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巻 頭 挨 拶

代表取締役

代表取締役

　この5月より、我が国の元号が「令
和」に変わりました。平成のケースを
見ても、元号の変更は、政治・経済面
での変化の兆しと捉えることができま
す。このような中、当社は、皆様の企
業価値向上に貢献ができるよう、変わ
らず精進してまいる所存です。
　変化といえば、米国のGAFAの台
頭が言われて久しい今日ですが、ここ
10年は、まさに人間が行動する現実の
世界の、インターネット（スマートフォ
ン）の世界への移行が本格的に開始し
た時代といって過言ではありません。
　従来、図書館等で行っていた文献調
査や地図で行き先を調べる行為等が
Googleによるネット検索で相当部分
が代替され、人と人とのコミュニケー
ションが、Appleのスマートフォンや
Facebookの利用により、データ通信
に代替され、スーパーや百貨店に行っ
て行う買い物が、Amazonのネット
販売に代替されております。

　有名な枕草子の冒頭。「春はあけぼ
の。やうやう白くなりゆく山際、少し
明かりて」と清少納言が表現した通り、

「際（きわ）」から“変化”は始まり
ます。旧元号と新元号が接する今年。
我々は異なる元号の「際」に生き、“変
化”と共生しているのです。
　古来より、吉凶は“変化”から生
まれると言われています。ビジネスの
機会やリスクも、経営環境の“変化”
と同居しています。だとするならば、

“変化”を生み出す場所、すなわち「際」
に身を置くことが、ビジネスにおいて
成功確率の高い合理的な行動です。も
ちろん、各人に“変化”への対処能
力が備わっていてこその話ですが。
　ブロードウェイでロングランを続け
るミュージカル『ウィキッド』の主人
公は、魔法の世界とオズの世界の「際」
に生きる“西の魔女エルファバ”。彼

　この傾向は、今後10年でますます強
まるものと思われます。例えば、自動
車も自動運転の普及により、運転する
移動媒体から、自宅や職場と同じよう
な環境で、仕事や情報通信等を楽しめ
る移動空間媒体に変わり、自動車での
移動中も、現実の空間からネットの空
間に変容を遂げることになりそうです。
　そのような中で、「なぜ、地上波の
テレビが、インターネット上でそのま
ま無料で見ることができないのか。」
と疑問を持つ方も多いと思います。そ
こには、NHKの受信料の問題やコン
テンツの二次販売の権利の問題等が存
在していて、現時点では困難であって
も、現実の世界がネットの世界へ移行
しつつある傾向を考えると、この障壁
が取り壊される日も近いと思います。
　ここ10年の急激な変化に驚くのも
良いですが、それを踏まえて、今後10
年の変化の中で何が起こるかを予想す
ることもビジネスにとって大事ですね。

女は特異な能力を発揮し、常識破りの
手法で新たな世界の均衡を生み出しま
す。「際」に長く棲む人は“変化”と
同居することで、他者にないユニーク
な能力を蓄積します。そして、自分の
外の世界に対して、その“変化”の
触媒となるのです。
　フロンティア・マネジメントも、創
業以来、ビジネス、会計、法律など様々
な専門分野の「際」を大切にしてきま
した。そこにクライアントにとっての
最適なソリューションがあると信じて
きたからです。
　産業と産業の「際」、国と国の「際」、
法的公平性と経済合理性の「際」、経
営陣と労働組合の「際」。企業経営には、
機会とリスクが共存する「際」は数多
く存在します。新旧元号の「際」にあ
る今年。多くの皆様の“変化”の触
媒になりたいと願っています。

四　校
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東京五輪ラプソディ
～消費者の変化、商機を大胆予測！～

持しており、比較上では健闘している印象。ただしその要
因は、生活パターンが昭和・平成初期から変わらない高齢
世代（平日テレビ視聴時間は10～20代83分/日に対し50～
60代は227分）にありそうだ。この世代は、比較的広い家
に住み複数台の大型テレビを保有し、ソコソコの画質・広
告込で与えられたコンテンツを無料のテレビで楽しみ、満
足度が高い。
　一方この反対は単身世帯で首都圏の貸家に住み、自分の
空き時間に好きなコンテンツを自由に楽しむ世代。実際、
着工住宅の床面積は平成に入り小型化。特に関東大都市圏
の貸家・一人当たり住宅床面積はわずか23.8㎡しかない（日
本平均は39.4㎡、アメリカは62.0㎡、フランスは44.3㎡）。
狭い家で十分なエンターテインメントが楽しめず、音楽ラ
イブや各種イベント、ファストファッション等の低価格
ショッピング、等に出かけていくのが標準的な20～30代。
狭い部屋には大きなテレビは置く場所すらないのだ。

リカーリング/プラットフォーム型への転換が必須

　4K/8Kテレビ市場の盛り上がりは限定的な昭和～平成
初期の持家世代とある程度限定されよう。昨年の450万台
比は今年後半以降に倍増の可能性はあるが、イベント前で
需要が集中する来年もピーク比では数分の一程度に留まる
のではないか。テレビの生産・販売や広告で収益を上げた
時代は終わり、その成功体験は捨てるべきである。
　テレビ需要が最大となった2010年以降、家計消費支出
は年率0.3％で減少。減少率の最大分野は、教養娯楽用耐
久財（テレビ、年率12.7％減）。一方で、通信・教養娯楽
用サービスの支出は増加しており、ハード→ソフト・コン
テンツ等への支出移動がデジタル放送以降、明らかである。
　さらに今後、高齢化進捗で映像プログラム視聴時間は増
加する可能性が高く、デジタルリテラシーが高い世代が増
えると、オンデマンドでの有料サービスを享受する層が増
える可能性大。多くの海外サービス会社がプログラムを提
供しているが、それぞれ一長一短があり十分なライブラリ
を持つとは言いづらい。日本人へ向けた多様なコンテンツ・
ライブラリを持つ月次課金サービスの提供や、そのプラッ
トフォームにおいて、十分なビジネスチャンスがあるもの
と考える。一方新たな世代向けの波（ライブ、イベント、
ショッピング）にも、大きなポテンシャルを感じる。

年以降のBS放送開始（含む一部有料放送）とそのデジタル
化（2000年前後）による多チャンネル化、2003年地上デジ
タル放送開始、デジタル放送におけるHD化（BD/地上波）、
ブラウン管→フラットパネルテレビの本格台頭、VTR/レー
ザーディスク/ビデオCD→DVDレコーダー/プレイヤー
→Blu-rayレコーダー/プレイヤー、などがその代表。こうし
た放送方式の高画質化と、それらに対応した製品群の開発→
量産→低価格化が、市場を大きく押し上げる要因だった。

