商品ではなかった。スーツの場合、

背丈や袖の長さなど各消費者の身体のサイズを採寸し、時間を

かけて作られていた。その際、スーツの売り手と買い手には「同

時性」が要求された。ドレスも同様であり、オートクチュール

などはその最たるものであろう。しかし、最近では、デザイン

や縫製の技術が発達したことや、大量生産や物流の仕組みが

整ったことで、売り手と買い手の「同時性」が全く不要となり、

スーツやドレスもネットで購買することが可能となっている。

　サービス業でも同じ現象が観察される。オペラやバレエなど

は、歌い手や踊り手と観客の「同時性」で成立している商品で

あるが、CD・DVDやストリーミング技術の発達によって多く

の消費者に「同時性」とは無関係に安価に消費されるものとなっ

た。学習塾なども同様であり、熱血先生の授業を直接の受講者

だけでなく、衛星通信やEラーニングの仕組みで広く多くの

バーチャル受講者にコンテンツを届けることで、従来よりも広

い消費者に受け入れられている。

　事ほど左様に、様々な業界において、技術革新を背景にして、

売り手と買い手の「同時性解消」が発生した。そして、当該業

界における商品やサービスの価格設定が急激に低下し、その普

及が爆発的に高まることが観測されている。また、「同時性解消」

が起こる中で、ユーザーのニーズに対応して売り手と買い手の

経済合理性を高めることができる商品やサービスを提供する企

スマホで輝く「すきま時間」

「同時性解消」が引き起こした
通信業界の覇権移動

技術革新が「同時性解消」を
加速する
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業が評価され、その地殻変動を契機にして様々な業界再編が起

