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　「M&Aの成功確率は低い」という
趣旨の記事が散見されます。成功の定
義は人さまざまで、昨今は巨額の海外
M&Aで減損が発生したこともあり、な
んとなくM&Aという経営手法への評
価が揺らいでいるように見えます。
　実証研究を行う東京工業大学の井
上光太郎教授によると、「メディアの指
摘のようにM&Aの大半が失敗なので
はなく、成功確率は50％程度」だそう
です。完璧主義者には50％でも不十分
でしょうし、仮に成功確率が20～30％
程度だとすると、M&Aは不確実性が
高い経営手法だと思われるのかもしれ
ません。しかし、M&Aとは経営判断の
一つに過ぎません。他の経営判断は、
それほど高い確率で成功しているの
でしょうか。
　コンビニの棚にある商品は、１年間で

70％以上が入れ替わります。これは、
食品メーカーのコンビニ向け新商品開
発の成功確率は、１年後で30％以下で
あり、２～３年後で考えるとほんの数％
に過ぎないということを示しています。
パルコなど商業施設運営会社は、施設
内のテナントを３年でほぼ全て入れ替
えます。新たなテナント開発の成功確
率もそれほど高いわけではありません。
　それでも食品メーカーはコンビニ向
け商品開発を続けますし、テナント運
営会社は新規コンセプトの店舗開発
を行います。これを誰も非難・批判しま
せん。これらの経営判断の成功確率
は、M&Aのそれよりも高い気がしませ
ん。M&Aを経営判断の一つとして客
観的に眺めると、十分に確率の高い経
営手法に見えてくるのは私だけでしょ
うか。

　日本が高度成長期を経た後に「モノ」
余りの時代と言われて久しいですが、
昨今は、企業業績の回復と日銀の金融
緩和策によりまさに「カネ」余りに時代
となっており、金融機関が融資先の探
索に躍起になっている実情にあります。
　また、インターネットの普及により、従
前は、海外で入手する必要があった国
際的な情報がインターネット等で容易に
入手可能となっており、まさに「情報」
余りの時代にもなっています。このように
「モノ」「カネ」「情報」のいずれもが満た
されている状態の中で、徐々に不足が
深刻となってきているのが「ヒト」です。
　『平成29年８月１日現在の人口統計
（概算値）総務省統計局』で日本の総人
口は１億2,677万人と前年同月に比べ
21万人減少しており、平成22年以降日
本の人口は減少の一途を辿っています。
このような「ヒト」の不足を解消するた
め、①「ヒト」が多い企業・地域から、「ヒ

ト」の不足している企業・地域へ「ヒト」
をマッチングするビジネス、②「ヒト」の
生産性を高める（又は代替する）ため
の道具であるIT・AI等のビジネス、そ
して③「ヒト」の生産性を高めるための
コンサルティング及び教育・研修ビジネ
スが、今後においてますますニーズが
高い分野といえるでしょう。
　FMIのコンサルティングビジネスは、
「ヒト」の効率性及び生産性を高めるた
めのアドバイス業務であり、同様にファ
イナンシャル・アドバイザリービジネス
は、「ヒト」を抱える企業を買収するこ
とにより、「ヒト」を確保するためのサ
ポートビジネスと捉えるべき時代に今
後なっていくでしょう。また、これから
の事業再生ビジネスも、従来の「ヒト」
を減らすサポートではなく、「ヒト」を
育て、「ヒト」が稼働できる仕事を創
出・調達するビジネスでなければなら
ないように思われます。
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これらの要因が未解決であるに
はそれなりの理由があり、これらを

解決して一朝一夕で「M&A巧者」
になれるものでは決してない。し
かしながら、解決は決して不可能
なものではなく、何が原因か社内
で議論し、時には外部の専門家の
意見を聞くことも有意義なはずで
ある。

一口に「M&A巧者」といっても
実際には捉えがたい部分もあり、
また前述の類型をみても、完成形
としての「M&A巧者」のやり方・
方針が把握できるだけで、ではそ
こに至るにはどうすれば良いかは
見えてこない。
そこで、私共はM&A巧者の程
度を測るM&A熟練度を５段階で
評価するフレームワークを策定して
いる【図表２】。
【図表２】のとおり、M&A熟練度

　戦略を実現するための手段とし
てM&Aは不可欠としている企業
が10年前と比べ格段に増えてい
る。成長を担保すべく市場や競合
といった外部環境の変化で生まれ
る市場機会をいち早く捉え、また
組織能力を高めるため手段として、
M&Aはますます欠かせない手段
となっている。
　一方で、俗に「M&Aの７割は失
敗する」と言われるとおりM&Aは
決して実行が容易ではないこと
から、戦略遂行において「M&A
巧者」であることが一層重要となっ
てきている。
　私共がいうところのM&A巧者
とは、決して一部のM&Aを頻繁に
行なう国内外の大企業に限るもの
ではなく、成長実現あるいはサバ
イバルのために外部経営資源を機
動的に活用できる組織能力を持っ
た企業である。
　また、単にM&Aの件数をこなし

ている企業は私共の定義ではＭ＆
Ａ巧者ではなく、M&A本来の目的
であるシナジーを創出できる企業
こそが巧者である。
　本稿では、昨今のM&Aの動向
および弊社の戦略策定およびＭ＆
Ａのサポートを通じて培った知見
に基づき、このような「M&A巧者」
になるためのヒントをお示しする。

　私共は、M&A巧者に唯一の型
がある訳ではなく、M&Aに関する
今後の展望に照らし、自社の事業
環境に即したスタイルを追求すべ
きと考えている。
　M&A巧者と思われる企業は、４
つの類型に分類できると考える【図
表1】。
❶の本格派ピッチャー型の最近

の代表例は、東レ㈱、味の素㈱が
挙げられる。東レ㈱はM&Aを「５
つの重点施策」の一つにあげ、近
年大型M&Aを実施している。味
の素㈱も、「確かなグローバル・ス

ペシャリティ・カンパニー」の実現
のためにM&A対象分野を明確に
し、実行中である。またホシザキ㈱
も「フードサービス機器世界No1」
を掲げ長年M&Aを活用している。
別の視点だが、近年事業構造の転
換を目指し大胆且つ継続的に事業
売却を実施している㈱日立製作所
も、最近は戦略的買収を進めてお
りこのタイプに属する。
❷のこつこつ型は、親和性の高

いすなわち「鼻が効く」既存事業周
辺での滲み出し型の買収を行なう
形である。大きな売上拡大や事業
ポートフォリオのシフトにはつなが
らないものの、安定的な事業環境に
おいて、低リスクで事業拡大を追求
する場合には有効な場合もある。例
えば住友林業㈱や綜合警備保障
（ALSOK）㈱の昨今のＭ＆Ａが該
当する。
❸の新たな柱建築型は、現状の

事業構造への危機感から、M&Aで
第二、第三の事業の柱を作り、それ
により自社をも改革を目指そうとす
る形である。例えば、旭化成㈱は
Zoll社を買収することにより、マテ

❷こつこつ型

❶本格派ピッチャー型

類型 M&A方針

出所：フロンティア・マネジメント作成

注：文中の大型小型とはその企業にとってのサイズである

❹将来ニッチ型

❸新たな柱建築型

主力事業への大型買収／売却を適時に実施

本業の周辺領域への拡大のため中小型買収を混ぜ合わせて実施

M&Aで新たな事業の柱をつくり、収益自社の事業構造の変化を企図

不確実性が高くとも長期視点でのニッチ獲得を企図
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いまや常套手段となりつつあるが、
戦略意図を踏まえシナジーを創出できるという意味で
本来のM&Aの目的を達成することは容易ではない。
M&A巧者といわれる企業は、
M&A、外部資源を機動的に
使いこなす組織能力を
身に付けているが、
どの企業にもこのような
組織能力を備えることは
可能である。
M&Aが一部の企業にのみ
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　これらの要因が未解決であるに
はそれなりの理由があり、これらを

解決して一朝一夕で「M&A巧者」
になれるものでは決してない。し
かしながら、解決は決して不可能
なものではなく、何が原因か社内
で議論し、時には外部の専門家の
意見を聞くことも有意義なはずで
ある。

　一口に「M&A巧者」といっても
実際には捉えがたい部分もあり、
また前述の類型をみても、完成形
としての「M&A巧者」のやり方・
方針が把握できるだけで、ではそ
こに至るにはどうすれば良いかは
見えてこない。
　そこで、私共はM&A巧者の程
度を測るM&A熟練度を５段階で
評価するフレームワークを策定して
いる【図表２】。
　【図表２】のとおり、M&A熟練度

リアル、住宅の次にヘルスケア領域
を事業の柱にすることが可能となっ
た。また旭硝子㈱は昨年ライフサイ
エンス分野で海外企業２社（バイオ
医薬品開発製造受託業）を買収し、
その分野を新たな収益の柱として
育てようとしている。
❹の将来ニッチ型は、未だ市場

も業界も立ち上がっていないが、
将来的に「化ける」かもしれない
領域に目をつけたムーンショット的
（月にロケットを飛ばすという最近
の表現）な超先行投資で長期的に
自社が棲息するニッチを築いてい
く型である。
　例えばグローバルニッチトップ
を標榜する日東電工㈱の核酸医薬
領域へのAvecia社やGirindus社
の買収による進出が挙げられる。
この型で成功するには、メガトレン
ドを見極め先進的な技術を特定す
ることと、投資後のインキュベー
ション能力が求められる。
　ここで注意すべきは、一つの企業
が状況に応じて複数のスタイルを
使い分けることもあることである。

　私共が日頃FA業務およびコン
サルティング業務でお付合いさせ
ていただいている日本企業の多く
が、M&Aをより積極的に推進する
ために様々な取組を既に行なって
おられるが、実際に思うようにＭ＆
Ａが進められずご苦労されている
企業も多い。
　ごく一部ではあるが、そのような企
業がM&Aに関して行なっている取
組と苦労している点をご紹介する。

　これらの事例を含め、経営トッ
プや企画部門（経営企画、事業企
画、事業開発といった部署）が主
導で、社内でM&A案件を探索、
評価し、自社の（全社、事業毎の）
戦略にしたがい、しかるべきタイミ
ングで投資をすることを進めようと
しているが、なかなかうまくいって
いないのが実情である。
　トップの掛け声、方針作成、人員
の配置など様々な取組を行なって
いるにも関わらず、なぜなかなかＭ
&Ａが進まないのであろうか。
　これに関しては、上記の３社も含

め、必ずしも「M&A巧者」ではな
い企業には共通に以下の４点が現
象として起こっていると考える。

戦略を実現するための手段とし
てM&Aは不可欠としている企業
が10年前と比べ格段に増えてい
る。成長を担保すべく市場や競合
といった外部環境の変化で生まれ
る市場機会をいち早く捉え、また
組織能力を高めるため手段として、
M&Aはますます欠かせない手段
となっている。
一方で、俗に「M&Aの７割は失
敗する」と言われるとおりM&Aは
決して実行が容易ではないこと
から、戦略遂行において「M&A
巧者」であることが一層重要となっ
てきている。
私共がいうところのM&A巧者

とは、決して一部のM&Aを頻繁に
行なう国内外の大企業に限るもの
ではなく、成長実現あるいはサバ
イバルのために外部経営資源を機
動的に活用できる組織能力を持っ
た企業である。
また、単にM&Aの件数をこなし

ている企業は私共の定義ではＭ＆
Ａ巧者ではなく、M&A本来の目的
であるシナジーを創出できる企業
こそが巧者である。
本稿では、昨今のM&Aの動向

および弊社の戦略策定およびＭ＆
Ａのサポートを通じて培った知見
に基づき、このような「M&A巧者」
になるためのヒントをお示しする。

私共は、M&A巧者に唯一の型
がある訳ではなく、M&Aに関する
今後の展望に照らし、自社の事業
環境に即したスタイルを追求すべ
きと考えている。
M&A巧者と思われる企業は、４

つの類型に分類できると考える【図
表1】。
❶の本格派ピッチャー型の最近

の代表例は、東レ㈱、味の素㈱が
挙げられる。東レ㈱はM&Aを「５
つの重点施策」の一つにあげ、近
年大型M&Aを実施している。味
の素㈱も、「確かなグローバル・ス

ペシャリティ・カンパニー」の実現
のためにM&A対象分野を明確に
し、実行中である。またホシザキ㈱
も「フードサービス機器世界No1」
を掲げ長年M&Aを活用している。
別の視点だが、近年事業構造の転
換を目指し大胆且つ継続的に事業
売却を実施している㈱日立製作所
も、最近は戦略的買収を進めてお
りこのタイプに属する。
❷のこつこつ型は、親和性の高