前回の買替要因はHD放送ではなくアナログ放送終了

　経験的にテレビの需要を想定する際、重要なのは買替サ
イクルだ。テレビの平均使用年数を内閣府では9～10年で、
その要因を、①故障・②上位機種への移行・③住居変更・
④その他、と4分類。2010年は②と④の要因がピークで、
以降は①が主要因となっている（④は2011年7月のアナロ
グ放送の停止と推測）。
　2018年12月、衛星を使い4K/8Kの民間放送（4K=Ultara-
HD=UHDと称される）が開始された。既存のHD放送は
2Kで定義されており、4Kはその4倍、8Kはその16倍の精
細度がある。対応テレビやUHD対応のレコーダ等も発売
され、2019年は日本での巨大イベント（ラグビーW杯、翌
年の東京五輪／パラリンピック）を控えた年でもあり、
UHD商戦は大きな盛り上がりを期待されていた。しかし
放送が開始されて3か月が経過した現時点、商戦の盛り上
がりは見られない。ちなみに売れ筋の対応テレビやレコー
ダーの価格は3か月間で30％前後下落。高画質放送開始は
売れ行きに影響していない。

低下した各業界のテレビ依存度

　量販店大手ビックカメラのテレビ売上構成比は、11年8
期14.3％から18年8期4.5％まで縮小。家電量販店にとって
テレビは主力商品ではなくなった。テレビメーカーも、売
上高が大きく減少し国内で存在した開発・生産上の固定費
をカバーできず、撤退または海外へ事業を移管。テレビ広
告費の減少でテレビ局自体の収益性が悪化。番組制作に多
額の資金投下ができる環境ではなくなった。このように関
連する業界が変化し、2010年までのようにテレビに集中
できないことも市場が盛り上がらない要因の一つであろう。

現実には世代間格差の拡大が影響

　インターネットの利用率は80％を突破し、スマートフォ
ン（以下、「スマホ」）の保有は60％を突破。既に固定電話・
FAX・パソコン等の世帯保有率は、2008年頃をピークに
して大きく低下している。インターネットユーザーの多く
はスマホでの利用に変化し、従来の有線系やデバイスを駆
逐している。そうした中でテレビの普及率は90％超を維

栗山 史　明治大学工学部卒業。1984年に大和証券㈱に入社し、
同年大和証券経済研究所（現㈱大和総研）に出向。1990年にCS
ファーストボストン証券会社、1995年にBZW証券会社、1996年に
ゴールドマン・サックス証券㈱、1998年にメリルリンチ日本証券㈱
に所属し、1988年以降一貫してテクノロジー業界のアナリストを
務める。2010年にアライアンス・バーンスタイン㈱に入社し、バイ
サイドアナリストとして勤務。2012年にフロンティア・マネジメン
ト㈱に入社、2018年に執行役員に就任。

HP02-05_特集1.indd 03　 データ更新日時　2019/04/12 17:52:35
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2019/04/12 17:52:48
 

FRONTIER EYES02

特集 1

東京五輪ラプソディ
～消費者の変化、商機を大胆予測！～
2019年の改元、ラグビー・ワールドカップ（以下「ラグビーW杯」）、2020年の東京オリンピッ
ク（以下「東京五輪」）と、日本ではここ1～2年で経済が大きく動くイベントが続く。それらイ
ベントと並行するように、グローバル化や訪日外国人増加、AIやIoT、5GといったIT環境の
進化、モノ消費からコト消費への転換などが、消費者のライフスタイルを変えつつある。そこ
で本稿では、当社産業調査部のメンバーのうち、消費財分野を専門とする3名に、これから
1～2年の近未来、特に東京五輪時期の日本の消費動向について、大胆に予測してもらった。

産業調査部 シニア・アナリスト

福田 聡一郎 
Soichiro FUKUDA

産業調査部 シニア・アナリスト

山手 剛人 
Taketo YAMATE

産業調査部長 執行役員

栗山 史 
Hitoshi KURIYAMA

　2018年のテレビ国内出荷台数は451万台（2010年は2,519
万台）と、ピークだった2010年から1/5以下に減少。日本
でテレビを開発・生産・販売する企業はほぼなくなり、当
時最大手だったシャープも2012年経営危機に瀕した。液
晶パネルなど関連する産業も軒並み国際競争力を失い、家

五輪観戦、高齢者は映像で楽しみ
若者はライブ・コト消費で外に出る

　今年と来年、日本はグローバル規模のスポーツイベント
の開催地となる。今年はラグビーW杯、来年は56年ぶり2
回目の東京五輪／パラリンピックである。
　前回1964年開催の東京五輪は、日本を大きく変えた。
新幹線や高速道路、住宅などのインフラが整備され、テレ
ビの普及率が一気に高まった。日本の経済成長が加速し、

電量販店なども一部厳しい状況となっている。
　テレビは1975年に世帯普及率90％を超え、1990年には世
帯普及台数が2台を超え、家電産業の中⼼かつけん引役だっ
た。以降、市場がピークとなる2010年へ向けた20年間、テ
レビは市場拡大へ向けさらに多くの技術革新があった。1989

一気に先進国入りしたタイミングとも言える。
　今回は、経済が成熟し、少子高齢化で人口増にも歯止め
がかかった日本で、同じイベントが開催される。本稿では、
五輪開催時期の消費スタイルの変化を、当社産業調査部の
消費財分野のアナリスト3名に、大胆に予測してもらった。
3名の分析からは、高齢世代と勤労世代の消費スタイルの
違いや、旧来のビジネスから脱却しデジタルリテラシーの
高い世代の新たなニーズに対応することの重要性が見えて
きた。