こることも観測されている。

　もちろん、現在も寿司店は残っているし、オートクチュール

専門業者も残っているので、業界再編が起こると言っても全て

の既存企業がなくなるわけではない。しかし、一方で、「同時

性解消」によって新しい業界覇者が突然出てくることも事実で

あり、企業経営に携わる者は全てこの視座を忘れてはならない

と考えられる。

　結局のところ、「同時性解消」は、当該商品やサービスの出

し手と受け手双方の時間使用の自由度を高めることで、双方の

「時間価値」を高めることが可能となる。また、時間使用の自

由度が高まることで、効率的な商品やサービスの生産・消費、

大量の商品やサービスの生産・消費が可能となり、双方の経済

厚生が高められると言える。

　大胆かつ帰納法的に言えば、現在の技術革新を前提として、

売り手と買い手の「同時性解消」が発生する産業を予見すれば、

当該産業の未来を占うことが可能と言える。筆者が長年専門と

してきた小売業の世界においても、消費者の購買プロセスを「同

時性解消」という視座で見つめ直すことで、Eコマースの進展

などを読み解くことが可能である。

　昔ながらの商店を想起してみよう。夕飯の買い出しで商店街

の総菜屋に足を運ぶ際に、消費者は総菜屋で今日はどのような

惣菜がお値打ちなのかといった情報を事前に獲得する手段はな

かった。総菜屋店員の「今日はメンチカツが安いよ！」という

声掛けが商品や値段の情報であり、消費者と総菜屋の店員が「同

時性」を共有していた。

　店員の声掛けが、新聞折り込みのチラシや、ネット上での情

報へと変化していくことで、消費者が商品や価格の情報を獲得

する際に「同時性」は必要なくなった。消費者は、自分の好き

な時間に、どこのお店でどのような商品がいくらで売られてい

るかが瞬時に分かるようになり、大量の情報を使って合理的な

購買行動をすることが可能となった。情報の出し手である製造

業や小売業各社も、大量の商品や価格情報を安価に広く消費者

に知らしめることが可能となった。

　商品・サービスの代金を支払うというプロセスにおいても同

様に、「同時性解消」が始まった。従来は、店員が品物を確認し、

「本日のお買い上げ、3点で2500円になります」という音声で

情報を消費者に伝え、消費者は自らの財布を開いて現金を取り

出して払うという一連の動作が行われていた。しかし、昨今では、

Eコマースの際は、登録しておいたクレジットカードや獲得し

た電子マネーを使って、クリック一瞬で支払いを済ませること

が可能となっており、商品の売り手と買い手の「同時性」は必

要なくなっている。

　「商品やサービスを購入して消費する」という購買プロセスは、

伝統的な小売業では一連のつながったプロセスであり、そのプ

ロセスの中において、売り手と買い手に対していくつもの「同

時性」が要求されていた。現代のコンテクストで敢えてこの一

連のプロセスを分解すると、商品やサービスを「探す・選ぶ」

→「支払う」→「持ち帰る・受け取る」→「消費・体験する」とい

う4段階となる。

　21世紀に入ってからの急速なICTの発達により、4つの分化

した購買プロセスの前者2つのプロセスにおいて、「同時性」が

解消されてきた。商品やサービスを「探す・選ぶ」というプロ

セスにおいて「同時性解消」が行われ、Amazonや楽天など新

たなプレイヤーが勃興してきた。「支払う」というプロセスで

も「同時性解消」が行われ、クレジットカード会社だけでなく、

電子マネー関連企業など新たなプレイヤーの覇権が強くなった。

そして、伝統的には“小売業”というカテゴリーに分類されてい

た企業が司ってきた購買プロセス全体が分解され、新たなプレ

イヤーによるヘゲモニーが確立しつつある。

　この意味において、現在小売業で起こっていることとは、購

買プロセスの分解とプロセス内の「同時性解消」である。

　分解された各々の購買プロセスでは、新たなプレイヤーが覇

権を握ってきている。各プロセスで覇権を獲得したプレイヤー

は、各プロセスという小さな領土に閉じた領主として留まるこ

とをよしとせず、購買プロセス全体の覇権を握ろうという動き

を活発化させている。Eコマースのプレイヤーが情報面だけで

なく、電子マネーやポイントの発行、物流拠点の開設など、伝

統的な小売業とは異なるプレイヤーとして、購買プロセス全体

をコントロールしようと試みていることがその証左である。結

果として、一度は分解された購買プロセスが再構築され、全く

新しい業界構造が我々の目の前に出現しようとしているのであ

る。これは、フランスのポスト構造主義哲学者のジャック・デ

リダが唱える脱構築（ディコンストラクション）の考え方と相

似形を呈している。

　購買プロセスにおいて、依然として「同時性」が残っていて、

今後の「解消」が期待されるのは、「持ち帰る・受け取る」と

いうプロセスである。より直接的に言及すれば、宅配というビ

ジネスであろう。

　宅配という行為は、店舗での購買・持ち帰りと比べて、一見

便利に思われる。確かに、宅配を使った通販は、カタログやネッ

トを見ながら商品を選んで、クレジットカードで決済をするた

め、「探す・選ぶ」や「支払う」というプロセスでの「同時性解消」

が行われ、効率的な購買プロセスに見える。しかし、一方、家

やオフィスに商品を届けてもらう際には、家やオフィスに本人

や本人から委託された個人が待っていなくてはならず（＝「同

時性」が必要）、実は「時間価値」は必ずしも高くない。

　スマホなどを駆使して、たった数分の「すきま時間」で何で

もできるようになった現代のコンテクストから見ると、現在の

宅配の仕組みは高い「時間価値」の提供ができているのであろ

うか。たとえ時間指定の宅配で正確に商品が配達されるとして

も、数時間単位で自らの時間と空間を制約されて家やオフィス

で商品が届くのを待たなくてはならないという仕組みは改善を

迫られることとなろう。そもそも、全く知らない第三者が自宅

に直接商品を届けるという仕組みを必ずしも好きではないとい

う一人暮らしの女性や老人も少なくない。特に、日没後の配達

ではその傾向が顕著であろう。

　一方、商品を配送する側の物流業者としても、宅配時に受取

人が家やオフィスにいないという「不在率」が20-30％に達し

ており、再配達のためのコストは莫大である。これは、ドライ

バーの導線が増えるということだけでなく、再配達の時間を再

設定するためのオペレータの人員コストや再配達の自動時間設

定のためのシステム投資など、多岐にわたるコストアップ要因

を含んでいる。宅配というビジネスにおける「同時性解消」は、

消費者側だけでなく物流業者側としても喫緊の課題である。

　近未来の話になるが、都市部では今後は各ブロックに、宅配

受取所のような機能が設置される可能性があると推測される。

既に、コンビニ各店舗、郵便局、駅などに受け取り専用のロッ

カーを設置する動きがあるが、それだけでは受取所の密度とし

ては必要十分とは言えない。人々が商品をピックアップするこ

とに対して不便を感じないほどに、各ブロックレベルでの受取

所設置が行われることが理想的であろう。

　人々は、中小型商品や生活必需品について、通勤や通学や散

歩などのついでに宅配受取所でピックアップする手法に変化し

ていくであろう。そして、大型家電や大型家具を除いて、各家

庭に商品が届けられる宅配という行為はなくなっていくのでは

なかろうか。受取所でのピックアップ対象となる商品は、カタ

ログやネットで頼んだ通販商品だけでなく、人々が店舗で購買

して送付した商品も含まれるであろう。

　結果として、消費者が家やオフィスで商品宅配を待たなくて

はならないという負の時間も解消されるし、物流業者側も不在

率問題という頭痛のタネを解消することが可能となる。宅配受

取拠点網の運営は、基本的には民間企業でなされることが適し

ているが、民間の採算ベースに合わない低人口密度のエリアや、

拠点網構築の初期状況の際には、各地方自治体によるサポート

も十分に合理性があると考えられる。

　全国に細かいメッシュで面展開される宅配受取所がインフラ

化してくことで、様々な広告宣伝や情報もこのインフラ上を

伝って流されることとなる。「持ち帰る・受け取る」という一

連の購買プロセスにおける最終プロセスにおいても「同時性解

消」が行われることで、物流業者も消費者も経済厚生が高まる

日が、つまり「宅配がなくなる日」が遠くない未来に実現され

るかもしれない。これこそ、ICTの発達を背景にした一連の購

買プロセスにおける「同時性解消」の最終章となろう。

　一方、「同時性」は、テーマパークの非日常体験やハレの時

間消費など、奢侈・贅沢的な商品・サービスの分野に、その住

処を求めていく。消費者は、「同時性解消」が生じた商品・サー

ビスにおいて徹底的に時間効率を追求し、効率性追求の帰結と

して生じる「かたまり時間」を使って、「同時性」を本質的に

必要とする「時間消費自体が自己目的化された時間」をじっく

りと楽しむようになる。こうして消費者は、「同時性解消」を

多くの商品・サービスに求めつつ、「同時性」を不可避的に内

包したハレの時間消費を楽しむという、背反した２つの「時間

価値」を求め続けることで、自らの幸福追求の旅を続けていく

のである。

東京大学経済学部卒業。㈱野村総合研究所、バー
クレイズ証券会社、UBS証券会社、㈱産業再生機
構を経て、2007年にフロンティア・マネジメント
㈱を設立。10年以上にわたり流通業界を中心に証
券アナリストとして活動。産業再生機構ではカネ
ボウおよびダイエーの案件で取締役として事業再
生に関与。近著に「『時間消費』で勝つ！」（日本経
済新聞出版社）がある。
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　中国外食市場（中食含む）は、2013年
の公的消費に対する規制により一時的に
ペースを落としたものの、今年Q1 ‒Q3の
売上額は前年比11.7％増と高い成長を見
せている。リアル店舗市場には外部環境
やニーズの変化に伴い構造的な変化が起
きつつあり、またオンラインとの連動に
よって外食デリバリーサービスが普及し、
今年の外食産業の成長ドライバーとなっ
ている。

　かつてリアル外食店舗は宴会需要が多

く、メニュー豊富な大型店がもてはやされ
ていた。しかし、2013年に政府機関に対
する贅沢、とりわけ宴会消費への締め付
けが厳しくなると、大型・高級店の業績は
大幅に低下して閉店が相次ぎ、大手チェー
ンも展開業態の調整を余儀なくされた。
店舗の小型化が進み、メニューを絞り込
んだ店舗が新規出店の主流になりつつあ
る。中華では店舗サイズの縮小とともに、
「XX魚」「XX鶏」等、特色ある単品を店
名に掲げた中小型・ミドルエンド店がプレ
ゼンスを高めている。メニュー縮小によっ
て可能となる原料効率化や調理スタッフ
数の削減等のコストメリットも、物価が上
がり続ける中国の現状にマッチしている。
この「大衆化」傾向は中華だけでなく、そ
の他ジャンルにも共通しており、カジュア

ルレストランやファストフード業態での出
店が増えている。
　中国飯店協会の年度報告によれば、
2014年は高級店業態の売上額が前年比６
%減、一人当たり消費額が20%減、平均
粗利率が８%減であったが、大衆店業態
の売上額は12％増、一人当たり消費額は
15.2％増、平均粗利率は0.3％増であった。
今年はこの傾向がより顕著になっている
と思われる。

　食品安全は中国にとって長年の課題で
ある。外食産業においても法令は厳しく
制定されているものの、施行の徹底には
程遠い。毎年多くの違法行為が報道され

ているが、2013年、日本にも波及したマ
クドナルド及びKFCのサプライヤー「福
喜食品」事件は利用者の消費観念を大き
く変えた。
　中国割烹協会の2014年消費調査報告に
よれば、外食利用者の店舗選びの優先順
位のうち、「衛生面の安全」が前年5位か
ら一挙に２位に浮上した（1位は「味と特
色」）。さらに衛生管理に厳しいイメージが
あるからか、同調査の外国料理嗜好ラン
キングでは「日本・韓国料理」がトップで
あり、回答者の収入に比例して選択率が
高くなっている。今年の日本旅行の大流
行も追い風になり、今後も日式洋食を含
む日本料理への関心は高まり続けるはず
である。

　政府系IT調査機関の統計によれば、中
国のインターネットユーザーは6.5億人、
そのうちモバイルユーザーは2014年で5.6
億人、国民の半数がオンラインサービスを
利用できる環境にある。
　ユーザー環境の整備に加え、今年中国
政府が打ち出した「インターネット＋（IT
と伝統産業の連結による新産業構築）」政
策の影響もあり、O2O戦略（Online to 
Offline）が新規ビジネスモデルとして注目
されている。中国ではオンライン（Web、
SNS等）とオフライン（リアル店舗）の消
費を結ぶ双方向ビジネスを指し、中国人の
ライフスタイルを変えつつある。　
　外食O2Oサービスは10年以上前から存
在していた。リアル店舗の口コミやクーポ
ン・共同購入等の情報サービスの利用は
すでに市民権を得ており、今ではモバイル
決済システムでのオーダーや支払サービ
スにまで延伸している。しかし、共同購入
サービスはすでにO2Oビジネスの最先端
ではない。市場再編を経てプレーヤー数
は現在最盛期の20分の1にまで減少して
いる。
　この2年で最も成長したのは、外食デリ
バリーサービスである。電話注文による出
前サービスは20年以上前からあった。
2005年頃から大手ファストフードチェー
ン等が自前のホットラインを設置して自前
の配達員がデリバリーする仕組みを試行
する一方、店舗とユーザーの間でオーダー

受付や配達の代行サービスを提供する業
者が増加した。

　都市部においてデリバリーサービスは
すでに食事方法の選択肢の一つとなって
おり、【図表】のようにほとんどのセグメン
ト、ジャンルの外食・中食店舗が何らかの
手段でデリバリーサービスを提供してい
る。
　IT産業調査機関i Researchは、外食デ
リバリー O2O市場は2016年には417.5億
元（約8,350億円）、2014年の約3.4倍に成
長すると予測している。デリバリー代行
市場は電話・web利用の初期型モデルの
プレーヤーの急増、淘汰を経て、次の段
階に進んでいる。物価・人件費の上昇に
よって、低価格競争では成り立たなくなっ
た同市場は、規模化・サービス差別化に
よる競争にシフトしつつある。更に近年携
帯アプリやテンセント社の携帯SNS「微
信（We Chat）」の普及により新サービス
が次々と生まれ、マーケティングに活用さ
れている。

　中国最大手外食デリバリー専業プレー
ヤー「Ele.me（中国名：餓了麼）」は2009
年創業、現在は260都市で50万店舗と提
携しており、従業員は5,000人を超えてい
る。同社は他業種やファンド等から融資を
受けて、業容を拡大してきたが、今年11月、
配車アプリサービス最大手「滴滴出行」
が同社へ資本参加し話題となった。
　また他業種から参入してトップ争いに
参加している例も多く、投資家の注目を集
めている。総合共同購入サービス業者「美
団網」は1年でサービスエリアを200都市
以上に広げた。その他にも大手競合がひ
しめく中、「Ele.me」は朝食デリバリーや
提携店舗向け原料購入B2Bサービス等、
新戦略を試行している。
　中国では朝食を外で調達する人が多く、
モンデリーズ（旧クラフト）中国の予測では、
朝食市場は2017年に1,595億元（約3兆
1,900億円）になる魅力的なマーケットで
ある。朝食デリバリーは過去にいくつもの
企業が試み、上手く仕組みを構築できず