いすなわち「鼻が効く」既存事業周
辺での滲み出し型の買収を行なう
形である。大きな売上拡大や事業
ポートフォリオのシフトにはつなが
らないものの、安定的な事業環境に
おいて、低リスクで事業拡大を追求
する場合には有効な場合もある。例
えば住友林業㈱や綜合警備保障
（ALSOK）㈱の昨今のＭ＆Ａが該
当する。
❸の新たな柱建築型は、現状の

事業構造への危機感から、M&Aで
第二、第三の事業の柱を作り、それ
により自社をも改革を目指そうとす
る形である。例えば、旭化成㈱は
Zoll社を買収することにより、マテ

●例１：ある医療材料メーカー
では、競合他社がM&Aを実施
したことにより、自社製品ライ
ンアップが顧客から見て不利
になるため、営業現場（事業部
側）がM&Aを提案するのだ
が、買収の意義についてコー
ポレートを（企画部門）を説得
させるのに苦労している。

●例２：ある素材関連メーカー
では、社長命により、社長直
属のM&Aチームを設立し、
また米国での情報収集のた
め、駐在員を補強したのだが、
どの領域でM&Aをやるか決
められない。

●例３：あるハイテク機器卸で
は、M&Aをより積極的に進
めるべく、社長が外部資源活
用を社外に発信しており、事
業部門作成のM&Aターゲッ
トリストを経営企画部がフォ
ローする取組を開始したが、
実際にはなかなか買収プロセ
スに乗る案件が出てこない。

1トラウマ：過去に行った買収
が失敗に終わった、もしくは
自社の経験では無いが特に
同業他社が散々な失敗をし
たことから、「どうせ上手くい
かないのではないか」という
「羹に懲りて膾を吹く」的なマ
インドセットになってしまって
いる。その為、実際に案件を
進めようとすると、対象企業
に対してありとあらゆる厳しい
条件を付け（製品・技術、顧
客基盤、収益性、企業文化、
買収価額等）すべてをクリア
しないと前に進まず、結局検
討途上で終わってしまう。

2部門利益が優先：自社の事
業規模に比して大型の買収
案件をトップマターで進める
場合を除き、特に既存事業
の成長に資する対象案件の
発掘を行なうのが最もふさわ
しいのは現場の事業責任者
である。しかしながらそのよ
うな対象案件は、往々にして
実際に事業に携わっている
ものからして、例えば製品・
技術において決して魅力的
では無いと映るか、逆に自分
にとって脅威になるような存
在だったりすると、いずれに
しても事業責任者がわざわ
ざ自分の首を絞めるようなこ
とをしたくはない。またその
事業部門の規模以下の案件
しか目に止まらなくなり小粒
化する。現場にM&Aを主導
させようとする場合に陥りや

すい罠である。

3意欲が低い：これが最も多く
みられる要因である。これは
事業目標の設定と目標達成
のドライブがどれだけ強力に
かかっているか、言い換えれ
ば、戦略遂行のPDCAがどれ
だけ徹底的に回っているかと
いう企業の「オペレーティン
グ・メカニズム」（経営を回す
仕組み）ができているかいな
いかに起因する。全社および
事業の目標設定が低ければ
（すなわちストレッチ目標を設
定していなければ）、必ずしも
リスクを取ってM&Aを行なっ
てまで目標達成しようとはなら
ない。すなわちそもそもM&A
への意欲が低い。また、M&A
の経験がないことが多く、成
功のイメージがわかないため
恐る恐る進めている。

4欲しいものが判っていない：
これも3と同様に多くみられ
る。全社として「注力事業」を
特定し優先的に経営資源を
配分すると定めるところまで
はできているが、では各事業
に具体的にどう資源を配分
するかまで落とし込めていな
い。M&Aを含めた各種の戦
略遂行オプションをどう組わ
せて目標を達成するのか、こ
れが曖昧であるか完全に事
業サイドに任されており、コー
ポレート（企画部門）がそれ
を理解しサポートすることも
できない。したがって会社と
して具体的に何が欲しいの
かに関する合意形成ができ
ない状況に陥っているので
ある。

出所：フロンティア・マネジメント作成

①
買収ターゲット
の選定

②
M&A実行の
意思決定

③
PMI

高熟練度

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

M&A未経験者 M&A初心者 M&A中級者 M&A上級者 M&A巧者

低

●M&Aを活用する場面
が不明

●ターゲットも未検討

●方針が不明確
●投資銀行等から持ち
込まれてから検討

●M&Aしたい事業領域
は特定済
●ターゲット企業はリスト
アップできていない

●M&A方針が明確
●ターゲット候補もリスト
アップ

●定期モニタリングはな
い

●企業戦略に基づくＭ＆
Ａの位置付けが明確
●ターゲット企業リストを
定期アップデート

●投資意思決定基準が
未設定（都度判断）

●投資意思決定基準は
ない
●投資銀行等の意見を
鵜呑み

●買収価格目線はある
●目的との整合、シナジ
ー検討が弱い

●投資意思決定基準設
定済

●目的と買収価格を比較
できる

●投資意思決定基準が
明確

●目的・想定シナジーと
買収価格を比較衡量

●最低限形式上の要件
を充たせばよいという
方針

●統合ビジョンやリスク
は未検討
●買収後は買収企業の
経営陣に丸投げもしく
は買収側に合わせる

●人員をターゲット企業
に派遣するのみ

●DD段階から買収後の
ビジョン、リスクを検討
●シナジー実現は念頭
にあるがドライブが弱
い

●最終契約前から買収
後のガバナンスビジョ
ン、リスクを検討
●シナジー実現を強力に
ドライブ

M&A巧者になるためのステップ図表2

M&Aで苦労して
いる企業はどこで
苦労しているのか

3

M&A巧者に
なるには4
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これらの要因が未解決であるに
はそれなりの理由があり、これらを

解決して一朝一夕で「M&A巧者」
になれるものでは決してない。し
かしながら、解決は決して不可能
なものではなく、何が原因か社内
で議論し、時には外部の専門家の
意見を聞くことも有意義なはずで
ある。

一口に「M&A巧者」といっても
実際には捉えがたい部分もあり、
また前述の類型をみても、完成形
としての「M&A巧者」のやり方・
方針が把握できるだけで、ではそ
こに至るにはどうすれば良いかは
見えてこない。
そこで、私共はM&A巧者の程
度を測るM&A熟練度を５段階で
評価するフレームワークを策定して
いる【図表２】。
【図表２】のとおり、M&A熟練度

は３つの評価軸、すなわち①買収
ターゲットの選定、②M&A実行の
意思決定、③PMI、から成る。

　まず、①買収ターゲットの選定で
あるが、これが３つの軸の中では
最も重要である。買収先を間違え
れば元も子もない。適切な買収
ターゲットを選定するためには、
まず全社／事業の戦略が事業環境
の正しい認識に基づき策定されて
いることが大前提である。これが
しっかり固まっていないと、具体
的な案件が出てきても「なぜその
買収を行なうのか」の根拠が弱く
なり、案件を進めても徒労に終わ
ることが多い。また、ロングリス
トからショートリストに絞り込む
こともできず、外部から持ち込ま
れた案件を評価することもできな
い。したがって、そのようにしっ
かりした戦略が策定され、かつそ
の戦略を具体的にどう遂行し、そ
のために経営資源をどれだけ投入
するのかが明確になっていなけれ
ばならない。これがプロセスとし
て構築され運用されていること
が、適切なターゲット選定を行う
為のほぼ必要十分条件であると
言っても過言ではない。
　次に、②M&A実行の意思決定で
ある。これは①と密接に関連し、
①が出来た上で、創出すべきシ
ナジーを定量化できることが、最
終的にある価格で買収を行う為
には不可欠となる。シナジーを定
量化するというのは、ただ単にテ
クニカルに分析ができるというこ
とではない。統合ビジョンを描き、

実際に両社の事業を統合し運営
することで技術や営業といったオ
ペレーション上具体的にどのよう
なシナジーをどこまで出せるのか
を自社のケイパビリティに即し、
また両社間の協働がどこまで効
果を発揮するかを読み切ることが
できるということである。M&A
の意思決定は最終段階で必要な
だけではない。推進チームの体制、
チームへの権限移譲、責任の明
確化等日常業務以外のルールの
適用が必要となる。
　最後に③PMIである。自社の管
理手法や社内規定を一方的に相手
の企業（特に自社より規模の小さ
な海外企業）に押し付け、その結
果両社の融合が遅れ、期待人材が
流出するというケース、また、買
収後にトップの関与がなくなり、
そのまま放置または権限なきPMI
チームだけが稼働しているケース
も少なくないのではなかろうか。
PMIは②で具体化し定量化した
シナジーを実際に創出していくこ
とである。PMIを適切に行う組織
能力が高ければ②で定量化するシ
ナジーも大きくなるが、この組織
能力はM&Aの件数をこなせば自
然に身に付くものではなく、
M&Aを相互組織学習であり新し
い組織への変革の機会と捉えて取
り組むことで初めて身に付くもの
である。ややもすると統合や買収
という大きなイベントと膨大な作
業故に形式面の作業をこなすこと
になりがちであるが、決して少な
くはない経営資源を投入する
M&Aであるからこそ、その果実
を確実に収穫すべくPMIを戦略
的かつ徹底的に行なえることが
M&A巧者の要件である。

　私共がお手伝いさせていただく
企業の多くは総合的な熟練度が２
から３にある場合が多いが、決し
てすべての企業がレベル５になら
なければならないということでは
ない。
　この熟練度の要請は絶対的なも
のではなく相対的なものである。ど
のレベルにいなければならないか
は、自社が戦う市場における主た
る競合の熟練度がどの程度なの
か、また今後新規参入が予想され
るのであればそれら潜在的競合が
どのレベルにあるかを見極める必
要がある。

　M&Aが苦手なのは日本企業だ
けではなく、欧米企業でも買収戦
略の失敗で経営者が交代するケー
スが多い。企業が人から成り立っ
ている限り、M&Aは人が主人公で
ある。そのためには人材教育や組
織能力の向上が不可欠であり、Ｍ
＆Ａを単なる案件と見るのではな
く、企業が強くなるための変革の手
段として捉えていきたい。

戦略を実現するための手段とし
てM&Aは不可欠としている企業
が10年前と比べ格段に増えてい
る。成長を担保すべく市場や競合
といった外部環境の変化で生まれ
る市場機会をいち早く捉え、また
組織能力を高めるため手段として、
M&Aはますます欠かせない手段
となっている。
一方で、俗に「M&Aの７割は失
敗する」と言われるとおりM&Aは
決して実行が容易ではないこと
から、戦略遂行において「M&A
巧者」であることが一層重要となっ
てきている。
私共がいうところのM&A巧者

とは、決して一部のM&Aを頻繁に
行なう国内外の大企業に限るもの
ではなく、成長実現あるいはサバ
イバルのために外部経営資源を機
動的に活用できる組織能力を持っ
た企業である。
また、単にM&Aの件数をこなし

ている企業は私共の定義ではＭ＆
Ａ巧者ではなく、M&A本来の目的
であるシナジーを創出できる企業
こそが巧者である。
本稿では、昨今のM&Aの動向

および弊社の戦略策定およびＭ＆
Ａのサポートを通じて培った知見
に基づき、このような「M&A巧者」
になるためのヒントをお示しする。

私共は、M&A巧者に唯一の型
がある訳ではなく、M&Aに関する
今後の展望に照らし、自社の事業
環境に即したスタイルを追求すべ
きと考えている。
M&A巧者と思われる企業は、４

つの類型に分類できると考える【図
表1】。
❶の本格派ピッチャー型の最近

の代表例は、東レ㈱、味の素㈱が
挙げられる。東レ㈱はM&Aを「５
つの重点施策」の一つにあげ、近
年大型M&Aを実施している。味
の素㈱も、「確かなグローバル・ス

ペシャリティ・カンパニー」の実現
のためにM&A対象分野を明確に
し、実行中である。またホシザキ㈱
も「フードサービス機器世界No1」
を掲げ長年M&Aを活用している。
別の視点だが、近年事業構造の転
換を目指し大胆且つ継続的に事業
売却を実施している㈱日立製作所
も、最近は戦略的買収を進めてお
りこのタイプに属する。
❷のこつこつ型は、親和性の高

いすなわち「鼻が効く」既存事業周
辺での滲み出し型の買収を行なう
形である。大きな売上拡大や事業
ポートフォリオのシフトにはつなが
らないものの、安定的な事業環境に
おいて、低リスクで事業拡大を追求
する場合には有効な場合もある。例
えば住友林業㈱や綜合警備保障
（ALSOK）㈱の昨今のＭ＆Ａが該
当する。
❸の新たな柱建築型は、現状の