盛り上がりに欠けるUHDテレビ、背景には社会情勢の変化が 栗山 史
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　ここでは、東京五輪が開催される2020年夏前後の、エ
ンタメ産業の注目点について考察したい。
　近年の国内エンタメ産業の成長分野は、ネット動画配信
のグローバルな浸透に伴う海外売上の拡大が顕著なアニメ
と、体験型消費の代表格であるライブ・エンタテインメン
トである。このうち、東京五輪前後で大きな変化が期待さ
れるのは、ライブ・エンタテインメントである。
　東京五輪を前にして、ライブ会場にも用いられている大
型スポーツ施設、特に五輪会場となる代々木第一体育館な
どの既存施設は改修の動きが加速している。そのため、ラ
イブ・エンタテインメント業界では、五輪終了までは、会
場不足に悩まされるものと見られる。しかし、五輪終了後
は、五輪で新規に建築される有明アリーナなどの施設もラ
イブ会場に使用される見込みであり、加えて横浜、渋谷、
池袋などで新規ライブ会場が開設される見込みのため、会
場不足問題は一挙に解決しそうだ。
　コンテンツ関連企業は、ライブチケットの優先購入をイ
ンセンティブとするファンクラブへの加入促進、およびラ
イブ会場でのグッズ販売を主軸とした明確な収益確保手段
を持つライブ関連ビジネスを成長の柱と位置付け、強化す
る方針を示している。また、それら企業は、野球、サッカー
などのスポーツビジネスへの参画、ゲームを核にした新し
いライブ/スポーツビジネスであるeスポーツへの参入、
キャラクターを用いたCGライブへの参入など、ライブ関
連ビジネスの横展開の動きも強めている。五輪後のライブ・
エンタテインメント市場の成長加速に注目したい。

エンタメ産業への5Gの影響

　2020年より、低遅延、データ伝送容量の大幅拡大を特
長とする新携帯電話規格の5Gが東名阪から導入される見
込みである。当初はサービス料金や、グローバル対応の端

末が揃うのかといった懸念から、急速に個人に浸透すると
は考えがたい。従って、五輪前後の5Gは、むしろ法人需要、
すなわちインフラ需要に適合すると考えられる。
　エンタメ産業で低遅延という5Gの利点を大いに生かせ
るのが、ゲーム分野と考えられる。とりわけ対戦ゲームを
プレーしイベントとして公開するeスポーツでは、勝敗の
判定に低遅延のインフラは必要不可欠である。現時点でも
eスポーツの大きな大会の上位対戦には、有線の低遅延イ
ンフラを設置することは可能だが、予選段階や下位の対戦
の際に構築が容易な低遅延インフラとして5Gが利用され
ていく可能性があろう。そうなれば、eスポーツイベント
を頻繁に開催することが可能となるであろう。
　加えて、マイクロソフトやグーグルが、大容量伝送が可
能な5Gを前提として、演算処理はクラウドで、ゲームプ
レイはスマートフォンやタブレットで行うゲームストリー
ミングサービスを試験的に開始する見込みであり、脱ゲー
ムコンソールの動きが加速し、本格的に「クラウドゲーミ
ング」が立ち上がる可能性もあろう。
　そして、「ポケモンGo」に代表される位置情報を用いた
ARゲームに関しても、低遅延や大容量伝送という5Gの特
徴を活かして、チーム戦やバトルロイヤルなどのゲーム性
を導入することで新たな魅力を付加しうるであろう。
　新しいライブ・エンタテインメントとして話題となって
いるCGライブに関しては、スクリーンに映し出されたCG
キャラクターと、動きの演出を担当するスタッフの動きを、
モーションキャプチャ技術によりシンクロさせる必要があ
るため、低遅延のインフラが必要不可欠となる。スタジオ
とCGライブの会場は離れていることが多いと考えられる
ため、低遅延の5Gは、CGライブを支えるインフラとして
存在感を増すであろう。また、CGライブでは、参加者が「投
げ銭」と呼ばれる、キャラクターに向けた金銭ギフトを競
う演出があるケースも見られ、こちらも低遅延のインフラ
が、この演出の快適な進行に貢献すると考えられる。
　5Gの大容量伝送に関しては、映像配信における送り手
側の革新に注目している。受け手側に関しては、データ容
量を必要とするVR映像の配信などが注目されているが、
依然専用端末を必要とするなど、普及への課題は多い。む
しろ、ドローンや360度カメラを用いた高精細なスポーツ
映像配信など、5Gによる送り手側の革新が、新たな動画
視聴ニーズを生み出すかに注目したい。

図表 ライブ・エンタメ市場の推移
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東京五輪前後のエンタメ産業の注目点 福田 聡一郎

福田 聡一郎　東京大学卒業。日本証券アナリスト協会検定会員。
エンターテインメント業界を中心に日本株調査を15年以上経験。エ
ンターテインメント関連企業の戦略立案やIRなどの経験も有する。

出所：ぴあ総研 「ライブ・エンタテインメント白書2018」よりフロンティア・
マネジメント作成
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　以下では、東京五輪の開催期間および開催後に起こり得
る消費産業への影響について考察したい。
　過去の国内開催スポーツイベント、最も近いものでは
2002年の日韓共催サッカーW杯での経験に倣うと、大会
期間中においては一部のイベント型消費（テーマパーク、
百貨店、外食、カラオケ等）の客足にマイナスの影響が出
ることが予想される。その一方で、海外からの多くの来訪
客による観光産業や大会会場付近の小売店（コンビニやド
ラッグストア等）は特需景気の恩恵に浴するであろう。
　来年夏の五輪開催を機に、新たな社会インフラや事業
サービスの整備や実証実験も進むであろう。1964年開催
の東京五輪では、新幹線や首都高速道路が整備され、それ
らは現在も重要な社会基盤として稼働している。このよう
な観点からは、以下3つの事業サービスが注目される。
　第1が、IoTや5G（第五世代通信ネットワーク）を活用
した映像技術である。競技者が躍動する姿を様々な角度か
ら映し出し、高速通信で届けられた映像は、スマホやパブ
リックビューイング会場での観戦体験を様変わりさせるで
あろう。
　世界的な消費市場の趨勢として、音楽フェス、ファッショ
ンイベント、複合イベント（コンプレックス・コン等）が
成長著しい。その背景には、自らの体験をフェイスブック
やインスタグラム等のSNSでシェア（共有）することを
動機とした体験消費ニーズの増加がある。5GやSNSといっ
た、過去の自国開催時には存在しなかったIT技術・サー
ビスを追い風に、来年の東京五輪の競技場やパブリック
ビューイング会場は大いに熱気が高まるであろう。
　先進の映像技術は、人手不足に悩むセキュリティ用途と
しても注目を集めている。いまや監視カメラ大国と呼ばれ
る英国、その首都ロンドンでは、2012年の五輪開催を起
爆剤としてサイバーセキュリティが強化された経緯がある。
　第2に、競技場やその付近では、トヨタ自動車が自動運
転技術（レベル4）の実証実験を行う予定である。会場内
のヒトの移動に加えて、自動運転技術を活用した移動販売
車も試験運用される見通しだ。トヨタの自動運転技術のコ
ンセプトカー「e-Palette」は人の感情や嗜好を認識する
対話型AIを搭載する模様で、AIによる接客対応の完成度
にも注目したい。
　第3が、キャッシュレス決済である。海外からの訪日客
による利用を念頭に、小売店や交通機関等におけるQR
コード決済等への対応がいっそう進む見通しである。政府
も普及促進に本腰を上げており、19年10月から五輪開催
の20年夏までの期間にキャッシュレス決済へのポイント