手を引いたサービスである。「Ele.me」は
前日オーダーし、翌朝指定場所で受取る
サービスを提供している。最大の難問で
ある受取場所の設定に、提携店ネットワー
クとオフィスエリアシェア37.6%という強
みを生かし、エリア内の提携店を受取場
所に借りるという手法を採っている。更に
Webやアプリを通じて30人以上の希望が
集まれば新エリアができるという共同購
入の要素も取り入れている。これが成功
事例となれば、競合が殺到するサービス
モデルとなるだろう。

　消費市場として力をつけていく中国は
やはり無視できない存在である。消費分
野において、O2O戦略が急展開するビジ
ネス環境の中、試行錯誤が求められてい
るのは外資企業だけではない。環境変化
を見極めつつ、柔軟に対応していくことが
益々重要になる。
　リアル、オンラインともに転換期にある
中国外食産業。店舗の単品特色化、衛生
面重視、日本料理に対する認知の上昇等、
日本企業にとって有利な一面も見えてい
る。弊社も、日本企業が現地企業との提
携を通じて、中国でのプレゼンスを向上す
ることができるようバックアップしていき
たい。�

多様化する中国外食デリバリー産業
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図表

出所：各社ホームページよりFrontier Management (Shanghai) Inc.作成

Ele.me等デリバリー代行業者を活用

その他百度

美団Ele.me

自社出前サービス
電話受注、自前店員による配達

自社ホットライン受注・配達

朝食サービス提供

（アウトソーシング含む）

デリバリー
代行業者との提携
プラットホームで

（Web.APP,SNS)受注、
代行業者による配達

中国外食産業はリアル店舗、オンラインともに大きな転換期を迎えている。デリバリーが一大産業に育ちつつあり、ファ
ンド等投資家の注目も集めている。本稿では、中国人のライフスタイルまで変えつつある外食産業の現状について解説
する。

中国外食産業は
大きな転換期に 転換期にある中国外食産業に

おける日本企業のチャンス

店舗衛生管理への関心が向上

外食O2O戦略が
今年のホットなキーワードに

全国展開、アイディア勝負で
勝ち組がしのぎを削る

進化する外食O2Oデリバリー市場

リアル店舗は「大衆化」路線へ

神戸市外国語大学外国語学部卒業。中国系食品情報会社
（COFCO傘下）、野村企業諮詢有限公司（野村證券㈱子会
社）を経て、2015年にFrontier Management (Shanghai) 
Inc.（フロンティア・マネジメント100%子会社）に入社。

Akiko ONO

小野 明子

Frontier Management 
(Shanghai) Inc.　ディレクター

カナダカールトン大学商学部卒業。米国公認会計士。NISグ
ループ㈱、税理士法人トーマツ、デロイトトーマツFAS㈱を
経て、2012年にFrontier Management (Shanghai) Inc.
（フロンティア・マネジメント100%子会社）に入社。

Yijun MIAO

繆　軼君

Frontier Management 
(Shanghai) Inc.　ディレクター

日本より早いスピードで進む
中国外食産業の拡大と変化
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　相続税法の改正や、団塊の世代が社長
交代適齢期に入ってきたこともあり、「事
業承継」について色々な場面で取り上げら
れることが増えている。国内市場の低い成
長性と東京一極集中の加速は地方都市を
中心に第三者承継の増加を強く予測させ
る。また、その第三者承継＝M&A支援を
目的とした専業会社も多数設立され、活発
に活動している。他方、税理士・税理士法
人では相続税対策やその基となる自社株
の株価対策に積極的に関与するところが
増えている。
　しかし、「息子が継いでくれそうだから、
時期が来たら税金対策だけ顧問税理士に
相談する」、「跡取りがいないので引退間近
になったらM&A専業会社に電話する」と
いう姿勢で本当に十分だろうか。

　弊社では事業承継対策の出発点はもう
少し手前に置くべきではないかと考える。

　万一、対策・準備のない状況で相続が
発生してしまうと、継承すべき事業そのも
のの毀損、相続税支払財源不足、場合に
よっては「争族」に見舞われる可能性があ
るので早期着手が一番だ。一定年齢に達
したら（例えば60歳の誕生日）、以下に述
べる将来性の見極めと課題や問題点の整
理に着手したい。また、既にこの年齢を超
えている場合、手遅れリスクを極小化する
ためにも、すぐに取り掛かることが重要に
なる。

　時として元気なオーナー経営者は「俺は
まだ現役…」と取り付く島もない。専門家
としては、問題意識を醸成するためのツー
ルを工夫し、上手にこの種のお客様のア
ウェアネスを高めてあげることも必要だ。
さらに、この問題への着手を決断できるの
は他の誰でもなくオーナー本人であること
を認識させてあげるのも専門家の役割と言
えるだろう。
　オーナーが突然病に倒れ、ビジネス経験
のない奥様が社長に就任後業績が急速に
悪化、オーナー家保有株式を大手企業に
売却し子会社となることで信用補完を図り、
最悪の事態は免れたという事例もある。ち
なみに、数年後に大手企業は当該株式を
オーナー家から譲り受けた数倍の価格で
第三者に譲渡した。数年間で若干業績も
改善しており同条件下ではないものの、十
分な準備と適切なタイミングで譲渡した場
合との明暗を示している。この事例からも、
何の準備もなく追い込まれた状況では、円
滑な事業承継や有利な条件での第三者へ
の譲渡も容易でないことがよく分かる。

　着手すべき事項、その第一ステップとし
て「自社の将来性見極めと事業戦略の再
確認」からスタートすることをお勧めした
い。事業デューデリジェンスというほど大
げさでなくとも、いわゆる「３Ｃ分析」的に、
自社が扱う商品・製品の市場動向や小売業
であれば商圏内人口動態や商圏内購買力
見込みといった市場分析、競合会社・競合
業態（業際を超えて今後参入してくるライ
バルも含め）の分析、そして自社の強み・
弱み分析と財務実態把握は行っておきた

い。また、その際は専門家の活用が望ましい。
　親族内承継の後に、実態B/Sが大きく
毀損していることが判明し、大企業を退職
して引き継いだご子息が財務を健全化さ
せるため数年間、不慣れな金融機関交渉
等にほぼ全ての労力を費やした事例もある。
　上記分析結果（経営実態の良し悪し）と
親族内後継者候補の有無から、企業は【図
表】のように大別・類型することが可能とな
る。それぞれをA～Dと呼ぶことにしよう。

　このように見てくると、たかだか４つに
大別・類型化しただけで、その事業承継に
は様々な要素があることにお気付きだろう。
さらにやっかいなのは、以下のように類型
がシフトする可能性をはらんでいることだ。
　例えば、将来性を見極めた結果、親族内
後継者候補の気が変わって「継ぐのをやめ
た」というケースはA⇒Cへの類型シフト
が起きて相談相手も変える必要が生じてく
る。また、事業の将来性分析と財務実態を
見直したところ、算定した企業価値が期待
値から乖離し、C⇒Dという類型シフトも
生じよう。この場合、再生が得意ではない
M&A専業会社では対応が難しいかもしれ
ない。さらに、Aであることを再確認した
成長意欲旺盛な若き後継者に対して、税
務専門家では成長戦略策定の手伝い（コ
ンサルティング）は難しいかもしれない。
　つまり、「将来性見極め」のステップを
踏まずに専門業者に相談してしまった結果、
生じるであろうミスマッチ、すなわち、彼
らの不得手な業務の支援を受けるという困
難（場合によっては不幸）を未然に回避す
るためにも、このステップを踏むことをお
勧めしたいのだ。この言わば初期的な分析
を踏まえた上でそういった専業会社を選ぶ
か、初期的分析も含め、A～Dの全ての類
型に対する支援が可能な会社を最初から
選ぶか、その辺りは企業オーナーの意向次
第ということになろうが効率面を考えると
優劣は明らかかもしれない。
　第二ステップは課題と問題点の整理で
ある。分散した自社株の集約、承継へ向け
た株価＝相続税対策、本業以外の事業整
理や個人と会社との間の債権債務整理等
は、場合によっては時間を要するので、や
はり早期着手が肝要だ。また、この第二ス
テップは上記A～Dの類型すべてに対し
て必要となる。

　こうして見ると、事業承継支援のごく限

られた一部特定業務に特化した専門家へ
の相談は、十分な見極めの上で行う必要
があることに気が付くだろう。
　ここで、専門家選定のポイントをまとめ
ておこう。

　一層の増加が避けられない事業承継事
例に対し、失敗事例やお客様の不満の声
をくみ取る形で、今後はしっかりと全方位
で対応可能な会社（専門家）が増えてくる
ことが考えられるし、既に一部では単機能
業者が総合化を目指す動きも出てきている。
こういった業界トレンドの裏側にある様々
な事象（専門外の業務を依頼・引受けてし
まったことから生じるお互いの困難や不幸
な事象）を念頭に、事業承継支援の専門家
が選ばれるようになっていくと考える。�

早稲田大学商学部卒業。㈱日本リースを経て1999年に
GE Capital傘下の日本のリース事業部門に転じ、本部関
係の複数部署と幅広い産業分野・企業規模の顧客を対象
とした営業部門を経験。2015年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社し、2016年に事業承継コンサルティング
部長に就任。

Tadashi TAKEDA

竹田　匡

事業承継コンサルティング部
部長

A親族内に後継者候補がいて経営実態も
一定以上良い状態にある場合、必要とな
るのは成長戦略としての中期経営計画の
策定・実行、その一環としての買収（Ｍ＆
A）戦略の立案・実行であると考えられる。
また、カリスマワンマン経営から組織的
経営への変革のための機能型経営組織
構築が必要な場合も多く見かける。さら
には、後継者候補の意思確認・能力の
見極めも当然ながら必要であるし、後継
者候補の年齢・経験によってはプロ経営
者の一時的招聘も選択肢となり得る。

B後継者候補が親族内に居ても、自社の
将来性に疑問符が付いたり、財務状況
が芳しくなかったりする場合は、経営改善
余地があるかどうかさらに突っ込んで分
析・評価する必要があろう。また、場合
によっては親族内承継の方針を再確認す
る必要があるし、キャッシュフロー分析の
結果次第では早期廃業によって相続資産
の目減りを食い止めることが可能になる場
合もある。従業員が多いなど、廃業の社
会的影響が大きい場合には法的手続を
含めた再生が必要となることもあろう。

C親族内に後継者候補がいない場合で経
営実態が一定レベル以上に良い状態にあ
る場合、事業売却（M&A）により事業を
キャッシュ化することが多く行われるように
なり、「M&Aは身売り」という類の話はす
っかり聞かなくなった。この場合に重要な
のは、本業以外の不採算事業やオーナー
一族と会社との取引を整理することで、バ
トンを受け継ぐ側の障害になりそうなもの
を予め取り除いておくことがポイントにな
る。また、別の視点からは企業価値を最
大化する買手候補を見つけることが社会
的ロスを最小限に留める上で重要になる。

D親族内に後継者候補がいない上に経営
実態に問題がある場合、まずは買手候補
が見つかるぐらいに企業価値を高める努
力（経営改善計画策定および実行）が
必要になる。価値を高められないと判断

するのであれば、残された道は再生手続
を経て事業を譲渡するか、廃業という形
で事業を清算することになる。再生計画
を策定する場合は再生に長じた専門家が
必要なことが多い。

❶選定のタイミング
一部特定業務に特化した専門家を選定
する場合は、「将来性の見極め後」に依
頼することでミスマッチの未然回避が可
能になる。また、親族内承継の場合は
さらに「承継候補者の意思再確認後」
に依頼するのが望ましい。

❷専門家の強みの理解
総合コンサルティング会社のように広範
囲な事例（例えばA～Dの全て）に対
応可能な専門家は決して多くはない。専
門家毎の得意分野・強み・弱みの分析
はここでは割愛するが、依頼に当たって
は事前に十分その候補先の強みを調
べ、また、直接面談して、自社の状況に
合致した強みを持つことを確認した上で
決められることをお勧めしたい。

出所：フロンティア・マネジメント作成

事業承継パターン類型図表

注：親族ではない役員や従業員に事業を承継させる場合も考えられるが、一般に自社株買取り資金の調達や既存借入
金の連帯保証問題等の理由により困難な場合が多く、役員・従業員承継を選択される割合は相対的に低いことか
ら、本稿では割愛する。

会社の
経営実態

親族内後継者
候補の有無
（事業承継手法）（親族内承継） （第三者承継＝M&A 売却）
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「事業承継」をネット検索すると多数のM&A専業会社や税務コンサルティング会社がヒットする。事業承継の円滑な実
行に必要な要素は多様で、踏むべきステップも多いため、対策には専門家の手助けが必須だ。本稿では専門家選択に際し
て考えるべきポイントについて見ていく。

終わりに

専門家の選定に当たって

事業承継の大別・類型

まずは早期着手
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事業承継における
専門家選定と進め方のポイント
事業承継対策はM&A・株価対策だけではない
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青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科修了。
公認会計士。新日本有限責任監査法人を経て、2014年に
フロンティア・マネジメント㈱に入社。M&Aアドバイザリ
ー業務の他、ベンチャー企業の資金調達・資本政策アドバ
イザリー業務に従事。

Shinta OSADA

長田 新太

ファイナンシャル・アドバイザリー
第1部  アソシエイト・ディレクター

　日本経済が成熟期に入ったと言われる一
方で、FinTech（Finance×Technology）、IoT
（Internet of Things）といった新たなビジ
ネスモデルも構築されている。このような
新たなビジネスモデル構築には、自前リ
ソースだけではなく、M&Aの検討が不可
欠となる。とりわけ2013年以降、事業会社
が子会社や自社設立ファンドを通じてベン
チャー企業へ投資するコーポレート・ベン
チャーキャピタル（CVC）等、事業会社に
よるベンチャー投資に注目が集まっている。
主要な買い手プレイヤーとしては楽天、
Yahoo、サイバーエージェント、LINE 、
NTTドコモ、KDDI、リクルートホールディ
ングス等のIT・通信系の大企業が中心と
なっている。
　このように事業会社が買い手となる場合、
ベンチャーキャピタル（以下、VC）等のファ
イナンシャルバイヤーとは異なり、事業シナ
ジーを買収対価に反映することができるた
め、売り手としてはより高い金額での売却
が可能となる。以上のような背景から起業
家のExit手段としてM&Aの可能性が広
がってきているが、本稿では実務上問題と
なる点について、ポイントを整理してみたい。

　起業家のExitにはIPO、M&Aがある。
景気回復を受けてIPOの件数が増えている
ものの、全ての起業家が同じベクトルを向
いてIPOを目的とする訳ではない。シリア
ルアントレプルナーのように新たなビジネ
スモデルを構築しては、一気にM&Aで事
業を売却し、売却資金をもとに新規事業を
開始するケースも多い。したがって、【図表】
に記載したようなIPOとM&Aの特徴を理

解した上で、スタートアップの段階から適
切なExit戦略を練ることが重要である。

【課題】ベンチャー企業は、将来の成長の
可能性はあるものの、足元の業績は赤字で
あるなど低収益であり、不確実性が高いこ
とから、起業家が買収提案に応じるだけの
買収対価の決定根拠を見出せない。
【対応策】M&Aの際のバリュエーション手
法としては、成長を見込んだ将来キャッ
シュフローを現在価値に割り引いて算定す
るディスカウンティッド・キャッシュフロー
法（以下、DCF法）と類似上場会社の
EV/EBITDA倍率やPERといったマー
ケットデータに自社の財務データを乗じて
算定するマルチプル法が基本的には用い
られる。しかし、ベンチャー企業の場合は、
事業計画の達成確度が問題となることが
多く、さらに適切な割引率の設定も容易で
はない。また、適切な類似上場会社の選定
が困難であったり、収益の変動が激しい場
合には結果の精度が落ちることとなる。こ
のため、ベンチャー企業のバリュエーショ
ンには、一般的な手法はなじまないと考え
られる。通常のDCF法であれば、事業計
画を分析の上、複数のシナリオを想定して、
いずれかのケースをメインシナリオとして
バリュエーションを実施するが、不確実性
の高いベンチャー企業においては、シナリ
オ毎のDCF法の算定結果を各シナリオの
発生確率に応じて加重したものを用いるこ
とも一案であると考えられる。
　また、交渉に向けて、買い手としては、
スタンドアロン（買収前の対象会社単独）
の価値に加えて、対象会社を自社に取り込

んだ場合のシナジーを織り込み、バリュ
エーションを実施するが、シナジーの配分
方法もポイントとなる。
　ベンチャー企業の売り手としては、自社
では実現できないものの、多様なインフラ
を持っている買い手であれば実現してくれ
るシナジーを探索する。一方、買い手の立
場になれば、買収対価は抑えたいものの、
対象会社の技術・サービスが自社のみなら
ず競合他社においてもシナジーを実現しう
るものであれば、自社のみならず、可能な
限り競合他社についてもシナジーを定量化
し、それらを見据えて、シナジーの配分を
実施することで買収対価を決定する必要
がある。
　スタンドアロンの価値は大きくなくても、
交渉の過程で起業家へのプレミアムとして
買収対価にシナジーの配分がなされること
により、魅力的なビジネスモデルを構築し
た起業家には多額の売却資金が手に入る
ため買収提案に応じる可能性が高まる。