事業構造への危機感から、M&Aで
第二、第三の事業の柱を作り、それ
により自社をも改革を目指そうとす
る形である。例えば、旭化成㈱は
Zoll社を買収することにより、マテ

　元GEのカリスマCEOであった
Jack Welch氏は「Change before 
you have to.」という名言を残して
いる。直訳すれば、「変革せよ、あ
なたが変革を迫られる前に」となる。
事ほど左様に、経営者は常に変革・
変化を迫られている。
　興味深いことに、この10～20年
に経営者が下してきた変革の決断
には、外部に存在していた機能を
内部化するという力学が強く働い
ている。外部の経済主体（企業や
団体など）に業務委託せず、自らの
中に内部化・自前化することを、本
稿では「プリンシパル化」と呼ぶ。
また、プリンシパル化が進展した経
済の状態を「プリンシパル・エコノ

ミー」と呼ぶ。
　プリンシパル化の動きとしては、
日本の大手商社が好例である。従
来の商社は、様々な商品やサービ
スの取引を仲介することで、取引に
伴う口銭を主要な収益としてきた。
　しかし、この10～20年は、天然
資源だけでなく、コンビニエンスス
トアに代表される流通業など事業
会社への投資を積極化し、これら
事業会社をグループ内へと内部化・
プリンシパル化することで変態して
いる。流通機能を内部化すること
で、商社グループは、食のバリュー
チェーンの川上から川下までの一
気通貫の最適化を行うことを志向
している。
サービス業においても同様の動

きが進展している。アクセンチュア
やジェンパクトなど、企業のビジネ

スプロセスの改善を行う企業は、
外部からクライアントに知見を提供
して、その対価を得るだけではなく、
昨今では積極的にクライアント企
業の資産や従業員を引き受け、内
部化している。
　実際に、弊社でも、2014年８月、
㈱日立製作所の100％子会社であ
る㈱日立マネジメントパートナーの
財務ソリューション事業部を会社
分割し、その全株式をジェンパクト
に売却するアドバイザリー業務を
担当した。今後もこうした流れは加
速していくであろう。
　プリンシパル化が、一見すると既
存のビジネスモデルとなじまないよ
うに見える事例もある。ある民泊サ
イトの経営者にインタビューした際、
「これからは民泊サイトの運営だけで
なく、自ら民泊施設に投資をするこ

近年の企業経営において、バブル経済崩壊以降もてはやされた「持たざる経営」や「選
択と集中」とは逆の動きとして、企業の外部に存在していた機能を内部化する「プリン
シパル化」が多くみられるようになった。これは、企業間取引の公平性・公正性の向上
に伴う取引コストの増加や、歴史的な低金利が企業の資本コストを極限まで低下させ
ていることが原因であると考えられる。本稿ではプリンシパル化の事例分析を通じて、
プリンシパル型経営の可能性について論考する。

※注：これ以外にM&Aディールマネジメント・
交渉等エクセキューション能力が含まれ
るべきだが、広範囲に及ぶため別の機会
の議論としたい

兵庫県立大学商経学部経営学科卒業。約20
年間M&Aアドバイザリー業務を行い、これま
で事業売却・買収、会社分割、資本業務提携、
JV（合弁）設立、クロスボーダーM&A、買収
防衛アドバイス等多数の案件に関与。M&Aを
活用した戦略立案からディールマネジメント、
PMI（買収・統合後の経営）まで顧客利益の実
現に向けたアドバイスを実施。

Toshiyuki MITSUZAWA

光澤 利幸
常務執行役員

BSでPLを
作る動きが進展
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保有資産の収益性について厳しく
管理をし、ポートフォリオの入れ替
えをしていく必要が出てくる。
　非プリンシパル型経営を志向す
る企業は、当該産業におけるシェア
を極限まで高めて、自らがインフラ
やデファクトスタンダードになるこ
とを志向する。
　このため、当該企業の商品やサー
ビスを使うユーザーにとって、情報
の非対称性やゆがみを生じさせない
ことに専心する。例えば、宿泊ホテ
ルの予約サイトで言えば、ホテル側
と消費者側で情報の非対称性がな
いように努力することで、この予約
サイトは存在価値が生まれてくる。
　一方、プリンシパル型では、情報
の非対称性を利用することで、超
過利潤を生みだそうという行動パ
ターンとなる。
　まだ内部化できていない事業や
資産が、情報の非対称性やゆがみ
によって、過小評価されていると判
断することで、事業や資産の内部
化は起こる。例えば、潜在的にハイ
クオリティの民泊施設への消費者
ニーズが高いと判断した企業は、自
らハイクオリティの施設を作った
り、買収したりして、内部化を行い、
それを適切な価格で消費者に販売
することで超過利潤を獲得するこ
とが可能となる。

　収益性を上昇させるための、コス
ト削減の方向性についても違いが
見られる。プリンシパル型の場合、
バリューチェーンやビジネスプロセ
スを内部化していく動きとなるた
め、内部化した事業や資産と、既存
の組織との間にあった取引コストを
削減していくことが主眼となる。
　高島屋の事例で言えば、従来は、
不動産賃貸者と高島屋は不断に情
報交換を行い、家賃設定の合理性
や交渉のための人件費など、店舗
不動産が外部にあるために支払わ
なければならない企業間の取引に
かかわる様々なコスト（経済学では
「取引コスト」と呼ぶ）を支払ってい
た。しかし、不動産を買い取って内
部化してしまえば、これらの取引コ
ストは全く支払う必要がなくなる。
　近年、企業と企業の取引は透明
性が求められ、随意契約が忌避さ
れるなど、公平性・公正性は大きな
改善が見られた。一方で、これは同
時に、企業間の取引コストを増加さ
せている可能性が高く、取引コスト
を削減するためのプリンシパル化
の動きに拍車をかけている。
　非プリンシパル型の場合は、シェ
アを拡大していくため、シェア拡大
による規模の利益が見込まれる産
業もある。シェア拡大による追加的
な利益が拡大するのであれば、そ

の逆数である追加的な費用（経済
学では「限界費用」と呼ぶ）が減少
するため、この方向性でのコスト削
減が進展していくことが多い。

　現在のプリンシパル型経営の隆
盛を後押ししているのは何であろ
うか？
　もちろん、1990年代、21世紀と加
速度的に発展している情報通信技
術（ICT）がその一因であることは
論を待たない。
　クライアントやユーザーでのレ
ピュテーションが極めて短時間で
流布される現在において、後発の
企業であっても一定程度のクライ
アントベースを獲得することは十分
に可能となっている。内部化対象
の事業や企業に関する情報も、従
前に比べると格段に豊富となって
おり、M&Aのターゲット選定をし
やすくしている。
　ただし、ICT技術の発達よりも
重要なのは、歴史的な低金利では
ないかと考えている。そもそも、内
部化をするかどうかの経営判断は、
内部化対象の事業や企業の収益性
（不確実性を含む）と、内部化の際

とを考えている」という話を聞いた。
　サイト運営のビジネスを考えると、
自ら民泊施設を保有することは、中
立性に疑問符が付く可能性がある。
しかし、それでもあえて自ら民泊施
設を保有し、クライアントからの
フィードバックをベースに施設の改
善を行っていく方が、クライアント
利益に資するし、民泊というビジネ
ス自体の健全性を高めるという判断
である。これは、インフラであるサ
イト運営会社が、サイト上で売買さ
れる商品やサービスを自ら内部化・
プリンシパル化する事例である。
　外部の経済主体をM&Aで取り
込むという行為だけが、プリンシパ
ル化の手法ではない。本年８月、衣
料品通販サイト「ゾゾタウン」を運
営する㈱スタートトゥデイが、商品
企画から製造・販売まで一貫して
手掛けるプライベートブランド（Ｐ
Ｂ）を発売することが報じられた。
　創業以来、同社は販売手数料で
稼ぐ「持たざる経営」をしてきたが、
今後は在庫リスクも抱える「持つ
経営」に踏み出す。この場合もまた、
民泊の事例と同様に、インフラであ
るサイト運営会社が、自ら商品を開
発・販売するというプリンシパル化
の動きである。
　以上のように、プリンシパル化と
は、自らオーガニックに行う場合も、
M&Aで外部の既存の事業や企業
を取り込む場合もあるが、いずれに
せよ、資金を使って在庫や資産を
内部化するという行為である。換
言すれば、バランスシート（BS）を
使って、売上の拡大や収益性の改
善を行うことであり、「BSでPLを
つくる」行為である。
　分かり易い「BSでPLをつくる」
事例は、４年前に高島屋が行った一

連の戦略であろう。同社は、2013
年11月にユーロ円建てのCBを650
億円発行し、バランスシートを拡大
させた。そして、翌12月に、同社の
新宿店と立川店の不動産を追加取
得することを発表した。
　２店舗の不動産投資の支出総額
は1,170億円であり、結果として２店
舗の家賃は合計40億円前後減少し
た。この一連の動きは、1,170億円の
投資で年間40億円のリターンを得
る事であり、年間3.4％のリターンを
生み出す投資と言える。現在の低金
利を考えれば、3.4％というリターン
をもたらすこの投資には、経済合理
性が充分にあったと判断できる。

　すべからく企業は、創業からし
ばらくの間、自らの業務領域での成
長に専念する。一定程度のクライ
アントベースが確立でき、期間利益
の蓄積や新たな増資などでBSが拡
充された時点で、次のステージに
進もうとする。次のステージとは、
プリンシパル型の戦略を取るのか、
非プリンシパル型の戦略を取るの
かという選択である。
　プリンシパル型の戦略は、徹底
的なシェア拡大という志向からは
一線を画することとなる場合が多
い。むしろ、既に獲得したクライア
ントベースに対して、いかに（内部
化した）自社の商品やサービスを
提供して、収益を極大化するかと
いう動きとなる。前述した民泊サイ
トやゾゾタウンがその事例である。
　プリンシパル型を志向すると避
けて通れないのは、複数のステー
クホルダーとのコンフリクト問題で

ある。
　自社PBを積極的に販売するサイ
トと、類似商品を製造するメーカー
との関係はギクシャクしたものにな
りがちである。特定のビールメー
カーのバックオフィス機能を、資産・
従業員まるごと内部化して受託し
た場合、競合のビールメーカーの
バックオフィスサポートをすること
は困難となる。
　結局のところ、企業はある程度の
クライアントベースとBSが整った
時点で、更にクライアントベースを
拡大してシェア上昇に向かうのか、
内部化した他の商品やサービスを
提供してクライアントベースの最大
マネタイズを志向するのか、という
判断が必要となる。その際には、起
こりうるコンフリクトによる既存収
益の停滞・減少と、プリンシパル化
による追加的な収益拡大というト
レードオフ関係の中で、経営判断
が行われる。
　【図表】に、プリンシパル型経営と
非プリンシパル型経営のポイントを
まとめてみた。
　上述したように、プリンシパル型
ではシェア争いの重要性が下がる
場合が多い。一方、BSを使った経
営へと舵を切ることで、従来の経
営に比べて非連続的にBSが拡大
する傾向にある。このため、一般の
事業会社ではそれほど重要ではな
い資産や負債の総合管理（ALM：
Asset Liability Management）が
重要になってくる。
　ALMは、元々米国の大手商業銀
行で開発された銀行財務における
動的な資産・負債管理手法である。
プリンシパル型経営を志向する企
業は、様々な金融指標に注視した
資金調達を考える必要があり、また

　元GEのカリスマCEOであった
Jack Welch氏は「Change before 
you have to.」という名言を残して
いる。直訳すれば、「変革せよ、あ
なたが変革を迫られる前に」となる。
事ほど左様に、経営者は常に変革・
変化を迫られている。
　興味深いことに、この10～20年
に経営者が下してきた変革の決断
には、外部に存在していた機能を
内部化するという力学が強く働い
ている。外部の経済主体（企業や
団体など）に業務委託せず、自らの
中に内部化・自前化することを、本
稿では「プリンシパル化」と呼ぶ。
また、プリンシパル化が進展した経
済の状態を「プリンシパル・エコノ

ミー」と呼ぶ。
　プリンシパル化の動きとしては、
日本の大手商社が好例である。従
来の商社は、様々な商品やサービ
スの取引を仲介することで、取引に
伴う口銭を主要な収益としてきた。
　しかし、この10～20年は、天然
資源だけでなく、コンビニエンスス
トアに代表される流通業など事業
会社への投資を積極化し、これら
事業会社をグループ内へと内部化・
プリンシパル化することで変態して
いる。流通機能を内部化すること
で、商社グループは、食のバリュー
チェーンの川上から川下までの一
気通貫の最適化を行うことを志向
している。
　サービス業においても同様の動
きが進展している。アクセンチュア
やジェンパクトなど、企業のビジネ