還元を計画、予算編成済みだ。

東京五輪を機に生活スタイルが変化

　五輪開催を機に、人々のライフスタイルにも変化が生じ
る可能性がある。例えばロンドン五輪においては、前述の
セキュリティ対策に加えて、競技会場の整備と倉庫街で
あった東部地区の再開発計画がリンクして進められたこと
も、市民生活に多大な影響を及ぼした。五輪会場の跡地は
現在、近代的なニュータウンとして生まれ変わっている。
日本においても、湾岸エリアの五輪会場は大規模マンショ
ンやスポーツ施設として再活用される計画だ。
　来たる東京五輪によるライフスタイル変化という視点か
ら、筆者が注目しているポイントも3つに絞られる。
　第1に、自宅で熱戦を視聴している人は、料理、外食、
宅配荷物の受け取り等で邪魔が入ることを回避するため
に、より積極的に新しいサービスを受け入れるのではない
だろうか。02年の日韓W杯の際にはピザのデリバリー利
用が増加したが、現在の消費者は当時よりも多くの選択肢
を持っている。UBER EATSや出前館のような食品デリ
バリーサービスがその筆頭だ。また、観戦を妨げる宅配荷
物の受け取りを解消するために、IoT型の宅配ボックス・
バッグを使って受取荷物を玄関先に「置き配」してもらう
人も増えるのではないだろうか。
　第2に、五輪期間の混雑緩和を狙った別の取り組みとし
て、日本政府によるスマートワークの促進も動き出してい
る。テレワーク、有給休暇利用、過度な残業の抑制などの
働き方改革は、東京五輪を機にした前進が期待される。
　第3の注目ポイントは、大会期間中の都⼼部において深
刻になると予測されている交通渋滞問題だ。これについて
は、五輪組織委が大会期間中のEC利用を控えるように訴
えたことも記憶に新しい。特に懸念されるのは首都高速道
路での移動で、大会関係者や選手の移動を妨げないために、
大会期間中は首都高利用料金が時間帯別に値上げされる案
などが検討されている。時間帯、曜日、シーズン別の需給
状況に応じて価格を変動させる「ダイナミックプライシン
グ」は、東京五輪での首都高を契機として、より広く適用
されていく可能性があるだろう。

「イベント消費」の象徴としての東京五輪 山手 剛人

山手 剛人　東京大学経済学部卒業。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
間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。
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る可能性がある。これらの弊害は、いずれも会社全体の方
針に基づき各部門が行うべき行動と矛盾する行動を当該部
門が行うことであり、不作為の行動も含まれる。
　当該弊害を具体的に述べると、
●会社の全体戦略を無視した部門ごとの業務遂行（例：全

店舗で統一的なサービスを維持する会社方針にも関わら
ず、店舗ごとに異なるサービスを行う場合）

●部門間の連携がなく、相互に非協力的な状態（例：製造
部門が、原材料の値上がり分について、何ら自部門のコ
ストダウン努力をしないまま販売部門への仕切値に転嫁
すること）

●各部門による面従腹背の行動（例：会社の経営改革方針
に対し、ある部門長が表面上は従う態度を示しつつも、
当該部門ではまじめに改革を実行せずに、会社にあたか
も進捗しているような虚偽の報告を行うケース）

④全体最適は実現可能か？

　部分最適の対立語として全体最適という言葉が用いられ
るが、一般的には、「部分最適に陥った企業は駄目な企業
であり、全体最適化させていかなければならない」と企業
経営に関する書籍等では言われている。ここでいう全体最
適化されている状態とは、企業のビジョンや戦略に従って、
各部門の目標、戦略が策定され、ミドルマネジメントから
担当者まで全社の戦略に従って、会社全体の利益のために
活動している状態を意味する。
　このような全体最適化された状態のもとで、企業の各部
門が業務を遂行する状態が創出できるのであれば理想的で
あるが、前記②で述べた通り、全体最適化された状態を構
築することは容易でない。
　一般的に、部分最適から脱却し全体最適へと導くための
ステップは、下記の3つと言われている。
●ステップ1：会社のビジョン・戦略の策定

●ステップ2：会社のビジョン・戦略に沿ったアクション

プラン（実行計画）の策定（この場合、当該戦略及びプ
ランを組織の各部門に浸透させるため、①全社目標を達
成するための部門目標、②部門目標を達成するための個
人目標等、を当該プランに盛り込むことになる。）

●ステップ3：会社のビジョン・戦略・アクションプラン

の周知および意思統一

　しかしながら、ここで行っていることは、全体最適的な
方針に基づき設定された各部門の方針・目標を達成すべく、
各部門が部分最適に沿った行動をすることが、ひいては、
全体最適にもつながるということに他ならない。ここで大
事なことは、全社的な経営方針に従って各部門の方針・目
標の設定をきちんと行うことであり、これがしっかりなさ
れていれば、各部門が部分最適で行動した結果、全体最適

を果たすことが同時に実現されることになる。
　別の側面から言うと、全社戦略に沿うことによって、短
期的にみると部分最適ではないと思われる行為も、中長期
的な視点では部分最適になる場合も多く、このような場合
も、部分最適と全体最適は同時に実現されるものと考えら
れる。例えば、顧客A社に対して、複数の部門（BおよびC）
がいずれも各製品を販売している場合において、B部門の
担当者がA社に深く食い込んでいたところ、会社の方針で
顧客窓口となる営業部門を別に設置し、当該営業部門が顧
客に対して複数の部門の製品を販売する体制を採用した
ケースがある。これは、短期的に見ればB部門にとってみ
れば上記担当者の関係性を利用しにくくなったマイナスは
あるものの、中長期的に見れば、顧客A社に対する会社の
サービスは向上しB部門の売上も増加が期待されるため、
B部門にとっても最適な解決と言うことは可能となる。
　以上から、経営者が、部分最適をやめて全体最適な視点
でのみ行動するよう、各部門の幹部に指示することは総論
としては賛成であるが、当該指示は人間の本質的な特性を
踏まえていない難点があり、そのままでの実現は困難であ
る。各部門の役割と方針の設定時において、全体最適的な
視点をも盛り込むとともに、中長期的な視点から部分最適
を考えるレクチャーを実施することにより、部分最適に
従って各部門が行動することで、同時に全体最適化される
仕組みの構築を経営者は目指すべきである。