【課題】ベンチャー企業の多くは、事業面
に経営資源を投入しており、会計・税務に
ついて全面的にアウトソースする等、管理
部門のレベルは買い手側の企業と大きく乖
離がある傾向にある（IPOを目指していれ
ば、相応の管理体制を構築しているが）。ま
た、買い手によるDDの結果、特に労務管
理の面で問題となるケースがある。具体的
には、過去の未払残業代を簿外債務とし
て指摘されたり、将来の事業計画における
正常収益力を下方修正されることにより、
買収対価から減額されるケースがある。さ
らに買収対価に織り込むことでは収まらず、
買い手のコンプライアンス上、受け入れら
れないレベルであれば、ディールブレイク
要因となり、取引成立自体に影響を与える

可能性もある。
【対応策】売却プロセスに入る前に、会計、
税務、法務、事業面でセルサイドDDの実
施を検討する。これにより事前に主要な問
題点や強みを識別することができるため、
効果的なインフォメーション・メモランダ
ム（IM）を作成することができる。また、
事前に契約等の見直しやエビデンスの整
備等の準備をしておくことで、想定外の減
額要請を受けるリスクが小さくなり、売却
価額を高めることができる。
　買い手にとっても、スピーディーにDD
が進むことで、当初のスケジュールに沿っ
た意思決定を行うことができるメリットが
ある。

【課題】一般に、買い手は対象会社の過去
の実績や類似会社のビジネスモデルを手
掛かりに事業計画の達成確度の検証を実
施するが、ベンチャー企業の場合は、立ち
上げ間もないため実績がないことや新規の
ビジネスモデルであるため、事業計画の達
成可能性の検証が難航するケースが多い。
このため、売り手と買い手の間において、
事業計画の達成確度への考え方の乖離か
ら、買収対価が折り合わないことがある。
【対応策】この様なケースではアーンアウ
ト条項により対応することが検討される。
アーンアウト条項とは、クロージング時点
において一定の買収対価を支払い、クロー

ジング以降一定期間における対象会社の
業績（売上、利益等）に連動させて追加の
買収対価を支払うという規定である。
　買い手にとっては、将来の事業計画達成
可能性に伴うリスクを抑えることに加え、
クロージング後も売り手（起業家）が対象
会社の経営陣として残るような場合にはイ
ンセンティブを付与することができる等の
メリットがある。売り手にとっては、事業計
画の達成確度に関する主張の乖離を埋めて
取引を成立させることができるというメ
リットがある。
　最近実施されたアーンアウトの具体例と
しては、2014年12月に公表されたクック
パッドグループによるレバノンのレシピ
サービス運営会社であるNetsila  S.A.L.の
買収（クロージング時13.93億円、アーン
アウト時最大0.53億円）等がある。

【課題】M&Aの前にVCによる投資を受け
ている場合、増資時のバリュエーションに
よってはVCが高い金額で投資しており、
起業家にとっては魅力的な買収提案で
あっても、VCにとって満足なキャピタル
ゲインが得られないことから、買収提案に
反対し、合意に至らないこともある。
【対応策】このようにVCが高値で投資をし
ているケースでは、優先株を発行しておき、
起業家との間で利害調整がなされるよう手
当をしておくことが検討される。具体的に

は、種類株式を発行して、M&Aに関して、
優先分配権を付ける（いわゆる「みなし清
算条項」）。これによりM&A時に、種類株
主が優先的に売却資金を取得できることに
なる。VCに優先分配権があれば、VCが
優先的に売却資金を回収できることから、
買収提案に応じやすいため、取引が成立す
る可能性が高まる。

　起業家のExitという観点からIPOだけ
でなく、米国のようにM&Aが活発化する
ことで、Exitまでの期間が短くなり、Exit
後に新たなビジネスモデルによる事業を開
始するといった、ベンチャー企業の生態系
（エコシステム）が構築されることが期待
される。その意味でもベンチャー企業に対
するM&Aは活力のある日本を取り戻すた
めの重要な手段であると考える。�

IPOとM&AのPros&Cons図表

出所：フロンティア・マネジメント作成

IPO M&A

起業家の
キャッシュイン

実現可能性

従業員の満足度

期間・コスト

■株式の売却にある程度制限がかかる
■株価上昇局面では高値で売却できる可能性
がある

■一度にキャッシュインが可能
■シナジーが見込める買い手やオークションプロ
セスの場合、高値で売却できる可能性がある

■IPOのタイミングが法律/規則や景気に大きく
左右される

■買い手候補の探索可能性次第である
■交渉により不成立になる可能性がある

■会社の信用力や知名度上昇でモチベーション
アップが期待できる

■買い手によりケースバイケースである

■2～3年の準備期間
■上場準備期間の会計監査コスト
■上場後の会計監査・管理コスト

■半年程度の準備期間
■M&Aアドバイザーへの報酬（必要な場合）

日本は成熟期に入り、今後大きな成長が見込めない中、革新的なビジネスモデルを構築し、スピーディーな成長を目指すベ
ンチャー企業を対象としたM&Aが進んでいる。本稿では起業家のExit手段としてのM&Aの検討ポイントを整理する。

ベンチャー企業に適した
バリュエーション手法

ベンチャー企業を取巻く
M&A動向

ベンチャー企業を対象とした
M&Aにおける特有の課題と対応策

Exit手段として
IPOとの比較

課題と対応策❶

管理部門レベルの乖離が
もたらす影響

課題と対応策❷

事業計画の達成確度が
もたらす影響

課題と対応策❸

起業家とその他投資家間の
利害調整

課題と対応策❹

終わりに
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　朝の通勤車内、スマートフォンでニュー
スをチェックしたり、職場のPCで取引先
とメールのやり取りをしたりと、我々の
日々の生活や仕事において、今やテクノロ
ジーは当たり前のものになっている。企業
活動においても同様に、テクノロジーは今
や必要不可欠な要素であるが、近年はその
新たな活用方法が模索され始めている。
　例えばGE（General Electric）はIndustrial 
Internetの名の下、自社が製造した航空機
エンジンをITネットワークで繋ぎ、エンジ
ンの稼働状況をリアルタイムでモニタリン
グすることで、点検・整備が必要な個所を
正確に把握できるようにしている。こうす

ることで着陸後に遅滞なく整備を完了させ、
航空機の運航の遅れを減らすだけでなく、
整備ミスや漏れをなくすことで「乗客を安
全に目的地まで運ぶ」という航空会社の最
大の使命に大きく貢献している。
　最近見聞きするこうしたテクノロジーの
先進的な活用事例はいわゆる「B2Bビジネ
ス」におけるものが多いが、筆者は「B2C
ビジネス」においてもその活用余地が十分
に存在すると考えている。今回は具体例と
して2つのケースをご紹介したい。【図表】

　テクノロジーの活用余地が大きいケース
の１つが「変数」の多いビジネスである。
業務を遂行する上で遵守しなければなら

ない制約が多いビジネスがこれにあたり、
金融・医療等の規制産業はその典型例と
言えるが、ここでは健康食品を例に取り上
げたい。
　健康食品はその名の示す通り、消費者
の健康の維持・増進に資する食品のことで、
医薬品に極めて近いものもあれば、サプリ
メントのようにライトなもの、高齢者向け
弁当のような日常食等、その範囲は多岐に
わたる。
　昔の健康食品は必要な栄養素が満たさ
れ、カロリー・塩分等がコントロールされ
ていればよく、「味」は二の次であった。
むしろ「良薬口に苦し」でおいしくないか
ら健康に良いという打ち出し方すらあった。
しかし、消費者のニーズが多様化し、要求
水準も高くなっている近年は、健康食品も

おいしくなければ売れない時代に変わって
きている。
　しかしながら「栄養素」、「カロリー・塩
分」を適正範囲に収めつつ、消費者が期待
するレベルまで「味（おいしさ）」を追求
すると、課題になってくるのが「コスト」
である。原材料の調達コストや製造コスト
が往々にして膨れ上がり、こうなると消費
者（マス）には受け入れられない価格水準
になってしまう。
　以上のように、考慮すべき「変数」（栄養素、
カロリー・塩分、味（おいしさ）、そしてコ
スト）が多く、かつそれらがトレードオフ
の関係にあるような場合、これらを全て人
的に（＝人の頭の中で）コントロールする
にはどうしても限界がある。しかし、これ
ら一連の「変数」をシステムに組み込み、
テクノロジーを活用して管理していくこと
で、マンパワーに依存せずとも済むように
なり、加えて、これまでは一部の優秀な社
員が頭の中で解いていた“トレードオフ”と
いう難解なパズルも、テクノロジーを活用
すれば誰でも容易に「最適解」が見い出せ
るようになる。一例だが、インテリジェン
トセンサーテクノロジーが開発した「味覚
センサー」は人間が感じるうま味やコク・
キレ等を数値化でき、「おいしい」という
抽象的な概念を具体的な数字で立証でき
る時代が既に到来している。