スプロセスの改善を行う企業は、
外部からクライアントに知見を提供
して、その対価を得るだけではなく、
昨今では積極的にクライアント企
業の資産や従業員を引き受け、内
部化している。
　実際に、弊社でも、2014年８月、
㈱日立製作所の100％子会社であ
る㈱日立マネジメントパートナーの
財務ソリューション事業部を会社
分割し、その全株式をジェンパクト
に売却するアドバイザリー業務を
担当した。今後もこうした流れは加
速していくであろう。
　プリンシパル化が、一見すると既
存のビジネスモデルとなじまないよ
うに見える事例もある。ある民泊サ
イトの経営者にインタビューした際、
「これからは民泊サイトの運営だけで
なく、自ら民泊施設に投資をするこ

出所：フロンティア・マネジメント作成

シェアの重要性

プリンシパル型

非プリンシパル型

ALMの重要性 情報の非対称性 コスト削減の方向

低い 高い 利用する 内部の取引コスト

高い 低い 失くす 規模による限界コスト

歴史的な低金利が
プリンシパル型経営を
後押し

プリンシパル型経営の
特徴

プリンシパル型、 非プリンシパル型ビジネスの特徴図表

特集
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に必要となる費用との差額がプラ
スかどうか次第である。
　内部化のための費用とは、PL上
の一時的な費用だけでなく、BS上
の資本コストも含まれる。現在の低
金利は、企業各社の資本コストを
極限まで低下させることで、わずか
な利益率の事業や資産でも内部化
対象にしうるという経営判断を促
している。
　歴史的に見ても、低金利で過剰
流動性が高まることで、企業や経
済主体が、もともと内部に存在して
いなかったものをプリンシパル化し
た事例は少なくない。
　水野和夫氏『資本主義の終焉と
歴史の危機（集英社新書  2014年
刊）』やアゴラ『400年ぶりに起きて
いるデフレと長期不況』によると、
400年前のイタリアにおいて低金利
状態が長く続き、過剰流動性問題
が生じたようである。
　中世のイタリアでは、20年もの長
期間、国債の金利が2.0％以下とな
り、メディチ家など富裕層が国債に
よる資産運用を続けていくのが難
しくなった。富裕層が国債での運
用を手じまい、高い配当利回りで
あった東インド会社の株式を購入
することで、同社のバランスシート
はこの時期から急激に拡大するこ
ととなった。イタリアの経済学者カ
ルロ・チポラは、この17世紀初頭
のイタリアの超低金利時代を「利
子率革命」と名付けた。
　前述の水野氏らマクロ経済を専門
とする論者は、この「利子率革命」の
ネガティブな側面を重視する傾向
がある。前出の著書の中でも、利子
率革命後に中世が終わりを告げ、イ
タリアの経済覇権がオランダや英国
に移っていったことになぞらえて、

日本や既存の資本主義国の没落を
予測している。
　そういった見方もできるかもしれ
ないが、過剰流動性によって東イ
ンド会社が急速にプリンシパル化
を進め、産業構造を変えていったと
いうポジティブな側面も看過できな
い。過剰流動性を背景に、世界最
古の商社とも言われる東インド会
社は、マドラスの要塞建設をはじ
め、BSを積極的に使いながら、ビ
ジネス（軍隊も保有していた）を内
部化して成長していった経緯があ
る。ミクロで見ると、長期の低金利
という経済環境は、BSをうまく梃
子にして、収益を成長させる企業
にフォローの風となる。
　振り返ってみると、バブルが崩壊
して以降、日本における経営論談は、
プリンシパル化とは逆のことが言わ
れていた。「持たざる経営」や「選択
と集中」がその最たるものである。
　ダイエーやそごうなど、店舗不
動産を保有して積極的な設備投資
をして成長してきた小売企業が、
実際に経営危機や経営破綻に見舞
われたことで、店舗不動産を保有
しない「持たざる経営」こそが王道
と言われてきた。また、カネボウな
ど積極的な多角化を進展させた企
業が行き詰まりを見せたことで、祖
業や本業に「選択と集中」をするこ
とが重要と言われてきた。
　結果として、日本全体の法人企業
統計などを見ると、売上高利益率な
ど利益率指標自体は上昇してきてい
るものの、肝心の売上の拡大が一向
にできていない状態となっている。

　全ての企業がプリンシパル型経

営をすべきという訳ではない。しか
し、バブルが崩壊して既に四半世
紀が経過した日本経済において、
バリューチェーンの川下や川上への
投資、取引先の内部化など、本来
合理的に行われるべき投資が十分
になされていない可能性がある。
　これは、上述した「持たざる経営」
や「選択と集中」というスローガン
が必要以上に経営者の手足を縛っ
ていることに加え、プリンシパル型
経営の際に必然的に発生するコン
フリクト問題に向き合わず、回避し
ているためではないかと思われる。
結果として、中立性や独立性は堅持
できているものの、極めて小規模な
企業が乱立している産業が生まれ
ており、業容の拡大が後回しとなっ
ている例が少なくない。
　「選択と集中」という言葉を発し
たのは、冒頭の名言を発したJack 
Welch氏である。彼はプリンシパル
型の投資やM&Aを全く否定して
いないし、彼がCEOを務めていた
GEは多角化の権化のような会社
で、常に本業は変化している。
　2018年に向けて、プリンシパル型
経営の可能性について、各社は今
一度検討すべきではないかと考え
る。

●経営戦略の基本

●コスト構造改革

●シナジー創出のPMI

●戦略コンサルタントの仕事術

経営戦略

経営戦略

M&A

経営戦略

基本

実践

実践

基本

30,000円（税抜）

20,000円（税抜）

30,000円（税抜）

20,000円（税抜）

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は取締役として事業再生に
関与。近著に「宅配がなくなる日  同時解消の社会
論」（日本経済新聞出版社）がある。

Masahiro MATSUOKA

松岡真宏
代表取締役

コンフリクトの超克

FAX:03-3514-1301 FBS_info@frontier-mgmt.com http://www.frontier-mgmt.com/FBS/TEL :03-3514-1387
フロンティア・マネジメント株式会社 ビジネス・スクール事業推進室

http://www.nikkeimm.co.jp/fbs/

http://www.sbi-u.ac.jp/online_fbs

旭硝子株式会社
伊藤忠商事株式会社
株式会社NTTドコモ
カゴメ株式会社
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社
小林製薬株式会社
GMOアドパートナーズ株式会社
J.フロント リテイリング株式会社
株式会社ジュピターテレコム

住友商事株式会社
西部ガス株式会社
大和ハウス工業株式会社
中部電力株式会社
株式会社ティップネス
株式会社デンソー
株式会社東芝
東洋紡株式会社
東レ株式会社
長瀬産業株式会社

名古屋鉄道株式会社
株式会社日本触媒
日鉄住金物産株式会社
日本たばこ産業株式会社
株式会社村田製作所
ハウス食品グループ本社株式会社
パナソニック株式会社
株式会社日立システムズ
株式会社日立製作所
株式会社吉野家ホールディングス
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通信制MBAのSBI大学院大学の協力を得て、マルチデバイスに対応したオンライン学習
システムによりFBS授業をいつでもどこでも受講できます。『経営戦略の基本』、『コスト
構造改革』、 『シナジー創出のPMI』、『戦略コンサルタントの仕事術』の4講座のオンライン
授業を開講いたしました。コースは10月より開始され、来年3月まで毎月実施されます。

FBS講師が御社へお伺いし講義を実施します。
講義内容はご希望に応じてカスタマイズもいた
します。
まずはビジネス・スクール事業推進室（03-3514-1387）までお気軽にご相談ください。

臨場感溢れる
授業

説明とスライ
ドが連動

※掲載許可をいただいた企業様の一部をご紹介しております

※本コースはPDU対象（PMP資格維持単位）です

問い合わせ先

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル レ ビ ュ ー

会場にお越しいただく講義から、講師派遣、スマホでも視聴出来る
オンライン授業まで、多様なご要望にお応えいたします。

皆様のニーズにお応えして
ラインアップを充実させました！

ピックアップ講座各月開講：科目・価格一覧

科目名 分類 レベル 価格

業種を問わず、多くの企業様にご利用いただきました！ 

お申込み及び詳細はこちらまで！

オンライン授業
開始のお知らせ

講師派遣講座も
ご好評頂いてます！

FBS第3期開講しました！
2016年度からのリピーター様も数多くご利用頂いております。

3時間講座 30,000円（税抜）／5時間講座 50,000円（税抜）受講料

フロンティア・マネジメント株式会社会 場

「再生局面の事業性評価」「成長局面の事業性評価」金融機関様向け

講座提供実績

「コスト構造改革」「事業撤退」事業法人様向け

お求めやすい優待チケットもございます。

〒102-0073 東京都千代田区九段北3 -2 -11 住友不動産九段北ビル4F

お申込み及び詳細はこちらまで

隆盛するプリンシパル・エコノミーFeature
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　スマートフォンの普及による利用
者獲得コストの低下や決済機能の発
達等を追い風に、定額課金（サブス
クリプション）形式で商品やサービ
スを提供する新興企業が急速にユー
ザー数を増やしている。
　その代表格はSpotifyやNetflixと
いった音楽／動画などのデジタルコ
ンテンツの定額配信サービスだが、
最近では髭剃り用のカミソリの定額
販売や月額制のカフェ利用など、
様々なリアルコンテンツ（商品、サー
ビス）を対象とした定額課金型（主
に月額制）の販売／レンタルサービ
スも台頭している。
　「月額一定の料金を支払えば利用
し放題」という範型のサービス自体
は、特段に目新しいものではない。
その起源は、17世紀の欧州において
出版社が定期購読者から書籍の製
作費を徴し始めたことに遡ることが
できるようである。インターネット
やスマホが普及する以前の20世紀
の経済社会においても、賃貸住宅、
新聞、通信、公共放送、教養娯楽サー
ビス（学習塾やスポーツジム）等の
分野において定額課金サービスは人
口に膾炙してきた。

　これら20世紀型の定額課金サー
ビスは、寡占企業あるいは半公営企
業による代替材の少ない必需的な商
品/サービスというパターンと、サー
ビスの提供者と利用者の双方に長期
安定的な賃貸（利用）契約を結ぶイ
ンセンティブのある商品/サービス
というパターンに大別できる。
　それに対して、最近の新興企業に
よる定額課金サービスの特徴は、こ
れまで個々の消費者が逐次的に購入
（または契約）することが常識的で
あった領域にフォーカスして、潜在
的な消費者ニーズを充足させること
で成功を収めている点にある。

　多分野における新しい定額課金
サービスの利用拡大は、消費社会や
企業戦略に少なからぬ影響を及ぼし
ていくであろう。
　まず、定額課金サービスの普及は
（マクロ経済における）消費支出の
景気変動に対する感応度を低下させ
る可能性がある。
　定額課金という仕組みはいわゆる
「シェアリング経済」型のレンタル
サービスと親和性が高く、モノを買
わずにシェアする（借りる）という

消費者行動を後押しする。
　しかもその対象は、アパレル製品、
バッグ等の服飾品、高級時計など、
景況の波に沿って支出額が大きく変
動するようないわゆる「選択的支出」
の分野にも及んできている。
　ただし、アパレル製品の定額課金
レンタルでは利用者が希望すれば商
品を買い取ることも可能で、実際に
気に入った商品を買い取る利用者も
多いようであり（ストライプ・インター
ナショナル社が運営する女性アパレ
ルの定額レンタル「メチャカリ」）、定
額課金サービスとシェアリング経済
は必ずしも同義ではない。
　しかしながら、仮に気に入った商
品を買い取ることができたとしても、
毎月一定数のレコメンド商品という
限られた選択肢の中から商品を購入
する消費者は、給与所得が増えても
アパレル製品への支出額をあまり増
やさないのではないであろうか。
　これらの結果として、従来は選択
的支出であった半耐久財、耐久財、
サービス財の一部が、食品や水道光
熱費のような「基礎的支出（景気変
動や消費支出全体の増減に影響を受
けにくい支出項目）」の性格を具備
していくようになり、家計簿や財布
のなかに占める「毎月一定の金額に
定められている項目」のシェアが増
加していく可能性がある。

　かたや、定額課金サービスの普及
は、テッパン型の商品（定番の人気
商品）のシェア拡大を促し、企業の
上位寡占を加速させる可能性があ
る。
　Amazonによる「アマゾン定期お
トク便」のように、自社の商品/サー
ビスの定期購入と引き換えに割引価
格を提供するような定額課金サービ
スも拡がりつつあるが、そのような
販売戦略は消費者から既に高い支持
を得ているテッパン型の商品でこそ
効力を発揮しやすい。
　20世紀型の定額課金サービスの
多くは公営企業や大手新聞など公共
性の高い分野だったが、今後はその
領域がコモディティ型商品を扱う民
間企業に拡張していくであろう。
　テッパン型の商品を擁する勝ち組
企業は、定額課金サービスを活用す
ることによって、安定収益を獲得す
ると同時に、マーケティング費用を
削減することも可能であり、それら
を原資としてさらなるディスカウン
ト戦略を強化していく可能性があ
る。
　Amazon Dash Buttonのような