⑤全体最適か部分最適ではなく、
　顧客最適という考え方

　さらに、この全体最適と部分最適の課題を全く違う視点
から見てみると、見え方は異なる。全体最適か部分最適か
という問題は、あくまで、製品、商品またはサービス（以下、

「製品等」と言う。）を提供する供給者側の組織内の問題で
あるが、本来は、顧客である需要者側の立場で組織の目的
を考える顧客最適の考え方を各部門は採用すべきである。
顧客は、同社の製品等を購買するに当たり、競合他社の製
品等と比較して購買を行っており、同社の各部門は、その
機能や事業の内容が分かれていたとしても、顧客にとって
何が最適かを常に考えながら行動することが求められる。
　例えば、競合他社の製品等と自社の製品等でその品質に
おいて違いがない場合、より安価な原材料の調達や効率性
の高い方法で製品製造を行うことによって製品等に価格競
争力を持たせることが必要である。よって、原材料の値段
が上がった場合、購買部門や製造部門は、自部門でのコス
ト削減努力を十分に行うべきであり、製品等の仕切り値の
価格にコストアップ分を安易に載せることは顧客最適の点
から、否定されるべきである。また、上記の顧客営業窓口
の一本化の事例でいうと、顧客からみれば、一社の複数の
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特集 2

“部分最適”の
弊害に対する処方箋
～企業組織と国家組織における
　顧客最適・受益者最適へのパラダイムチェンジ～
機能別組織・事業部別組織は優れた仕組みではあるが、最近は企業や
公的機関でのそれら組織の弊害も顕在化し「部分最適は駄目で全体最
適を目指すべきである」という論評を多く見かける。しかし、本当に全体
最適を唱えるだけで部分最適に基づく組織の弊害は解消できるのか――。
本稿では筆者が関与した事例を中心に、新たな視点「顧客最適」とそれ
に伴う部門連携による業務遂行を提言する。

代表取締役

大西 正一郎 Shoichiro ONISHI

1992年に東京弁護士会弁護士登録（44期）後、奥野総合法律事務所（現、奧野総合法律事務所･外国法共同事業）に勤務し、1997年に
パートナー弁護士に就任。2003年に㈱産業再生機構に入社し、マネージングディレクターに就任。2007年にフロンティア･マネジメン
ト㈱を設立し、代表取締役に就任。2016年のグローバル・ネットワーク協議会立ち上げから事務局として関与、共同事務局長を務める。

企業組織における
部分最適の課題

①部分最適とは

　企業においては、各部署における部分最適（組織の一
部のみが最適化されている状態）の弊害が、深刻な問題
となっている場合が多く、機能別組織であっても事業部
制組織であっても同様にこの問題は生じている。
　機能別組織は、マネジメントの下に購買、製造、販売
等の機能毎に分離した組織であり、本来は一つのバ
リューチェーンの中で部署間での連携が求められるが、
各製品に関する付加価値を分かち合う関係にあるため利
害衝突が起きやすくなっている。また、事業部制組織は、
事業部の部門長に権限が委譲され、部署ごとにマネジメ
ントを行う組織であるが、部署ごとの業績比較が容易で
あるため、部署間の激烈な競争や利害衝突が生じやすい。

②部分最適が生じる理由

　部分最適が生じる本質的な理由は、①各部署の部門の
幹部の人事評価および給料等が、部署ごとの業績によっ

て左右されるため、同人等に部署の利益を犠牲にして全
体最適に行動するインセンティブがないことと、②経営
者ではない各部門の幹部にとっては、会社全体の利益や
方向性について考えるための情報や機会等が不足してい
ること、等にある。
　会社組織で勤務する各部門の幹部は、自分の役職にお
いて会社から期待される事項を全うしようと行動するの
が常である。外部環境を把握し、企業全体の方向性を考
えて戦略を練り、企業全体の運営のことを常に考えるの
は経営者の職責に他ならない。各部門の幹部に経営者と
同じ目線に立って行動することを求めることには立場上
無理がある。むしろ、経営者と各部門の幹部との間にお
ける役割分担があって、初めて組織における経営統制と
PDCAシステムが維持されるのであり、部分最適はそ
れ自体が悪ではなくむしろ自然な姿ということができる。
　問題は、次項に述べるような部分最適によって引き起
こされる弊害であり、部分最適は是認しつつ、いかにそ
の弊害を解消するかの視点が重要である。

③部分最適によって惹き起こされる弊害

　各部門の行動が部分最適となると、以下の弊害が生じ
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組みの積極的活用について」に記載の通り、経済産業省か
ら、地域中核企業支援のために設けられたグローバルネッ
トワーク協議会の事務局業務を受託しているが、その経験
の中では次のように思うことが多い。
　経済産業省の地域中核企業支援メニューにおいては、企
業に対する新規事業の支援施策が多いが、当該支援の内容
は、地域中核企業が行う新規事業に関する事業戦略策定、
海外進出、技術的側面および販売先紹介等である。そこで
は、産総研、NEDOおよびJETRO等の関連する支援公的
団体のサービスも併せて、新規事業に関するあらゆる分野
における豊富な支援ノウハウが蓄積されている。しかしな
がら、地域中核企業にとっては、新規事業にどの程度の経
営資源（人、金等）を割くかは、本業の業績次第であり、
どんなに有望な新規事業であっても、本業が不調な地域中
核企業は新規事業に経営資源を割けないので、その進捗ス
ピードは遅くなる。これに対し、経済産業省および各地の
経済産業局は、新規事業を行う地域中核企業に対して全体
の経営サポートを行う訳ではないので、事業全体の中で新
規事業にどの程度の経営資源を割いて進めるべきかの視点
でアドバイスはできない立場にある。
　これに対し、金融庁が監督官庁である地方銀行は、地域
中核企業に対し、融資の他、様々な経営サポートを外部業
者との連携をしながら実施しているため、経営の全体像に
対する把握は十分である。しかしながら、比較的多くの地
方銀行では、地域中核企業が行う最先端分野の新規事業に
対し、全国的又はグローバルな視点での支援ノウハウを保
有しておらず、新規事業支援を苦手にしている地方銀行は
少なくない。
　よって、国民等の受益者最適の立場からすると、経済産
業省（地域経済産業局を含む）と金融庁（地方銀行ととも