　２つ目のケースは「感性」への依存度が
高いビジネスである。ここでいう「感性」
への依存度が高いビジネスとは、その時々
の流行に左右されやすく、“何が売れるか”
が読みにくいビジネスのことであり、音楽・
アニメ・ゲーム等を扱うエンタメ業界や
ファッション性の高いアパレル業界はここ
に該当する。
　例えば、エンタメ業界においては上記の
ような業界特性上、作品を世に送り出し、
後はひたすらヒットを祈るか、ヒット作を
いち早く真似るフォロワーに徹するかのい
ずれかが、これまでの常套策であった。し
かし、テクノロジーの活用により、こうし
た動きにも変化が起き始めている。
　Music-Xrayという企業をご存知だろうか。
同社はAI（人工知能、Artificial Intelligence）
を活用して過去のヒット曲のパターンを解

析し、そのパターンを基にアマチュアアー
ティストが制作した楽曲のヒット確率を予
測するサービスを提供している。このサー
ビスを活用することで、これまでは「投資
しても結局売れない」というリスクが気に
なり、新人アーティストの発掘に二の足を
踏んでいた音楽企業（≒プロデューサー）
が適切な投資リスクを取ることが可能にな
り、「誰も自分の作品に目を向けてくれな
い」とスターになることを半ば諦めてかけ
ていたアーティストの卵たちが、自身の才
能を“定量的に”知らしめることが可能に
なったのである。
　このように、売れるかどうかの見極めが
経験豊かな者の「審美眼」や「匠の技」と
いった感性に大きく依存している業界にお
いては、テクノロジーを活用することでそ
のノウハウを共有化し、客観的に分かりや
すい指標を提示することが可能になる。

　ここまでの話を踏まえると、テクノロ
ジーの活用は「B2Cビジネス」においても
バラ色の未来をもたらすように思えるが、
必ずしも良いことづくめではない。その活
用に伴うリスクにもしっかりと目を向ける
必要がある。そのリスクとは端的に言えば
「自社の競合優位性を失うリスク」である。
　テクノロジーを活用することの利点の1
つは「誰でもできるようになる」ことだ。
今では老若男女問わず、ほぼ誰でも携帯
電話やスマートフォンを使いこなしている
ことを考えれば、この利点は理解いただけ
るだろう。しかし、ビジネスにおいてはこ
の利点が逆に脅威になりかねないのである。
　先の健康食品の例で言えば、トレードオ
フの関係にある多様な「変数」を属人的に
コントロールしていることこそが、競合か
ら見ると「真似のできないノウハウ」になっ
ていた。これがひとたびシステム化されて
しまえば、特別な経験や知見に頼らずとも
できるようになってしまい、競合から見た
参入障壁は明らかに低くなってしまう。
　同様に、音楽の例においても、多くの音
楽企業がヒット予測システムに頼れば頼る
ほど、市場は似たような楽曲で溢れかえり、
同質化が避けられなくなってくる。こう
なってしまうと、リスナーから見た楽曲の

新規性や斬新さはどんどん失われ、音楽
市場そのものの縮小を招くことにもなりか
ねない。

　では、こうしたリスクを見越したうえで、
企業はどのようにテクノロジーの活用と向
き合っていくべきなのか。逆説的ではある
が、テクノロジーの活用を考えるのであれ
ば、テクノロジーを“活用しない”部分を正
確に見極めることが重要になってくる。自
社の持つノウハウやスキルのうち、競争力
の根幹に関わらない部分はテクノロジーを
活用して「形式知」化し、誰でもできるよ
うにすることで徹底的に効率化を追求すれ
ばよい。逆に競争力の源泉となる「コア・
コンピタンス」は、あえて属人的な「暗黙
知」としてブラックボックス化を図ること
で模倣障壁を築くべきなのである。

　少子化が進展し、中長期的に労働力人
口の減少が予想される日本においては、上
手にテクノロジーを活用することで労働生
産性から設備生産性へのシフトを図ること
が、遅かれ早かれ企業に突き付けられる命
題であると考えている。来るべき時に備え、
社内におけるテクノロジーの活用余地を今
後検討される際に、本稿が少しでもヒント
になれば幸いである。�

出所：フロンティア・マネジメント作成

テクノロジーがB2Cビジネスにもたらす機会と脅威図表
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■考慮すべき要素（変数）が多い業種（金
融・医療等の規制産業は典型例）

■テクノロジーの活用により、各種変数の
管理を効率化し、変数間の「最適解」を
導くことが容易になる

■テクノロジーの活用＝システム化により、
「人」が持っていた暗黙知が形式知化

■システムでできること＝誰でもできるこ
とになり、 自社の参入障壁が失われる

■流行・廃れが激しく、何が売れるかが予
測しにくい業種（エンタメ・ファッション
等の娯楽産業は典型例）

■テクノロジーの活用により、ヒットパター
ンの解析や予測が可能になる

■多くの企業がテクノロジーによる予測に
頼れば頼るほど、商品・サービスの同質
化が進行

■結果、消費者から見た商品・サービスの
魅力が薄れ、 市場の縮小を招く

❷

❶

慶応義塾大学経済学部卒業。アクセンチュ
ア㈱を経て、2013年にフロンティア・マ
ネジメント㈱に入社。小売・流通分野を中
心に、構造改革実行支援、新規事業構築、
成長戦略策定等のプロジェクト経験を有
する。

Kengo IKEBA

池葉 健吾

コンサルティング第１部
ディレクター

「IoT」「インダストリー 4.0」等、製造業を中心としたB2Bビジネスにおいて、テクノロジーの新たな活用方法に注目が
集まっている。本稿では「B2Cビジネス」におけるテクノロジーの活用可能性と想定される課題について考察したい。

「感性」への依存度が高いビジネス
❷

テクノロジーを“活用しない”部分を
見極めよ

「変数」の多いビジネス
❶

最後に

立ちはだかる「脅威」

B2Cビジネスにおける
「2つ」の機会
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テクノロジーがB2Cビジネスにもたらす
機会と脅威
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　2011年3月11日の東日本大震災からもう
すぐ５年が経過しようとしている。この間、
被災地の復興に向け、国や自治体による
様々な復興施策が実施され、民間レベル
でも復興支援が行われてきた。
　しかしながら、被災地の復興はまだ道
半ばである。今でも沿岸部の被災地に赴
けば、津波による被害を強く感じる。津波
により流出したまま更地となっている旧住
宅街、空地が目立ち営業している商店が
まばらな中心市街地。住宅の再建にもま
だしばらく時間を要する。原子力災害に
より再建の見通しが立たない福島県の地
域を除いても、災害公営住宅や高台移転
による宅地造成といった住まいの確保に
関する事業が完了するのは2018年度の予
定である。いまだに仮設住宅暮らしを余
儀なくされている被災者は多い。

　震災直後、被災事業者の最大の問題は、
地震・津波による建物の倒壊・流出といっ
た事業資産の喪失であった。早急に施設・
設備を復旧させ事業を元通り行うことが
最優先であった。この点については、無
料仮設店舗の貸し出し、施設・設備の復
旧補助金、緊急融資、二重ローン対策な
ど様々な政策により企業活動の再開と継
続が支援され、多くの被災事業者が復旧
することができた。復興庁によれば、被災
３県（岩手県、宮城県、福島県）の鉱工業
生産指数は震災前の水準にほぼ回復し、
グループ補助金交付先企業の約4割が震
災直前の売り上げ水準まで回復したとさ
れている。
　しかし、個々の被災事業者と接すると、
厳しい実状が見えてくる。確かに多くの被

災事業者が施設・設備を復旧することが
できた。事業を継続するための「貸借対照
表」の再生は果たしているのである。しか
しながら、震災前の業績へ回復できずに
いる被災事業者は多い。グループ補助金
交付先企業の約４割が震災直前の売上ま
で回復したのも、復興特需に沸いた建設
業が牽引したところが大きい。沿岸部の重
要な産業である水産加工業や、地域経済
を担う小売業・サービス業においては、売
上が回復できていない事業者は多い。つま
り、「損益計算書」の再生は達成できてい
ないのである。
　「損益計算書」が再生しないのには、２
つの大きな要因があると考える。１つは被
災により事業停止した期間の存在、もう１
つは地方経済が長年抱える構造的問題で
ある。
　施設・設備に被害を受けた事業者は、震
災後事業が停止した。その間に販売先は
他の仕入先を求め、新たなサプライチェー
ンが構築され、施設・設備を復旧させた後
では、もう震災前と同様の取引はできなく
なっていた。
　また、元々地方の地域経済は縮小傾向
にあった。当然、東北地方も例外ではない。
多くの事業者は震災前から緩やかに業績
が下降していた中、震災により甚大な被
害を被った。震災前と同じ事業展開をす
るだけでは業績は回復しないのである。