IoT型の販売支援機器が私たちの生
活空間に入り込むこともまた、定額
課金サービスと相まって、テッパン
型の定番商品のシェア拡大に拍車を
かける要素になるであろう。
　首位シェア商品を持たない企業に
とっては実に悩ましい世界と言える。

　定額課金サービスの隆盛は、首位
シェア商品を持たない製造業だけで
なく、小売業にとっても逆風である。
モノが売れなくなりシェアされると
いう消費経済の構造変化に加えて、
テッパン型の必需品の販売価格を巡
る企業間競争も熾烈さを増していく
であろう。また、新しい機能や流行
（トレンド）を持つ商品が入ってくる
非コモディティ分野の小売業にとっ
ても、定額課金サービスやシェアリ
ング経済は、店頭におけるセレン
ディピティ（偶発的な出会い）やモ
ノの販売を前提としてきた自らのビ
ジネスモデルを脅かす存在となる。

　定額課金サービスの利用者は、割
引価格というストレートな経済的メ
リットだけでなく、自分の好みや流
行に則した商品を「選択する」とい
う消費行動を外部化（または固定化）
することによって、情報収集や買い
物に使う時間を効率化しているため
である。
　デジタル／アナログの別を問わ
ず、個々の顧客の購買履歴をもとに
お勧め商品を提示するサービスはこ
れまでも存在してきた（百貨店の個
人外商やECのアルゴリズム）が、
昨今の月額課金サービスのそれは、
商品選択の一任（丸投げ）である。
　消費者が商品選択を丸投げできる
のは、製造企業やブランドが信頼に
値する定番商品である場合を除け
ば、商品を取捨選別してくれるエー
ジェントに信頼を置いているケース
に他ならない。
　定額課金サービスの潮流に押し流
されないためには、小売業は自ら定
額課金サービスに参入することで
「目利きの利く商人」となり、消費者
を取り込んでいくような事業戦略を
検討する必要があるだろう。

消
費
財
ト
ピ
ッ
ク

東京大学経済学部卒。UBS証券㈱、ク
レディ・スイス証券㈱を経て、フロンティ
ア･マネジメント㈱に入社。15年の証券
アナリストとしての経験を活かして、フ
ロンティア･マネジメント㈱では流通業
界の調査や顧客企業への戦略策定支
援に従事。近著（共著）に「宅配がなく
なる日～同時性解消の社会論」(日本
経済新聞出版社)がある。

Taketo YAMATE

山手 剛人
産業調査部

シニア・アナリスト

出所：フロンティア･マネジメント作成月額料金 （円）

（対数表示）

実用性 嗜好性
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新聞
(紙/電子版)

通信
(スマホ)

学習塾

賃貸住宅

軽自動車
高級車

腕時計
ブランド
バッグ女性服

電動
アシスト
自転車

雑誌
(電子版)

音楽

コンテンツ 空間 消費財 サービス

映像

料理教室
スポーツ
クラブ

高

賃貸住宅、新聞、通信といった従来領域に加えて、音楽や動画等のデジタルコンテン
ツ視聴や消費財のレンタルなど、定額課金サービスが様々な分野で拡がっている。こ
れらの定額課金サービスを利用することは商品やサービスを「選択する」という消費
者行動の固定化または外部化するということであり、商品やサービスの供給者である
企業の寡占化(テッパン商品の占有率上昇)を促す可能性がある。店舗でのセレンディ
ピティ (偶発的な出会い)という価値提供を行ってきた小売業には逆風ともいえるが、
月額課金型サービスを自らの事業戦略に組み入れる道も探索していくべきである。

古くて新しい
「定額課金サービス」

消費社会や
企業戦略への影響

定額課金サービスの時代
に小売業が生き残る道

月額課金モデル 図表

定
額
課
金
サ
ー
ビ
ス
時
代
の
企
業
戦
略

定額課金サービス時代の
企業戦略

消費財トピック
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　iPhoneが登場してから10年、人
類は新しい世界に突入した。いわゆ
るITプラットフォーマー（プラット
フォーマーとは、主にアグリゲーショ
ン型、ソーシャルネットワーク型。今
後モビリティ型や教育・ラーニング
プラットフォームが定着することも）
がビッグブラザーとして君臨する世
界が出現したのである。
　本稿執筆時点で時価総額では、
GAFA（Google, Apple, Facebook,  
Inc., Amazon.com）及びマイクロソ
フトが上位５社を占めており、GAFA
の時価総額合計は270兆円を超えて
いる。全人類が、企業人としてあるい
は消費者として経済活動に携わる以
上、避けては通れない超国家的存在
となったといえるだろう。

　例えば弊社がご支援したある新規
事業の探索プロジェクトでは、クラ
イアントのプロジェクトリーダーが
「ITプラットフォーマー参入を前提
にすると、どうしてもこの新規事業

では勝ち筋が見えない。」として、そ
れまでの数か月に及ぶ検討をひっく
り返しストップさせたことがある。
まさに巨大な「フォース」といえる
だろう。しかし、この理論だとITプ
ラットフォーマーが存在する限り、
他企業はもはや新規事業の開発など
できない、ということになってしまわ
ないだろうか。完全無欠の勝ち筋を
探索し続けたい担当者の気持ちは
理解できるが、それはいわば「青い
鳥」というべきものだろう。

　では日本企業は今後ITプラット
フォーマーとどのように向き合うべ
きだろうか。弊社は３方向から自社
戦略を見直し、進化の可能性を探索
することを推奨している。

　一つ目の切り口は、モジュラーアー
キテクチャである。❶自社コア技術
を究めることによって、バリュー
チェーンにおけるレイヤマスタを目
指す、❷隣接するバリューチェーン
に沁みだし、レイヤを統合すること
で付加価値を取り込む（川下は自社
の顧客であるため、一般的には川上

に進出）、❸レイヤマスタに対して
特定技術、もしくは機能（デザイン
ファーム、ODM、OEMなど）を提供
し、レイヤ内に閉じた専業プラット
フォームとなる（結果として❶のレ
イヤマスタの下部に新たなレイヤを
構築する）。
　導出される３つの方向性は決して
突飛なものではなく、むしろ常道と
いえる。共通しているのは、「ITジャ
イアントが注力するには面倒くさす
ぎて他巨大市場を優先させたくなる
技術レイヤ」であり続けようという
徹底した現実主義だ。スマートフォ
ンメーカに対してコアデバイスを供
給する日系企業の強かな戦い方は、
この切り口における模範といえるだ
ろう。
　ただし、この戦い方には弱点があ
る。あくまでも技術をコアとするた
めに、川下でのイノベーションによっ
て、需要が大きく変動し、時には市
場が消失するリスクすら存在するこ
とだ。また、近年では技術だけで維
持できる競争優位が短期間化してい
る。特に製造業にとっては「川下に
おけるイノベーションの早期把握と
対応」が肝要だろう。

　二つ目の切り口はエコシステムで
ある。マルチサイドプラットフォーム

（またはツーサイド・プラットフォー
ム。インターネット・ショッピングモー
ルである楽天市場は、出店者と消費
者というツーサイドをもつプラット
フォーム）においては、補完的役割
を担う参加者を募り、プラットフォー
マーは胴元として、ユーザベースを
拡張（ネットワーク外部性、バンド
ワゴン効果）し、補完財を増やす
（ネットワーク外部性の間接的効果
など）ことにフォーカスする。こう
いったエコシステムの特徴を自社ビ
ジネスモデル再解釈に積極的に活用
していく。
　たとえば、1徹底的なローカライ
ズ（言語、エリア、ルール・慣習）に
よる局地戦を展開する。ローカライ
ズには、相応のコストがかかるが、
ITプラットフォーマーは巨大すぎる
がゆえに、その手間をかけるほど魅
力ある市場は多く無い。2コンテン
ツライブラリを持つ企業であれば、
プラットフォームを競争させるマル
チホーミングという選択肢もあり得
る。差別化し続ける宿命を負ったプ
ラットフォーマーにコンテンツ供給
を武器に交渉する。自社コンテンツ
の競争力次第だが、単なる補完材供
給者を脱却できる可能性がある。Ｊ
リーグ放映権は2,100億円もの放映
権料を提示した英パフォームグルー
プが獲得し、スカパー JSATは10万
人ともいえる会員が流出した。3プ
ラットフォーム外部での収益源を確
保する。別のプラットフォーマーを
支援するという意味では、マルチホー
ミングの一環といえる。
　この戦い方の弱点は、プラット
フォーム間の競争に巻き込まれ、自
社コンテンツ、プレミアム製品・サー
ビスの価値低下リスクや、サービス

化の結果として縮小均衡サイクルに
陥りかねないことだろう。ナップス
ターに対抗する手段として、自社の
コンテンツマネタイズを急いだあま
り、CDなどパッケージ販売中心だっ
た音楽ソフト会社はiTunesという
プラットフォームの下位存在に甘ん
じるようになった。「ビジネスモデル
再構築を顧客価値に照らして実行」
する必要を指摘したい。

　最後に三つ目の切り口だが、ITプ
ラットフォーマーの同調圧力からい
かに自社を遠ざけるか、を最優先す
るというアプローチだ。
　経営ができることは①ITプラット
フォーマーの戦略をあたかも「人口
構成の変化」や、「進出国の規制・法
律」と同様にトレンドとして（見做
して）ロードマップ化しておき、そ
のチェックやポートフォリオ入替は
取締役会で議論できる体制を構築し
ていく。②（経営の意思といったほう
がいいかもしれないが）プラット
フォームでは提供できない刺激で原
初的な感動をもたらしていく。が現
時点の答えだ。
　この戦い方の弱点は、常にITプ
ラットフォーマーを意識し、土俵を
ずらし続けなくてはならないため、
事業機会が限定されてしまう可能性
が出てくること、ポートフォリオ入替
など難易度の高い施策を実現するた
めの強い経営体制の構築ということ
になる。弊社クライアントの自動車
関連企業には、強力なリーダーシッ
プのもと、UX専門チームを組成し、
「自社ならではの感動」の提供を目指

す取り組みを始めている。「ITプラッ
トフォーマーの戦略をロードマップ
に織り込みつつも金科玉条とはせ
ず、意思ある経営を実践すること」
が必要ということになる。

　モバイル革命は地理的・時間的制
約からの解放をもたらし、ITプラッ
トフォーマーを誕生させた。では「こ
の先」はどうなるのか。
　おそらく次なる進化は、もう少し
固有のコンテキストに特化した、多
様な変数が摺り合わされた場所で起
きる。そのためこのゲームは、圧倒
的なスケールを背景にコストを最小
化し多様なコンテキストを飲み込ん
でいくITプラットフォーマーの戦略
が容易には適用できない可能性が高
い。日本企業の前には、多くのチャン
スが顕在化するはずだ。「UI・UXを
梃とした強固なユーザベース」「パブ
リックセクターにおける新たなシェ
アリングエコノミー・プラットフォー
ム」など、現時点では非現実的とも
思われる新たな方向性が模索される
だろう。
　ただし、忘れてはならないのは、
今後モメンタム低下があったとして
も、間違いなく「超国家的ITプラッ
トフォーマー」はそこに存在し、機
会点を捕捉しようとしてくるという
ことだ。私たちはその時が来たら、
「彼ら」を無視することはできず、ま
た新たな関係性を構築模索すること
になるだろう。私たちの直面する世
界は既に「かいじゅうたちのいると
ころ」なのだ。

産
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早稲田大学大学院商学研究科卒業、CEIBS（中欧国
際工商学院）Exchange Program修了。2001年に
アクセンチュア㈱に入社。フロンティア･マネジメント
㈱では製造業中心に中長期戦略、成長戦略、M&A
のソーシング･エグゼキューションに従事。コンサル
ティング部門における先端領域研究のリーダー。

Yosuke MOTOHASHI

本橋 陽介
コンサルティング第2部
シニア・ディレクター

超国家的存在となったITプラットフォーマーの戦略を逆手に取り、ある意味で
利し、その間隙を突き、生態系の解釈自体を拡張する可能性は無いのだろうか。
巨大プラットフォーマーとの関係を再考する３つの切り口から、経営戦略の
進化可能性を考察する。

ビッグブラザーとしての
ITプラットフォーマー

ITプラットフォーマーとの
関係を再考する

支配の「その先」の世界

iPhone登場から
10年の変化

ITプラットフォーマーは
巨大な「フォース」

モジュラーアーキテクチャを
競争優位につなげる

エコシステムを
再解釈する

プラットフォーマーの
同調圧力から遠ざかる
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産業財トピック