に）が連携し、地域中核企業の支援において協働すること
が、地域中核企業にとって最も手厚い支援になるはずであ
るが、現在のところ、そのような連携は部分的にしか行わ
れていない。

事例2：事業再生（私的整理）における
　　　裁判所と経済産業省の連携

　事業再生の分野では、経済産業省が中⼼となって2003
年に設立した事業再生実務者協会が、事業再生ADRとい
う私的整理のための利害調整手続きの実施主体になってお
り、これまで大企業の私的整理手続きを中⼼に、同協会の
選定する手続実施者という中立的な専門家（弁護士、公認
会計士等）が、金融機関等に対する金融支援の依頼を含む
事業再生計画の審査等を行い、利害調整機能を担ってきた。
　一方で、弁護士には馴染みが深い裁判所の特定調停手続
きも、事業再生型の特定調停スキームにより、中立的な専
門家（弁護士、公認会計士等）によって構成される調停委
員が、金融機関等に対する金融支援の依頼を含む事業再生
計画の審査等を行うことで利害調整機能を担ってきており、
そこで活躍する中立的な専門家の顔ぶれは類似している。
　前者は、ターンアラウンドまたは事業再生ビジネスを行
う者を広く取り込む方針で事業再生実務者協会が主体と
なって行う手続きであるのに対し、後者は、中立的な司法
を司る裁判所が主体であるという違いはあるものの、その
目的は類似しており、関与するメンバーも概ね重複してい
ることから、このような両手続きを一本化させることがで
きれば、利用者側である債務者会社およびその代理人・ア
ドバイザーにとっては、大変利便性が高いものということ
ができる。特に、民事調停法に基づく特定調停手続きは、
裁判所が主体である点で、一時停止を内容とした調停前の
措置を債権者の同意なく発令することができる上、私的整
理の多数決化のための特別法が検討されている中で、民事
調停法17条決定（現在は、2週間以内に調停委員の提示し
た調停案に異議申立てが債権者等からなされれば、調停案
の法的拘束力は消滅する扱いとなっている）に一定の拘束
力を持たせる法改正が行われれば、当該私的整理の多数決
化のニーズにも資するのではないかと思われる。
　加えて、事業再生実務者協会が、調停委員の候補者の選
定等を裁判所から受託ができれば、裁判所が関与する事業
再生の分野においても、産業および金融等の面で、よりビ
ジネス界に浸透したプロセスを実現することは可能である。
　司法府である裁判所の得意とする高度な公平・中立性の
面と、行政府である経済産業省の得意とする産業・金融の
面とを統合することは、事業再生をより総合的な視点で高
度化させるのに大変有益であり、受益者最適の見地からは、
この両手続きの合体が望ましいと考えている。

出所：フロンティア・マネジメント作成

図2 公的機関における部分最適とその修正
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（注1）「よく分かる組織論」（田尾雅夫編著・ミネルヴァ書房）参照
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部署から何らの横連携なく営業マンが訪問してくる状態は
決して快適ではなく、窓口を一本化してほしいと望む顧客
も多いはずであり、そのような場合、顧客最適の視点に基
づく会社の方針に従うべきである。

⑥部門間連携について

　前記⑤の顧客最適の視点に各部署が立った場合、これま
でと異なり、部門間連携を行う下地が生まれてくることに
なる。各部門が、対内的には、部分最適に従い、対外的に
は、顧客最適に行動すると、複数の部門間で動き方の齟齬
が自動的に解消され、部門間連携が自然に行われることに
なる。そして、企業は、このような連携が活発にできるよ
う、部門間横断プロジェクト、定例の部門間会議等を行い、
当該連携を後押しすることが肝要である。
　企業は、全体最適という総論の議論から、各部門に会社
の方針を押し付けるような議論をするのではなく、顧客最
適の視点からどのような連携をすると、顧客満足度が上昇
し、対顧客との関係で同社の取引量が増えるかという議論
をすることが望ましい。（図1参照）

公的機関（国家機関等）における
各機関とその調整 　

①官僚制（ビュロクラシー）とその弊害

　ここで公的機関（行政府、司法府、地方公共団体等）の
間でも、縦割りまたは部分最適による弊害の論点は存在し
ており、この点についても触れてみたい。
　官僚制は、規模の大きい組織において合理性を追求する
システムであり、その特徴として一般的に言われることは、
・規則による管理を重視している点

・職務の専門化が高度に進んでいる点

・権限と責任が職位に対して付与され、それが階層をなす

形で組織編成されている点

であり、一般的には、大企業の組織の特徴と似ている部分
が多い。
　一方で、官僚制には、当該特徴の裏腹としての逆機能が
存在しており、規則の遵守自体が目的化することにより、
受益者である国民に対して硬直的な対応をしていること、
省庁間の縦割りによる部分最適的な対応に出ることが言わ
れている（注1）。

②公的機関同士の部分最適について

　公的機関における部分最適についても、官僚制の上記の
本質的特徴からすると、やむを得ない部分がある。公的機
関内に属する者が、それぞれの考え方に応じて異なる対応

を受益者（国民）に行うことは、公的機関に対する国民の
予測可能性を阻害するとともに、公的機関による不公平な
取り扱いを招くことから、公的機関が規則・通達等による
一律の対応を行うことは必然である。また、公的機関ごと
に役割と専門管轄分野が決められ、当該組織ごとに規則・
通達等が存在する以上、各公的機関がそれぞれ部分最適的
な対応を行うことは当然であり、この点も、大企業におけ
る部分最適の議論と同じである。
　しかしながら、公的機関の場合は、国民および民間企業

（以下、「国民等」という。）から税金を徴収し、国民等を
受益者として公共サービスを行う立場にあり、その関係を
国民等において選択する余地がない点で、公的機関は、国
民等の利益になるような公共サービスを提供する義務が課
せられている。これは、企業が、顧客に対して、顧客の利
益に資するサービスを提供する関係とは異なる。
　このため、公的機関は、受益者たる国民等の利益のため、
必要に応じて他の公的機関とも連携し、国民等の受益者最

適の立場でサービスを提供するよう努力すべきである。（図
2参照）　　　

③公的機関による連携が期待される事例の紹介

　本項では、当職がこれまで関与してきた領域の中で、い
ずれも公的機関同士の連携またはサービス共通化が図られ
れば、国民等の利益により資するのではないか、と考えた
事例を2例ほど紹介する。