　ここで特殊な事情を抱える福島県の状
況についても触れておく。福島県は地震や
津波の被害も受けたが、もう１つ深刻な問
題、原子力災害を抱えている。原子力災害
により復興できない市町村では、再開でき
ない事業者が多く存在する。被害は、立入
できない地域だけではない。漁業が制限さ
れているため、水産物を扱う事業者にとっ

ても厳しい事業環境が続いている。
　事業を再開・継続できている事業者に
ついても風評被害という大きな問題が残っ
ており、いまだに完全に払拭したとは言え
ない状況である。特に、食品を取り扱う事
業者や旅館等の観光業にとっては深刻で
あり、厳しい事業環境が続いている。福島
県では被災は現在進行形なのである。
　福島県の事業者の抱える問題も、やはり
「貸借対照表」は再生したが「損益計算書」
は再生できていないことである。東京電力
からの賠償金により事業継続出来てきた
が、事業自体の競争力が失われていない
か懸念される事業者が多く存在する。

　震災前と震災後の今とでは被災事業者
を巡る環境が大きく変化した。B2Bの事業
者であれば、震災後に構築されたサプライ
チェーンに割り込むのは困難である。B2C
の事業者の場合も、顧客である一般消費
者の生活環境は大きく変化した。例えば、
小売業やサービス業であれば、新しい住
宅街が高台移転する等で商圏内人口が減
少したため売上が減少していることがあ
る。
　震災前も市場が縮小する等、厳しい事
業環境にあった事業者は多いが、緩やか
な変化であったため時間をかけて対策を
取ることができたが、震災という急激な事
業環境の変化により、早期に売上の回復を
図れなければ、事業継続が厳しくなる状
況に陥っている。
　被災事業者が業績回復を図るにあたっ
て新たに取り組むべきことを２点挙げたい。
１つ目は、地域特有の魅力を創出・アピー
ルし、地域経済を活性化することである。
例えば、福島県の土湯温泉町は、再生可
能エネルギー構想と併せて温泉街の整備
を進めている。原子力災害の風評被害に

より観光客が減少したが、この取組が観
光客を呼び戻す起爆剤になることが期待
されている。このような「面的再生」は個々
の企業努力よりも大きな成果を期待させる
一方、地域事業者の協力体制や、国や自
治体との連携が必要であり、通常数年単
位の時間を要するものである。従って、面
的再生事例が増えることは望ましいが、被
災事業者を取り巻く環境は時間的猶予が
無い可能性がある。
　そこで２つ目がより重要になってくる。
それは、個々の企業が成長戦略を描くこと
である。震災前の状態に戻すことを志向し
ている企業は多いが、成長戦略が明確で
ないことが多いのが現状である。

　地方経済の構造的問題を背景に市場が
縮小していたとはいえ、震災前は一定の安
定受注があったため、顧客からの引き合い
に対応するだけで良かった。しかし、震災
後は住民の流出、取引先からの供給責任
を問われての失注などにより、生産設備の
復旧後も震災前の取引を単純に回復する
ことはできない。そこで、企業として初め
て地域外に向けた本格的なマーケティン
グ活動、営業活動と広範囲にわたるサプラ
イチェーンの構築というタスクに直面して
いる。しかし、中小企業の多くは、このよ
うな成長戦略を描くための環境分析や戦
略立案を実行する人的リソースを持たな
いため、解決できずに時間だけが経過して
いる。知見と経験とネットワークを有する
エキスパートが必要なのである。
　既に売上回復に取り組んでいる企業に
も課題がある。補助金等により生産能力は
回復した。補助金の種類によっては、震災
前以上の設備を有する企業も存在してい
る。しかし、売上回復に時間がかかり、固
定費負担がキャッシュフローを圧迫したこ
とから、売上増加を最優先の経営課題と
認識し、社長自らトップ営業に飛び回るた
め、経営トップが経営管理にリソースを割
くことができなくなる。新生産体制での損
益把握が不十分であった結果、売上は一
定の回復を果たすが利益は停滞するとい

う事態に陥るケースが見られる。トップに
代わり経営管理体制を構築するエキス
パートが求められている。

　福島県のある温泉旅館では、震災によ
る施設設備損壊で営業停止を余儀なくさ
れた。団体客をターゲットとしていたが、
売上も利益も悪化傾向にあり、また原子力
災害による風評被害で宿泊客が減少する
ことも考えれば、施設設備を震災前の状
態に戻して以前の顧客を呼び戻そうとし
ても厳しい経営環境に陥ることが予想さ
れた。そこで、ターゲットの見直しと損益
構造を改善する事業戦略を立てて営業再
開を目指した。ターゲットについては、団
体客獲得をやめてビジネス客とファミリー
の観光客に絞り、食事提供をなくして素泊
まりプランのみにすることで、人件費等の
経費を大幅に圧縮して損益構造を改善す
るプランを立てた。団体客向けの宴会場等
の修繕は見送り、見込める顧客に必要な
施設のみを復旧することで取引金融機関
の理解を取り付け、営業再開に漕ぎ着ける
ことができた。営業再開後は、安価であれ
ば素泊まりでも温泉旅館に泊まりたいとい
う層の評価を受け、一定の顧客を確保し
て事業を継続できている。適切にターゲッ
トを見直し、経営管理の徹底を実践し、震
災前とは異なる戦略に取り組んでいる事
例である。
　もう一つ、被災事業者の経営課題の解
決を弊社がご支援させていただいている
事例を紹介する。宮城県沿岸部の企業で、
津波により生産設備を失い、商圏の顧客も
減少した。生産設備は補助金や金融機関
からの借入によりすぐに復旧させたが、顧
客が戻らないため売上が低迷し、損益構
造も震災前と大きく変わってしまった。自
治体が掲げる復興計画の進展とともに、あ
る程度売上回復が期待されているが、借
入返済が可能な水準までは利益は回復し
ない状況である。そこで、従来対象として
いなかった顧客セグメントの分析、ター
ゲットの再選定、商品や営業手法の見直
しといった成長戦略を検討している。併せ
て、損益改善を確実なものとするべく経営
管理体制の再構築も実施中である。震災

後の復旧関係業務で精一杯で、更なる成
長は難しいという停滞ムードが企業内に
漂っていたが、現在では経営課題の解決
に向けて確実に前進を始めている。

　今、復興に必要なことは、震災前の状態
への回帰ではない。現在の事業環境を正
しく認識し、事業環境に合わせて事業を
再構築することである。被災者を取り巻く
事業環境は大きく変化した。ターゲットを
見直し、必要ならば事業の在り方を見直し、
震災前とは異なる成長戦略を描くことが
必要である。これまで懸命に業績回復を
図ってきた被災事業者にとっては厳しい
話ではあるが、さらなる努力が必要である。
また、これからの復興支援に携わる者にも、
事業者を成長ステージに導くことが求めら
れている。成長戦略の先にのみ真の復興
が待っている。東北被災地は、復興を達
成できるかの分岐点にあると思われる。最
新の生産設備と練りこまれたサプライ
チェーン、そしてモダンな経営管理体制を
具備する中小企業がこの地に誕生し、被
災地が震災前以上の活況に沸く日の到来
を信じ、今後も復興に貢献していきたいと
考えている。�

参考文献：
復興庁「復興の現状と課題」平成27年9月11日

東北被災事業者に今求められていること、それは「震災前の状態への回帰」ではなく「現状からの成長」を目指すことである。
個々の事業者が成長戦略を持たなければ、東北の産業の復興は達成できない。

被災地の現状

産業の復興の現状

福島県を取り巻く現状

被災事業者の課題

課題への取組事例
震災前への回復から
成長ステージへ

復興に求められている
取組み

一橋大学経済学部卒業。中小企業診断士。
2001年に㈱みずほ銀行入社。2012年に
福島県産業復興相談センターに出向し、二
重ローン問題を抱える被災事業者の復興
支援に従事。2015年にフロンティア・ター
ンアラウンド㈱に入社。製造業、インフラ
事業等の事業計画策定、経営改善施策の
実行支援に従事。
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　2015年を振り返ると、中国旅行産業は
M&A案件が立て続けに発生しており、そ
の範囲も旅行産業の各分野にわたってい
ます。
　３月には、コングロマリットの「復星集
団」によるフランスリゾート大手「Club 
Med」の買収手続きが完了しました。10月
には、オンライン旅行会社（OTA）最大手
の「携程旅行網」が、中国検索エンジン最
大手の「百度」との間で株式交換すること
で、その子会社「Qunar.com」の45%の株
式を取得しました。そして11月には、不動
産開発の中弘HDがシンガポールの「アジ
アトラベル・コム」の株式を63.49％まで
買い増ししました。
　また同月には、シェラトン、ウェスティ
ン等多くのブランドを保有するスターウッ
ド・ホテル&リゾートの買収に、海航、錦江、
中投等、少なくとも中国企業3社が手を挙
げたことが中国国内で大きく取り上げられ
ました。こちらは成立しませんでしたが、
中国企業の海外旅行業者に対する旺盛な
買収意欲を世界中に知らしめることとなり
ました。
　今年の中国旅行産業のM&A案件は、オ
ンライン旅行業での大手同士の資本提携
あり、大手旅行者のオンライン資源の入手
目的の買収あり、また海外リソース買収の
ためのクロスボーダー案件ありと、非常に
バラエティに富んでいます。