超国家的ITプラットフォーマーと共存する
時代の経営戦略

GAFAたちのいるところ
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　厚生労働省は派遣事業を手がける
事業者への許可基準を緩和する。派
遣労働者に適切に賃金を支払い続け
るため、最低純資産額等の要件があ
るが、地方自治体が企業と債務保証
や損失補てんの契約を結ぶことを条
件に、こうした要件を満たさなくて
も事業をすることを許可する。背景
にあるのが2015年の労働者派遣法
の改正である。併存していた届出制
と許可制を許可制に統一した。事業
者は2018年９月までに許可制に移
行する必要があるが、７月現在で許
可制の事業所数が約２万４千ある
が、届出制は約５万５千と移行が進
んでいないからだ。
　しかし、緩和できないのが３年の
派遣期間制限であろう。派遣労働者
が個人単位で同じ職場で働けるのが
３年までとなり、その最初の期限が
2018年９月末に訪れる。期限がきた
場合に雇用安定措置として、❶派遣
先への直接雇用の依頼、❷新たな派
遣先の提供、❸派遣元での（派遣労
働者以外としての）無期雇用等が義
務付けられている。３年の派遣期間
対象制限の対象外となるには派遣労
働者と無期雇用契約をする必要があ
る。
　また、2012年の労働契約法改正
によって、2013年４月１日以降に有

期労働契約を締結・更新した場合、
５年後の2018年４月１日から、労働
者は有期契約から無期契約への転換
を申し入れることができるようにな
り、会社は断ることができない。
　この二つの法改正によって、無期
契約化の流れが加速すれば、派遣先
との派遣契約があろうがなかろう
が、派遣会社は派遣労働者の給与を
負担しなければならない。派遣会社
にとって大変な負担増になりかねな
いのだ。さらに、派遣先の直接雇用
による派遣売上の減少、派遣労働者
に派遣先を提供し続けるための投資
やコストの増加というリスクが顕在
化する。顧客層が少ない中小の派遣
会社にとっては死活問題である。

　今回の法改正よりまえから、派遣
社員を無期雇用している会社は多く
存在している。メイテックやテクノ
プロなどの技術者派遣会社の多くが
そうである。こうした会社は、今回
の改正による影響はほとんどないと
言えるだろう。派遣先が自動車や電
機メーカーの開発部門であり、安定
した技術者派遣のニーズがあり（通
常、稼働率は95%程度と高い）、優
秀なエンジニアを確保する観点から
一定の合理性があった。同じことが
現在、最も派遣社員が多い事務職で

起きている。
　総務省によると派遣社員132万人
のうち、事務職が占める割合は32%
で最も高く、次いで製造関連の26%
である。一方で事務的職業の有効求
人倍率は0.4倍（2017年６月）と全体
の1.26倍を大きく下回っている職種
でもある。その一般事務で無期雇用
をする派遣会社が増えている。無期
雇用化した派遣会社は派遣社員に交
通費や賞与も支給するため、企業が
派遣会社に支払う派遣料は有期雇用
と比べて１～２割高くなるが、それ
でも派遣先企業が派遣会社に無期
雇用化を促す声が高いという。
　それは企業側からすると、３年に
縛られることなく人材が確保できる
一方、例えば１年毎の派遣契約を更
新しないこともできるというメリッ
トがあるからであろう。
　主な事務職の無期雇用派遣は、最
も早く始めたスタッフサービスでも
3,000人、リクルートスタッフィング
でも900人程度と事務職の派遣社員
のごく一部に過ぎない。これは、責
任が重くなる正社員にはなりたくな
い、決められた時間に働ければよい、
短期間だけ働きたいなど、派遣社員
側の働き方に対する考え方の多様性
によるところもあろう。
　一方派遣会社側でも、人手不足と
いわれている環境下にもかかわら
ず、有効求人倍率が低い事務職を無
期雇用化するリスクは避けたいとい
うことだろう。事務職が技術者のよ

うに、大部分が無期雇用派遣になる
ことは考えにくく、事務職の中でも
需要の高い職種や事務職の求人倍
率が高い地域に限定する等派遣各
社も試行錯誤をしている状況であろ
う。つまり、優秀な人材の囲い込み
に近いのではないかと筆者はみてい
る。

　先にも述べた許可制への移行や
2018年問題により小規模の派遣会
社の生き残りは困難であろう。実際
に表に出てこない小規模なM&A
（派遣契約の承継等）は数多くある
という。また、2018年を境に優秀な
人材の確保に乗り遅れる派遣会社も

でてくることが予想され、中小規模
の派遣会社を巻き込んだ業界再編の
動きが継続することは間違いないだ
ろう。
　近年の派遣業界のM&Aをみる
と、大手派遣会社による海外企業の
買収が目を引く【図表】が、こうした
動きは国内派遣市場に対する慎重な
見方をしていることのあらわれであ
るのだ。2018年問題に加え、今年に
入り政府が推進する働き方改革の
「同一労働同一賃金」が派遣会社の
経営環境を一層見通しにくいものに
させている。２つの方式が検討され
ているが、派遣先の正社員と派遣社
員の処遇を同じ水準にしようとする
場合、派遣先から派遣先従業員の賃
金などの処遇に関する情報の開示が
なければ、派遣契約を締結できない。
派遣会社の正社員と派遣労働者の

賃金を均衡させ、それ以外の処遇は
均等にしようとする場合、派遣会社
のコストが増加し派遣単価をあげな
くてはならない。そうなった場合に、
派遣ニーズがどこまで維持されるの
か。同一労働同一賃金を含む働き方
改革の法整備は、2019年４月の施行
をめざしているとされる。
　2008年には7.8兆円あった国内派
遣市場はリーマンショックによる「派
遣切り問題」などわずか２年で5.3
兆円まで減少した。以降回復傾向に
あり2015年には5.6兆円まで回復し
たが、リーマンショック前の水準に
は遠く及ばない。今後の法整備の内
容によっては、派遣会社を取り巻く
環境が一層変化する可能性がある。
海外へ活路を見出すだけではなく、
国内大手派遣会社の統合の動きもで
てくる可能性は十分ある。

慶応義塾大学理工学部卒業。ミシガン大学MBA修了。
山一證券㈱、リーマン・ブラザーズ証券、レコフを経て、
フロンティア･マネジメント㈱に入社し、現職。国内外の
M&Aアドバイザリー業務に従事。　

Yoshinori SEGUCHI

瀬口 佳寛
ファイナンシャル・アドバイザリー第２部

マネージング・ディレクター

出所：フロンティア･マネジメント作成

【豪】チャンドラーマクラウド

【シンガポール】キャピタ

【蘭】USGピープル

【シンガポール】ケリーサービスシンガポール

【英】Allen Lane Consultancy

【英】Liberata UK

【独】オリゾンホールディング

【豪】プログラムド･メンテナンス･サービス

リクルートホールディングス

パーソルホールディングス

リクルートホールディングス

パーソルホールディングス

アウトソーシング

アウトソーシング

パーソルホールディングス

273

75

1,897

129

98

125

691

2016年

2017年

2015年

買収金額
（億円）対象会社買収者

労働契約法により、労働者が有期雇用契約を無期雇用へ転換することができ
るようになるのが2018年。派遣法により、同じ派遣社員を派遣先の同一の部
署に派遣できる期限がくるのも2018年。業界にとって大きな波が押し寄せる
ことになる。

人材派遣会社の
2018年問題とは

業界再編の動き

無期雇用化への
流れ？

派遣業界のクロスボーダーM&A （対象会社の社名は各社プレスリリースに依拠）図表

目
前
に
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る
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材
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社
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る
２
０
１
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題

M&Aトピック

目前に迫る人材派遣会社が
抱える2018年問題
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　機械化が進んだ昨今でも、金融機
関、外食、製造業等の産業で「人手
による業務・作業」は多数存在して
いる。これは、機械化の投資対効果
があわない、人間の判断が必要、など
の理由によるが、作業者の知識（理
解度）と習熟度により品質と作業効
率にばらつきが生じる点が大きな課
題である。従前は徒弟的なOJT教
育で長時間かけて習熟度向上を実現
したが、人材確保難と人材流動化が
進む一方で熟練者の大量定年退職
が現実化する中、技術伝承は各社の
喫緊の課題である。RPA（ロボット
による自動化・効率化）の活用を含
めた、機械化範囲の拡大は当然に有
効な手段の一つであるが、今回はそ
れができない業務に関して、技術力
を維持・強化し、次世代に継承して
いく手法を紹介する。

　OJT教育は、実務を通して先輩社
員が「指導」するため、作業手順の
文書化も訓練時間の確保もない。教
える側への教育手法の訓練もなく、
「習うより慣れろ」「背中を見て技術
を盗め」と、自主性に任せることが
多い。技術習熟に時間を要する（伝

統産業では、１工程で５～10年必
要）、低能力の人材は一人前になれ
ない、育成期間中は作業効率が悪く
作業・製品の品質もばらつきがちと
いった問題があり、また人員削減が
進み余剰人員・余剰時間がない昨今
では指導・育成の時間がとれずOJT
教育に限界が来ている。

　OJTに代わる手法として、「マニュ
アル化」があるが、高い習熟度を要

する業務は単なるマニュアル化では
全く対応できない。ではどのように
行うかというと、それは大きく「準
備・分析」と「計画策定・運用」の２
ステップに分解される。
　「準備・分析」ステップでは、❶作
業工程の見える化を行い、❷その中
で重要となる作業を抽出して必要ス
キルを明確化し、❸それらにつき現
状の人員のスキルの評価を行う。
　「計画策定・運用」ステップでは、
❹今後の技術力シミュレーションを
行いローテーションも含め個人別育
成計画と人事評価制度を策定し、❺

実際に人事ローテーションとスキル
育成を実施していく。具体的な内容
は次の事例を参照されたい。

　弊社の顧客の中堅酒造メーカー
は、最高水準の酒をリーズナブルな
価格で提供するべく、酒造りの作業
を一から徹底的に見直し、「機械化
すべき作業」と「手作りにこだわる
べき作業」とに仕分けし、前者は機
械投資で効率化を実現する一方、後
者は杜氏と作業者による徹底的な手
作業での酒造りを推進してきてい
た。しかし、会社が大きくなり作業
の分業化も進み、全体感を持つ中堅
や個々の技術のスペシャリストの育
成に危機感が出てきたため、プロ
ジェクトが組成された。

　まず「標準作業書」を作成し作業
の標準化を行った。これは、工程別
に各作業内容を文書化した資料で、
定時定量にものつくりを行うために
必要なものである。主に1基本条
件（量、重さ、温度等の定量項目を
定義し、目標条件を明確化）、2作
業のポイント（作業の〈最〉重要ポ
イントを記載）、3作業時間（要す
る標準時間）とから成り立っている。
属人化された作業を標準化し、製造
現場を可視化することで、どのよう
な作業・技術でも、その基礎の効率
的習得が可能になる。
　次に、社員の技術力評価のために
「技術マップ」を作成した。７つの

工程毎に、重要と考える作業（「技
術」）を各10程度抽出し、要求され
る技術・能力を「重要動作」（感知
能力、調整能力）、「知識」（基礎知識、
その他知識）に分類・整理した。そ
して、この枠組みに沿って全社員の
全技術（約70項目）を５段階で評価
し、それを積み上げて会社全体とし
ての技術力の評価を行った。
　技術評価の結果、工程により技術
力に偏りがあり、また各工程の高技
術者が想定よりも少ないことが判明
した。【図表】討議を重ねた結果、こ
れは、近年必要最低限の人員数で生
産を行うようになり教育の余力が十
分でなかったこと、品質維持を第一
優先とすべく持ち場のローテーショ
ンが十分（計画的）になされていな
かったことが主要因と判明した。

　次に、今後の技術力推移のシミュ
レーションを行った。社員は毎年ス
キルがあがるが、部署異動をしない
と頭打ちになる。また、高技術者が
定年退職し新人が入社するので、こ
の大きな技術力低下を既存社員の技
術力向上が勝らないと全社の総技術
力は低下する。この企業は今後高技
術者が順次定年退職するため、それ
に備えた技術力向上が相当必要なこ
とも明確となった。
　分析結果をもとに、技術力向上の
スピードアップにつき討議を重ね、
製造部門のキャリアパス（経験すべ
き持ち場の明確化）とローテーショ
ンルール（同一部門の専任期限の設
定）を策定すると共に、個人別の技
術目標管理制度の設計を行った。
　現在、期初に個人別に技術目標を
設定の上（上司と部下が共有・討議）、
期末に技術力の再評価と目標達成状
況の把握・評価を行っている。今後