事例1：地域中核企業支援における
　　　経済産業省と金融庁の連携

　当社は、当職等が「FRONTIER EYES」vol.18特集1
で執筆した記事「経済産業省による地域中核企業支援の枠

【注】本稿は2018年9月中旬の国際情勢を基に執筆されたものである。

出所：フロンティア・マネジメント作成

図1 企業における部分最適とその修正
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社外の「サポーター」を
AI活用で提供

組織のリーダー層をターゲットに
対人コミュニケーションで生産性向上を目指す

――まずは貴社の特徴や目指している世界観を伺っていい
ですか。
櫻井　仕事のパフォーマンスとその人数をグラフにする
と、世の中は基本、正規分布すると思っています。対人支
援の観点で見ると、分布の右側の人たちには社外のエグゼ
クティブコーチやメンターがおり、メンタル不調になって
分布の左側にいくとカウンセラーや産業医がつきます（図
1）。しかし、中間の層に対して今、コミュニケーションに
よる対人支援というものは基本ありません。優秀な人たち
は社外で様々なネットワークを作ります。これはパフォー
マンスや生産性を上げる上でとても重要です。その幅を中
間層にも広げて世の中全体の生産性向上につなげたいと考
えています。
――日本だとビジネスコーチは私には比較的高い報酬で組
織のエグゼクティブ層の相談にのるイメージですが、貴社
のコーチやメンターというのはどのようなイメージなので
しょうか。
櫻井　YeLLでは「クラウドサポーター」という名前で約
200人が登録しています。そのうち7割くらいがビジネス
パーソンの副業です。その方々は、コーチングを学んでい
たり、キャリアカウンセラーの資格を持っていたりします。
ですが、コーチングやキャリアカウンセリングの認知が低
いこともあり、社内ではこれまで活かせなかったけれど、
誰かの役に立ちたいという強い想いのある方々ばかりで
す。残り3割の中の2割くらいが、育児休業中や、配偶者
の転勤のため正規就業しにくい女性です。自分のスキルを
活かして誰かの役に立てればという想いで関わっています。

――貴社サービスのユーザーなど、人に話を聞いてもらいた
いという人たちの期待値はどのあたりにあるのでしょうか。
櫻井　ギャラップという有名なアメリカの会社のレポート
でも、上司と部下の間でのコミュニケーションの量がメン
バーのエンゲージメントに比例すると言われています。でも、
今はプレイングマネジャーが増え、細かな業務も自分でやら
なくてはならず、部下とのコミュニケーション量は必然的に
下がらざるを得ません。一方で、空いた時間で副業をできた
り、育休中だったりとコミュニケーションが相対的に余って
いる人もいます。なので、そうした人たちをつないだら良い
ことが起きるのではないか……という思考です。

BtoBにターゲットを絞り込み
3割程度の成長意欲ある人を支援する

――貴社には、大企業から依頼が来ることが多いのですか。
それとも個人から来ますか。
櫻井　今はBtoBのみ展開しています。BtoCに進出しない
のは、この領域のマーケットがまだ潜在的すぎると思って
いるためです。BtoCで行っても届けたいところに届かな
いと考えています。
――ユーザーとサポーターのマッチングがかなり重要です
ね。どのように行っているのでしょうか。
櫻井　まずは、定性的に「どんな人がいいか」をユーザー
に聞きます。それは年代・性別などの属性はもちろん、「自
分の内面を聞いて深掘りしてくれるタイプ」とか、「経験が
豊富な人からアドバイスが欲しい」などです。二つ目のス
テップで、定量的にもマッチングを行います。ユーザー・
サポーター双方の性格をアセスメントし、過去データを基
にした独自のアルゴリズムに入れると、どういう性格の人
にはどういう性格の人が合うというのが数値で出てきて、
それを基にマッチングをしています。ユーザーのフェーズ
によっても「今はちょっと悩みを聞いてほしい」時と、「今
成長したい、課題を一緒に解決してくれる人が欲しい」時
とは異なるので、サポーターを変更できるようにしています。
――セッションは1人のユーザーに対して、どういう頻度
で行われますか。
櫻井　週1回、30分です。そして、自己紹介などのコミュ
ニケ―ションコストがかかるため、3か月は同じサポー
ターで受けてもらっています。
――面白いですね。
櫻井　組織が変わる時に、意思や成長意欲がある人にまず
注力することが非常に重要です。「こんなサービスあるけ
どやりたい人いますか？」とリーダー層に聞くと、30％
ぐらい手が挙がるので、まずはその方々に6か月間、集中
して支援します。研修でスポット的に関わるわけではなく、
毎週、継続的に自分について考える時間を持てるので、自

図1 仕事のパフォーマンスとコーチングの方法

YeLLの
サービスの

対象となる領域

パフォーマンスが高い

エグゼクティブ
コーチがつく領域

カウンセラーが
つく領域
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Venture Top Interview

「クラウドサポーター」をAIでマッチングし
コミュニケーションを増やして
顧客の生産性を高める

エール株式会社
代表取締役

櫻井 将 氏

　当社ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長
の佐伯が、特色のあるベンチャー企業のトップにインタビューを行う
連載の第2弾となる今回は、エール株式会社の代表取締役・櫻井将
氏に登場いただく。
　エール株式会社は、組織のリーダー層をエンパワーする仕掛けとし
て、社外のサポーターによる対人コミュニケーションを軸とする「ク
ラウドサポーター」というエコシステムを提供している。
　エグゼクティブを対象とするビジネスコーチや、メンタルヘルスに
問題を抱えた人を対象とする心理カウンセラーや医師とは異なり、
一般的なリーダー層に対する対人コミュニケーションによる気づきを
提供することを目指している。
　日常的なストレスや課題を抱えたビジネスリーダー層にとって、社
外のサポーターとのコミュニケーションをどう提供するか、そのよう
なコミュニケーションのサイクルをいかに確保し維持するべきか、同
社の目指すところを伺った。

フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター
ビジネス・リストラクチャリング・
アンド・イノベーション部長