　中国の景気が減速し、投資力が低下し
ている状況のなかで、旅行市場は急成長
の様相を呈し、旅行産業への盛んな投資
が経済成長の牽引力の一つとなっていま
す。このように旺盛なM&A志向は、対外
投資に対する強い意欲の表れであり、隣国
の日本にもビジネスチャンスが多いにある
はずです。
　中国の旅行当局の旅行社に対する統計
によれば、今年上半期、海外旅行に出かけ
た中国人は2000万人強で、前年比から30
%増加しており、そのうち日本への旅行者
数は190万人強で、173％の増加となりま
した。日本企業は中国のこの旅行産業活況
の波に積極的に乗るべきでしょう。
　日本には良質な自然資源が豊富に存在
しています。富士八峰、北海道の雪景色、
箱根の温泉等、中国でも有名な観光名所
があり、毎年多くの中国旅行者が訪れるこ
とで現地の景気を活気づかせています。日
本への旅行者のショッピングや宿泊消費は、
合計２兆円を超えると言われており、今後
縮小するであろう日本の内需拡大に貢献
すると予測されます。
　また、日本の旅行インフラは整備されて
おり、サービスの質が高く、中国企業にとっ
て理想的な投資対象であると同時に、優良
な海外の旅行資源への投資に強い関心を
持っている中国資本家も多く存在します。
今後、日中の旅行業者間での資本提携は

増加すると思われます。
　その上、ここ数年の為替環境において、
中国企業にとっての日本への投資は非常
に有利と言えます。それは、春秋航空が5
年を目途に、就航している都市にホテルを
15～20軒開業する計画を発表したことで
も証明されています。また、近年中国の富
裕層が日本で検診を受けるためのメディカ
ルツーリズムが増加しており、旅行と医療
との組み合わせも、日中旅行産業の可能性
を広げています。
　実際に日中の旅行業者が提携を試す動き
もあります。5月に日本航空と「Qunar.com」
は戦略提携関係を結び、中国旅行者は
「Qunar.com」で日本航空のエアーチケッ
トを予約できるようになりました。今後も
提携の動きは増えると思われます。

　中国の旅行当局局長は、今後35年間中
国の旅行産業は黄金期となると予測してい
ます。中国に隣接する日本は、その位置的
優位性を発揮して、中国の旅行産業拡大
の波に上手く乗ることができれば、ビジネ
スの可能性は広がります。中国企業と積極
的に交流し、自社の管理経験や良質な旅
行資源を中国資本と結びつけることで、無
限のビジネスを掴むこととなることでしょ
う。�

　2015年初めに東京の清澄白河や青山に進
出したアメリカのブルーボトルコーヒーに代
表されるサードウェーブコーヒーの店舗が、
ここ数年の間でシンガポールでも数多くみら
れるようになってきました。サードウェーブと
は、2000年頃からみられる世界の３度目の
コーヒーブームの流れのことで、サード
ウェーブコーヒーとは、コーヒー豆生産国で
の豆栽培や淹れ方など、各々の工程にこだ
わった高品質なコーヒーを特徴としています。
シンガポールでは2000年後半頃から同様の
コーヒー店がオープンし始め、2015年時点で
50以上の店舗があると思われます。
　サードウェーブコーヒーは、豆の品質だ
けではなく、ハンドドリップやサイフォン
などで一杯ずつ丁寧に淹れるという形も特
徴のひとつですが、これは日本では昔から
ある喫茶店でも見られる形だと思います。
ブームの火付け役ともいわれるサンフラン
シスコのブルーボトルコーヒー創業者の
ジェームス・フリーマン氏は、実際、日本
の喫茶店から多く影響を受けたと発言して
おり、コーヒー器具についても日本製のも
のが使われているようです。

　シンガポールにいらっしゃったことのあ
る方はご存知かもしれませんが、ホーカー
センター（※政府が管理しているフードコー

ト）や朝食とコーヒーを販売するコーヒー
ショップ（※Kopitiam（コピティアム）とも
呼ばれます）などでは、マレー語でKopi（コ
ピ）と呼ばれる独自のコーヒーを１杯１～２
SGD（2015年12月現在約90～180円）程度
で飲むことができます。コピはマレーシア
やシンガポールで見られる独自のコーヒー
で、コピに使われるコーヒー豆は、日本で
一般的に飲まれているアラビカ種とは異な
り、苦み・香りが強いと言われるロブスタ
種が使用されており、主にインドネシアか
ら輸入されています。特徴的なのは、お店
でバターもしくはマーガリン、砂糖とともに
焙煎し、抽出したコーヒーに通常はコンデ
ンスミルクが加えられていて、香りと甘味
が強いことにあり、１杯あたり180～250ml
程度で提供されています。この古くからあ
る製法で作るコーヒーショップは少なく
なっていて、既に焙煎されたパウダーを使
うお店が増えています。シンガポール地域
では、1920年頃にはコーヒーショップの店
舗がみられ、半熟たまごとカヤトーストに
コピをあわせたシンガポールの古くからあ
る形式の朝食が食べられていたようです。
　ちなみに、コーヒーショップの店主は、
ランニングシャツ、パジャマという格好で
仕事をしていることが多いのですが、店員
が売上の一部に手を付けるのを防ぐため
にポケットのないパジャマを制服にさせて
いた名残といわれています。

　シンガポールには、スターバックスに代

表されるようなコーヒーチェーンも数多く
展開しています。
　スターバックスが日本に初めて出店した
のは1996年８月ですが、シンガポールへ
も同年12月に１号店を出店し、2015年12
月現在で、ショッピングモールやビジネス
街を中心に約100店舗を展開しています。
競合他社としては、アメリカのThe Coffee
BeanとSpinelli Coffeeが1996年に、シン
ガポール現地のDome Caféが1993年に、
最近日本の銀座にも出店したTCC（The 
Connoisseur Concerto）も2003年に事業
を開始するなど、2000年前後からコーヒー
チェーンの本格的な展開が開始されてい
ます。この流れを受け、伝統的なコピスタ
イルをベースにしたTOAST BOXやYa 
Kun Kaya Toastなどがチェーン展開を開
始し、シンガポール人に親しまれています。
　日本からは2012年にドトールコーヒー
及び日レス・ドトールグループの星乃珈琲
店が同時に出店しています。ドトールコー
ヒーは2015年12月現在１店舗、星乃珈琲
は現在４店舗となっています。
　サードウェーブコーヒーブームの影響も
あってか、シンガポール国内では、ハンド
ドリップのプレミアムコーヒーと日本の喫
茶店形式の食事を提供する星乃珈琲のほ
うが展開しやすい状況にあるのだと考えら
れます。
　日本からは同じような形態の小規模店
舗もいくつか出店し始めているようで、日
本の喫茶店の高い品質が評価されている
とも言え、今後の展開が楽しみです。�

中国では現在、旅行業界のM&Aが勢いを増している。黄金期を迎えつつある中国旅
行業界に積極的に関与していくことで中国に隣接する日本にも無限のビジネスチャン
スが到来する。

サードウェーブコーヒーと呼ばれる高品質なコーヒーを提供する店舗がシンガポー
ルでもブームになっています。Kopi（コピ）と呼ばれる伝統的なコーヒーショップ
とスターバックスのようなコーヒーチェーンの状況を紹介します。

今年、中国企業による旅行産業の
M&A案件が急増

最近のコーヒーブーム：
サードウェーブコーヒー

シンガポール現地のコーヒー :
 Kopi（コピ）

中国旅行産業の拡大が
日中経済成長の牽引力の一つに

中国の旅行産業の黄金期と
ビジネスチャンス

シンガポールのコーヒーチェーン

Shunsuke ITO

伊藤 俊介

フロンティア・マネジメント㈱
シンガポール支店

JI Qinqin

季 欽欽

Frontier Management 
(Shanghai) Inc.

中国は今後35年旅行産業が
黄金期に

シンガポールのコーヒーショップについて

中国・上海とシンガポールオフィスより、最新の現地情報をお伝えします
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