は、これを人事評価制度に取込み給
与・賞与と連動させる予定である。

　熟練者の「技術（熟練度）」を評
価するのは非常に難しいが、今回、
その最たる事例である伝統産業（酒
造り）でそれが可能であることが示
せた。杜氏と議論を尽くして作成し
た酒造りの「標準作業書」や「技術
マップ」は、当該会社の根源をなす
「技術」を支える大きな財産といえ
る。「技術」の明確化と定量化の実
現は、経営者・管理者のみならず作
業者にも極めて有益であり、評価基
準の明確化を歓迎する声も多数聞か
れた。この手法は、製造業以外にも
適用可能であるため、是非様々な企
業で実践することを推奨する。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
眼
❶

じと

東京大学工学部卒業。1993年にアンダーセンコンサ
ルティング（現、アクセンチュア㈱）に入社。その後㈱産
業再生機構を経て、2007年にフロンティア･マネジメン
ト㈱の設立に参加し、マネージング･ディレクター並びに
執行役員に就任。消費財メーカー、小売・流通企業、金
融機関等に対する各種コンサルティングプロジェクトで
案件を主導。

Masaya YAJIMA

矢島 政也
執行役員
コンサルティング第1部長

早稲田大学商学部卒業。公認会計士。フロンティア･マ
ネジメント㈱では製造業や流通業、小売業等のBPRや
財務及びビジネスデュー・ディリジェンス、中期経営計画
策定プロジェクトに従事。

Hidehiro KOBORI

小堀 秀洋
コンサルティング第１部
アソシエイト・ディレクター

労働集約型産業においては、これまで会社を支えてきた熟練者の定年退職が迫る中、人手による「業務処理」・「もの
づくり」の継続と品質維持のために「技術の習得と伝承」を計画的かつ短期間に行うことが喫緊の課題である。本稿
では、ある清酒メーカーでの事例を通じて、人材育成・技術伝承への対応方法をご紹介する。

出所：フロンティア･マネジメント作成
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技術評価結果図表
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地方の酒造メーカーの
事例

プロジェクト開始の背景

「準備・分析」ステップ

「OJT教育」の
特徴と限界

OJTに代わる手法
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コンサルタントの眼❶

スキルの見える化と
技術の伝承の実践
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　製造業において、商品別に粗利だ
けでなく、物流費や販売促進費（リ
ベート含む）などの変動費全般を考
慮した限界利益ベースでの商品別原
価を把握することは、どの商品が儲
かり、どの商品が赤字であるかを判
断する上で非常に重要である。
　一方で、多くの企業において、限
界利益ベースでの商品別原価管理
は、様々な理由で正確に管理・見え
る化できていない現状がある。

　例えば、原材料が高騰したのにも
かかわらず、商品開発時点の仕入価
格で計算された原材料費から更新さ
れていない、工程別に人手や水道光
熱費が異なるにも関わらず、売上按
分などで労務費や水道光熱費を一律
的に按分する、商品毎や取引先毎に
異なるはずである配送費や販売促進
費を商品別に把握していないなどが
よくある問題である。
　前述のような状況でも社内には何
かしら独自に定義された商品原価が
存在しており、本当の商品別原価と
ギャップが生じている。しかし、現
場では自社独自の商品原価に基づき

取引先への納入価の決定や終売の
決定を行っているケースも散見さ
れ、本来赤字になる納入価の設定、
物流費や販売促進費の大幅に異なる
小売に対して一律の納価設定、高収
益商品の終売決定などがなされ、結
果として収益を圧迫している。

　ここでは筆者が過去に支援を実施
した食品製造業A社で行った商品別
原価分析による収益改善を紹介した

い。A社は、原材料費の高騰及び設
備投資による減価償却費の増大に伴
い収益が悪化し、改革待ったなしの
状況であった。

　A社では売上の３割を占める１工
場の約100商品を対象に現状課題の
抽出と短期的な収益改善の目的で商
品別原価分析を実施した。
　A社は、販売促進費、リベートの
比率が小さく、変動費として、原材
料費、労務費、水道光熱費、配送費
及びセンターフィーを商品別に配賦
し商品別限界利益を試算した。
　この試算のポイントは、売上や数
量などで一律配賦するのではなく、
商品による加工度や各小売りにより
条件が異なる費用を可能な限り現実
と即した形で商品に配賦することで
ある。これにより商品単品の原価構
成が明確になり、試算結果に対する
関係者の納得感が得られ、正しいア
クションを取ることができる。

　原材料費は、社内管理の資料が一
部存在したが、直近の高騰している
原料価格が反映されていなかった。
そのため、最新の仕入価格を反映し、
更に商品別の歩留りも調査、それら
を考慮した上で再試算を実施した。
　労務費は、各ラインの工程別労務
費を工場の実態に合わせて調査し、
その工程で製造されている商品を特
定し配賦を行った。
　水道光熱費は、商品によって加工
方法や加工にかかる機械加工の度合
が大きく異なり、単純な容量や売上
などによる按分では大幅に差異が発
生することから、各工程の機械の消

費電力や容量、稼働時間を調査し、
その機械における製造商品の容量に
基づき商品別に按分を行った。
　配送費は配送時の配送形態を考慮
し容積を算出し、その容積に基づき
配賦を行い、センターフィーは各小
売への出荷実績及び各小売別の条件
に基づき、小売別商品別に試算し、
商品別にそれらを再集計した。

　約100商品の商品別原価を試算
し、限界利益率を求めた結果、売上
TOP40の商品の中でも最も低い商
品で-40%未満、最も高い商品で
40%以上と大きな差異が発生するこ
とが判明した。【図表】で示している
ように、限界利益率がマイナスの商
品を「赤字商品」、限界利益率がプ
ラスだが、営業利益率（限界利益に
残りの費用項目を売上構成比より試
算し加算）がマイナスの商品を「低
収益商品」、営業利益率ベースでも
プラスの商品群を「高収益商品」と
して分類を行った。A社のケースで
は、原材料費の高騰分を商品価格へ
転嫁できていないこともあり、「赤字
商品」が商品アイテム数ベースで
20%、「低収益商品」が60%、「高収
益」が20%という結果となった。

　上記の分析結果を受けて、「赤字
商品」を中心に売上高の高い商品か
ら優先的に❶製造現場（歩留りや労
務費）の改善余地、❷原材料の見直
し余地、❸値上げ余地を検討し、❶
～❸をやった結果としても限界利益
率がプラスにならない商品は終売や
代替商品の開発まで踏み込んだ検討
を行った。それぞれの検討結果から、

改善の数値目標、担当者、期日を明
確にしたアクションプランを策定し、
各種改善活動を実施した。「低収益
商品」についても、商品単位で❶、
❷、❸の観点で検討を進め、限界利
益率が改善可能な商品も存在するこ
とがわかり、それらも加えた取組と
なった。
　上記のアクションプランを遂行す
ることで、利益率ベースで1.3ポイ
ントの改善を達成した。A社の場合、
製造現場の改善だけではなく、大幅
な赤字商品は、終売や終売を覚悟の
大幅な値上げといった、意思決定が
大幅な改善につながった。
　さらに原価構造が見える化された
結果、製造現場の課題の抽出、製造
現場の改善へつなげられている。

　A社の事例のように、商品別に原
価が見える化され、商品別限界利益
が算出されると、より踏み込んだア
クションプランや思い切った対策を
実施でき、大きな収益改善効果が得
られる。A社の事例では、労務費、水
道光熱費、配送費を製造現場の実態
に合わせて詳細化させた上で商品別
の限界利益率を把握しており、それ
が現場の納得感につながり、アク
ションを徹底できたことが最大のポ
イントであった。このような商品別
限界利益率分析に基づき収益改善
策を考えていくにあたっては、大前
提として、商品別原価の現場の実情
に応じた適確な把握が重要である。
もし現状、商品別原価が見える化さ
れていなければ、まずは手間をかけ
て商品別原価の把握・分析を行うこ
とで、確実に成果を上げる取組が可
能である。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
眼
❷

明治大学、首都大学東京大学院修士課程卒業。2008
年にアクセンチュア㈱入社。フロンティア･マネジメン
ト㈱では、金融機関、製造業、小売・流通業のコンサル
ティングに従事。

Hiroshi MASUKO

増子 洋
コンサルティング第１部

ディレクター

製造業において、自社の商品を儲かる商品なのか、赤字商品なのか把握でき
ていないケースが多い。事例に基づき限界利益ベースでの商品別原価の分析
を行うことによる収益改善の手法を紹介する。

売上高く、利益率が低い商品ほど 検討の優先度が高い

出所：フロンティア･マネジメント作成

限界利益率0%ライン

営業利益率0%ライン

商品売上高

赤字商品赤字商品

低収益商品

高収益商品
限
界
利
益
率

製造業の商品別原価分析結果 （イメージ）図表

商品別原価分析の
必要性

事例にみる商品別原価
分析による収益改善

A社における商品別原価の
試算の実施

各費目における
詳細な試算方法

商品別原価分析の
結果

アクションの設定と
収益改善効果

まとめ
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コンサルタントの眼❷

製造業の商品別原価分析による
収益改善

20 21FRONTIER±EYES  NOV. 2017 NOV. 2017  FRONTIER±EYES



再
生
ト
ピ
ッ
ク

　通常、事業再生局面下の企業では
資金繰りの改善が重要課題であるこ
とが多い。資金繰り改善のためには
経費削減や換金性の高い資産の早
期売却等、様々な施策が考えられる
が、資本金１億円超の法人税法上の
大法人である場合、資本金1億円以
下にすることで、様々な税制優遇を
享受することができる。
　資本金１億円以下の中小法人には
軽減税率の適用、交際費の損金算入、
少額減価償却資産の損金算入等の
税制優遇が規定されているが、事業

再生の局面下で特に効果を期待でき
るのが、❶繰越欠損金の利用条件の
緩和と、❷法人事業税の外形標準課
税の対象外である。
　通常、事業再生局面下の企業では、
多額の繰越欠損金が存在しているこ
とが多く、中小法人となれば繰越欠
損金の期限10年への長期化や課税
所得の全額控除により、法人税の負
担軽減に繋がる。さらに外形標準課
税の対象外となることで法人事業税
の負担軽減も期待できる。この点、
中小法人化により外形標準課税の対
象外となると法人事業税の所得割の
税率が高くなるため、必ずしも外形
標準課税の対象外が直ちにメリット
になるとは言い切れないが、法人税

と同様、法人事業税の所得割の計算
においても繰越欠損金を使用できる
ため、繰越欠損金がある限り、納税
負担の軽減は期待できる。
　一方で、減資手続には株主総会の
特別決議（一部の無償減資の場合は
普通決議※）と債権者保護手続が必
要となるため煩雑な手続きが必要と
なる点に留意が必要だ。特に株主に
取引企業が含まれていると、当該取
引先企業においても取締役会決議等
の機関決定が必要となることもあり、
交渉が難航することが考えられる。
筆者が担当したお客様でも株主に取
引先が含まれており交渉が難航した
ケースがあったが、減資による期待
経済効果を試算の上、金融機関と協

働しながら粘り強く交渉を進めたと
ころ、減資に応じていただいた。なお、
債権者保護手続きには、事業再生の
局面では事業計画に金融機関の全行
合意が前提となるため債権者保護手
続の煩雑さはあまり問題にならない
といえる。

　2016年３月期にシャープは純資産
の欠損填補を目的とした減資を行っ
ている。結果的には資本金1,219億円
から５億円への減資であったが、当
時1億円まで減資することを検討し
ている趣旨の報道がなされた。売上
２兆円規模の企業が中小法人となり
優遇税制を享受することに対し多く
の批判が殺到し、当時の経産省大臣
までもが「違和感がある」と発言し
た経緯があるが、確かに売上規模や
従業員数に鑑みて大企業たるシャー
プが資本金１億円という基準のみで
中小法人となり得る点には違和感を
覚える。

　ここからは本優遇税制の本来の役
割や、今後の中小企業優遇税制の適
用されるべき法人について考察する。
　そもそも中小法人に対する優遇税
制措置が設けられているのは、65%
が赤字（会社標本調査_国税庁）と言
われている零細中小企業の税負担軽
減が目的である。しかし、現行制度で
は中小法人は資本金１億円以下とい
う形式的な基準で一律に決定される
ため、売上高や従業員数等に一定の
規模があり、かつ担税力もある企業
でも、資本金が１億円以下であれば
税制優遇措置を享受できる。そのた

め資本金１億円という基準を画一的
に用いることが本来の役割を果たし
ているのかという点が問題となる。
　そこで以下では「資本金１億円」以
外の基準の可能性を、1売上高等の
他の指標への見直しや、2資本金の
金額基準の見直しという観点から考
察する。

　資本金が１億円以下の企業の約半
数が赤字企業であるということは、
中小法人の多くが苦しい経営状態に
瀕していることを示唆している。そ
のため、優遇税制は経営に苦しんで
いる多くの赤字企業の税負担軽減に
貢献していると言える。逆に言えば

経営困難な企業の資金繰り負担を軽
減することで、今後の成長が見込め
ない企業までも徒に延命している可
能性があるとも考えられる。そのた
め優遇している範囲が広すぎる懸念
があり、１億円という金額基準には
見直しの余地があると考えられる。

　資本金１億円以下の企業の約半数
が赤字企業である点や、本優遇制度
が、赤字で苦しんでいる中小企業に
対する税務上の支援が目的である点
を考慮すれば、資金繰りが苦しい事
業再生中の中小企業が、資本金１億
円超である場合には、それを１億円
まで減資して、税制特典を活用する
のは有効な手法である。
　ただし、経済政策としてゾンビ企
業の延命防止・企業の新陳代謝の観
点からすれば、１億円の金額の基準
はもっと下げる考え方もあるのでは
ないか。

1指標の見直し
　例えば売上基準、所得基準、従業
員基準などが考えられるが、これら
は業種やビジネスモデルの違いに
よる影響が大きく、大法人と中小
法人を担税力という観点から画一
的に区別することは困難であると
考えられる。業種別に比較すると
課税所得に対して卸売業は売上
高が、サービス業、飲食業等は従業
員数が多くなりがちだからである。

2資本金の金額基準の見直し
　資本金基準の場合は資本金が多
いほど担税力があることが前提と
なるが、零細中小企業の65%が
赤字であることは前述の通りであ
り、資本金別の赤字企業の割合は、
資本金100万円以下：64.2%、100
万円超：65.1%、500万円超：64.1%、
　1,000万円超：54.2%、5,000万円
超：47.8%、１億円超：25.6%となっ
ている（平成27年度会社標本調
査_国税庁）。ここから資本金１億
円超では赤字企業の割合が30%
を切っていることがわかるが、資本
金の額が大きいほど赤字企業割
合が少なくなっており、資本金と担
税力には一定の相関関係を認め
られる。

※普通決議となる無償原資は会社法第309条第2項
第9号イ・ロに該当する場合

慶應義塾大学卒業。公認会計士。有限責任 あずさ監
査法人を経てフロンティア･マネジメント㈱に入社。フロ
ンティア･マネジメント㈱では再生支援業務における、財
務デュー・ディリジェンスや事業計画作成支援、金融機
関調整業務に従事。

Hironori HIRAYAMA

平山 洋範
プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト

法政大学卒業。税理士。朝日税理士法人を経てフロン
ティア･マネジメント㈱に入社。フロンティア･マネジメント
㈱では再生支援業務における財務・事業デュー・ディリ
ジェンスや事業計画策定支援、その他ファンドや事業会
社による買い手側のM&A買収時の財務デュー・ディリ
ジェンス、買収後の管理体制整備支援に従事。

Tomoaki OKAMOTO

岡本 有晃
プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト

軽減税率 所得が800万円以下までは税率が15%が適用される（但し、H31
年4月以降に開始する事業年度以降は19%が適用）。 所得に対して一律23.4%

欠損金の繰越控除 欠損が生じた事業年度以後の事業年度において全額控除が可能
（繰越期間9年、平成30年4月1日以後に発生する欠損金は10年）。

課税所得の55％（平成30年4月1日以後は50％）
を乗じた金額を限度（繰越期間は中小法人と同様）

欠損金の繰戻還付 中小法人のみ過去の納税額のうち欠損金の分だけ還付を受けられる。 不適用

交際費の損金算入 800万円以下の交際費は全額損金算入できる。 原則全額損金不算入（一定の飲食費は損金算入）

少額減価償却資産
の損金算入

取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば即時に全額損
金算入が可能となる（但し、合計300万円まで）。 通常の固定資産として減価償却分が損金算入

中小企業投資
促進税制

機械装置を導入した場合、特別償却や税額控除が認められる（損
金計上額が増加するため税負担が軽減される）。（適用には資本
金1億円以下に加えて常時使用する従業員の数が1,000人以下の
法人であることが要件）

通常の固定資産として減価償却分が損金算入

《参考》大法人（資本金1億円超） 制度概要（要件は全て資本金1億円以下）中小法人優遇規定

法人事業税の
外形標準課税

中小法人は法人事業税のうち外形標準課税（付加価値割・資本
割）を負担する必要がない。

外形標準課税の対象となり所得割に加えて付加価
値割、資本割が課税される

出所：国税庁ホームページよりフロンティア･マネジメント作成

再生局面にある企業の資金繰りを改善する施策にタックスプランがある。中小法人の税制優遇を活用することで資金
繰りの改善が期待できる。

減資により繰越欠損金を
上手く活用すれば
資金繰りが改善

過去にはシャープも
資本金1億円までの
減資を検討

おわりに

現行の中小法人の判断基
準である資本金１億円は
妥当か否か

再生局面において適用が想定される現行の税制上の規定 （記載法令根拠：平成29年4月1日現在法令等）図表
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税制優遇の観点

再生トピック

事業再生における中小法人化の活用
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　ある夏の日の昼下がり、空腹に耐え
かねて重い腰を上げて街へ踏み出す。
昼食時、会社の近くで行列ができてい
る所と言えば、日本ではそば屋か牛丼
屋。一方、ニューヨークのマンハッタン
エリアでは40代以下（推定）の男女は
皆並んでいるのではないかという程、
サラダバーに行列ができています。
　サラダバーとは、メインとなる葉物野
菜を選び、これに好みのトッピング、ド
レッシングをかけて食べることができる
場所。サラダでは空腹は満たされぬ、
と思いつつも、ボリュームは日本の丼ぶ
り特大の器ほどもあるので、かなりお腹
が膨れます。
　このようなサラダバーが一区画に３‒
４店舗ある所もあります。
　また、夕方６時頃になると、これまた
サラダバーと数を競う程あるジムに通
うスポーツウェアに身を包んだ男女が
数多く出現し、いかにニューヨーカー
の健康志向が高いかを伺い知ること
ができます。

　健康志向の高い人々の間では、近
年代替肉（Alternative Meat/Meat 
Substitutes）がブームとなっています。
以前は、ビーガン（菜食主義者）や宗教
上の理由から肉が食べられない人のた

めに代替肉が使われ、大豆を原料とす
る商品が多かったのですが、最近では
アレルギー人口の増加や、グルテンフ
リー・クリーンなたんぱく質をはじめとす
る消費者レベルへの健康情報の浸透、
畜産による地球温暖化の懸念等様々
な要因により、代替肉を食べる層が増
加しています。New Mintel Reportによ
ると、米国人の約31%は肉を食べない
習慣があり、肉以外からのたんぱく質
の摂取を試みています。また、Markets 
and Marketsによると、世界の代替肉
市場は、2022年には約5.96億ドル程度
となると予測されています。
　代替肉は、えんどう豆等の植物由来
のたんぱく質を原料とするものや、動物
細胞を原料とするものもあります。前者
ではビヨンド・ミートやインポッシブル・
フーズ、後者では、メンフィス・ミーツ
やモサ・ミートが主要プレイヤーです。
　ビヨンド・ミートの代替肉は、オーガ
ニック商品を主力とする高級スーパー
のホールフーズだけでなく、最近では
一般的なスーパーであるセイフウェイ
でも買えるようになり、販路が拡大して
います。筆者も話題のビヨンド・ミート
の代替肉パテを購入し、自宅で試食し
てみました。
　パテを焼き始めると、香ばしい匂い
が広がります。期待に胸を膨らませな
がら口に入れると、それはやはり人工
肉。本当の肉と比べるのはまだ早いか
もしれません。誰かが曰く「安いつく
ねのような味」（もちろん人により感想が

異なりますので、是非皆様試してみて
ください…）。
　ただし、ソースやケチャップ等味付
けをすれば、ハンバーガーとして食べ
ても遜色ないレベルになると感じまし
た。ちなみに、購入したスーパーの売り
場では代替肉売り場が設置されており、
大量買いしている人もしばしば見られ、
好調な売れ行きを連想させます。
　実際、ビヨンド・ミートには、マイク
ロソフト創業者のビル・ゲイツや米食品
大手のタイソン・フーズ、三井物産㈱等
が出資しており、また、穀物メジャーの
一つであり、大手食品関連会社でもあ
るカーギルはメンフィス・ミーツへ出資
する等多くの企業が代替肉市場へ注目
しています。
　特にタイソン・フーズは食業界でイ
ノベーションを起こす企業へ投資を行
うためコーポレート・ベンチャー・キャ
ピタル（CVC）を立ち上げ、1.5億ドル
を投じることを発表しており、代替肉
をはじめとする米国の食業界から目が
離せません。

　近年、モバイル決済サービスは中
国で急成長を遂げると共に、視覚セ
ンサー、圧力センサー、バイオテック
やIT技術の進化と相まって無人小売
業界は新たな展開を見せています。
　実際には、2016年２月に、セルフサー
ビスの新型コンビニ「便利蜂」は北京
中関村で５店を開業し、伝統的な消
費財メーカーの娃哈哈は３億元で無
人小売店「Take Go」を開店していま
す。同年６月には、北京居然之家が
無人コンビニ「EAT BOX」を開店し
て、これらの実験的な無人コンビニ
が無人小売の急成長の布石となりま
した。
　2017年７月８日、「2017 TAOBAO
造物節」にアリババ系の無人スーパー
「TAOCAFE」が登場するや爆発的な
マーケットの注目を集めました。「Bingo
Box」は同年６月５日に、広州の試験店
舗が成功してから、上海で初の多店舗
化可能な  24時間完全セルフサービス
コンビニを開店し、同年７月３日に１億
元の資金調達を発表。「無人」という概
念は注目の的となりました。

　無人コンビニが急激に注目される
のは、新たな物事に対する好奇心や、
投資者の先端技術への追随や将来へ

の期待もありますが、より重要なのは、
コンビニ自身が より高いニーズを持っ
ている事にあります 。
　消費者は消費を通じて生活ニーズ
を満たす事を必要としていますが、
これまでのスーパーは簡便でより効
率的な消費体験を超える事が出来ず
にいます。無人スーパーは適時にこ
の問題を解決しました。スマートフォ
ンを持ちスーパーの入口でスキャン
して入店し買い物をすると、レジ横
のディスプレイに商品リストと金額が
表示され、同時に支払いが完了しレ
ジゲートを通過します。
　このような簡単、効率的な消費方
式は全ての消費者の夢みる生活風景
の様に思えます。企業側からみると、
無人コンビニは人件費を省けます。
また、簡単効率な消費方式により消
費者の依存度を高めると同時に、デー
タの蓄積と分析により正確に消費者
のニーズ傾向を把握できます。加え
て、サプライチェーンの管理や供給
側の最適化にも役立ちます。さらに、
オペレーションや技術が安定すれば
多店化を進め、一気にチェーン化で
市場を占有すると同時に、開店コスト
を引き下げることができます。

　当然、今の無人スーパーには「商
品判別精度が高くない」「商品配置が
良くない」「商品の補充にタイムラグが
ある」「入店者の誘導が難しい」など
の問題があり、真の無人化にはまだ距
離があります。
　本当に無人化で運営し、顧客の消
費にマイナスの影響を与えないため
には、より高い技術サポートと管理コ
ストのコントロールが必要になりま
す。また、無人スーパーは「入店者の
導線」「ユーザー層」  「商品配置」な
ども工夫しなければなりません。これ
らのハードルをどのように乗り越える
かを、事業者や投資者は十分に考え
なければなりません。
　しかし、AI技術が広く応用されて
いる現在、無人スーパーの時代はす
でに到来しています。この新しいビ
ジネスモデルが実際に消費方式を変
えることになるかの検証にはまだ時
間が必要でありますが、このモデル
に注目が集まっているのは間違いな
く、今後の市場の盛り上がりから目
が離せません。
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健康志向の高い
ニューヨーカー

代替肉ビジネスの拡大

無人スーパーの増加 無人スーパーの課題

無人スーパーが
注目される理由

Yuichiro TSUDA

津田 雄一郎

フロンティア・マネジメント㈱
ニューヨーク支店長
シニア・ディレクター

JI Qinqin

季 欽欽
Frontier Management 
(Shanghai) Inc.

米国食業界で熱い視線を浴びる代替肉市場。
試食レポートと共に、同市場の動向をご紹介します。

2017年、「TAOCAFE」「BingoBox」などの先端ブランド店が続々登場し、
無人スーパーは中国国内の耳目を集めオフライン小売の新トレンドとなるのか
議論が盛り上がっています。無人スーパーの進む方向を検討してみます。
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