佐伯 俊介

聞き手
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聞き手の当社・佐伯

成長に向けた課題は
サポーターの質と量の向上

「利害のない関係」だからこそ
相手の意識や行動を変えられる

――コーチングについてアンメットニーズ（潜在的なニー
ズ）があるのは分かるけれど、そこに乗り出そうとしたキッ
カケは何ですか。
櫻井　私は実は創業経営者ではないのです。エールは、
2013年に與良昌浩さんが立ち上げました。その後、紆余
曲折あり、現共同代表でもあるインクルージョンジャパン
の吉沢康弘さんが後継の経営者候補として、私に声をかけ
てくれました。この話を引き受けたのは、私自身が全く同
じ課題意識があったからです。一つは原体験で、両親があ
まり仲が良くなかった。父も母もそれぞれとても良い人な
のに、一緒にいるとなんでこうなるのだろうと考えました。
もう一つ大きな経験としては、自分自身のマネジメント経
験です。コーチングもカウンセリングも学んだ後でコミュ
ニケーションにも自信があった自分が、上司の時には部下
にできなかった関わりが、上司でなくなった時に自然とで
きたのです。結局、利害の有無は、人間関係で大きな違い
になり、近い人だからこそ感情が邪魔をしてうまく関われ
ないことがあります。そうした体験を経てエグゼクティブ
向けのビジネスコーチとして独立を考えていた時に、この
会社の話をいただき、引き受けました。
――ビジネスコーチと比べると、このサービスは顧客がも
う少し普通の人だったり、報酬単価が違ったりしています。
そこに対して葛藤はなかったですか。
櫻井　ありました。一番大きいのは、週1回30分だけのセッ
ションでは、1対1でコーチングした時と比べると「もっ
とできることがあるのに」となる葛藤です。ですが、現時
点では、1対1の対人コミュニケーションのマーケットを
広めることにYeLLとしての役割を感じています。

サポーターが自発的に成長する
コミュニティー作りが今後の鍵

――ユーザー側とサポーター側の双方のサステイナブルな
サイズが、将来、決定的な肝になると思っています。
櫻井　サポーター側で言うと、ボラティリティが大きくて
も対応できる仕組みはある程度できると思っています。例
えば副業の人は週に1人か2人しか担当できないけれど、
子どもを一時的に預けられる育休中の女性だと週5～6人
担当できる人もいるためです。ただ、一番の肝は、サポー
ター側のコミュニティー化です。運営側が指示しなくても
動く、自律型の組織にしたいのです。コミュニティー自体

に学びが多く、相互支援が生まれるとすると、サポーター
が成長できて楽しい。そして、運営側が指示をしなくとも
自然と良いセッションができる組織となっていきます。
――サポーター側のコミュニティーで醸し出される世界観
や価値観が、御社のプラットフォームのコアでしょうか。
櫻井　そう思います。究極的にやりたいのは、人の意識の
レベルや人間性を高めることで、社会全体の調和や幸せに
つながる仕組みづくりです。YeLLでセッションをするサ
ポーターの人たちの意識が高まれば、サービスの質が高ま
るので、やはりコミュニティーの質が肝になります。
――最近の働き方改革で手応えは感じますか。
櫻井　とても感じています。一人一人の価値観が重視され
る時代になるので、今の組織には施策や仕組みで一律には
解決できない問題があります。本質的に働き方改革は、絶
対的な時間の話ではなく「楽しいと思って働ける時間をど
れだけ増やせるか」だと思うので、そこへのアプローチと
してYeLLのサービスは非常に有効だと考えています。
――サポーター200人のパフォーマンスを高めるために、
どう働きかけていますか。
櫻井　色々と自助努力を勧める働きかけをしています。例
えば簡単な表彰制度を二つ作っています。一つは有意義度
というものです。ユーザーから直接、10点満点でフィー
ドバックされます。もう一つの表彰は、行動変容に関わる
ものです。顧客企業にこのサービスを続けてもらうには、
ユーザーの行動変容が重要で、この指標も毎週とっていま
す。この2軸の掛け算でチームにフィードバックをするこ
とで、サポーターの「有意義度を高めながら行動変容させ
よう」という学びが起こっています。
――フィードバックをするにしても、その底を流れる価値観
の共有がコミュニティーの中でできているかが重要ですね。
櫻井　YeLLのサービスにはお金が動機ではないサポー
ターが関わってくれています。楽しくないと残ってくれま
せん。だからこそサポーターが活動を楽しめる仕組みをど
う作っていくかが面白いです。
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ずとリーダーの自己理解は深まります。そして、毎週サポー
ターと決めた小さなアクションを積み重ねると大きな変化
が生まれる……というような組織の変化を意図したサービ
スです。組織を変えるアプローチとして、僕たちは、外科
手術的ではなく、漢方薬のように長期的に自然治癒力を高
めるようなアプローチをしています。

口コミやイベント実施で
共感してくれた人がサポーターに登録

――今度はサポーターの側をどういう形で募っていくので
しょうか。
櫻井　いくつかあって、一番強力なのは口コミです。サポー
ターが「これいいよ」と言う人を紹介してくれることで、
サポーターの数が広がっています。あとはYeLLの「幸せ
に働くことが結局は生産性につながる」という思想に通じ
るイベントを行っており、イベントに集まった人に事業の
説明をすると、共感して新たなサポーターになってくれる
ことが多いです。
――サポーター側のモチベーションはどこにあるのでしょ
うか。自分たちもハッピーになることですか。
櫻井　大きくは3つ。純粋な楽しさと社会的意義、そして
成長ですね。コーチングやキャリアカウンセラーの資格を
持つサポーターは、誰かを直接的に支援できること、難し
い局面ではサポーター同士で学び合えること、それが自分
自身の成長にもなり貢献実感にもつながります。
――もとはサポートされる側だったのがサポーターに回る
という人もいそうですね。
櫻井　います！ 本当にそうなんです。話は飛躍しますが、
現在200人いるサポーターが、あと1年で1,000人くらいに
なりそうです。サポーターの7割が副業ということは、い
わばある組織に対してある別の横の組織の人が支援してい
ることになります（図2）。支援して関われたユーザーの
方が「私も誰かを支援したい」と思って支援してくれるこ
とが起きているし、もっと起こしたいです。そして、サポー

ターの活動が、自分自身のコミュニケーション力を上げた
り、自己肯定感を高めたりしていくと、サポーターの人も
社内に帰ったときにパフォーマンスが上がるはずです。
――人と人とが組織を超えてつながっていくと、色んな
チャンスが増えていきそうですね。
櫻井　外部の刺激に触れることが少ない方々に外部の刺激
が与えられれば、生産性が上がるのは間違いありません。

シンクタンクと提携して
定量・定性の機械学習とマッチングを実施

――ところで、定量と定性でマッチングするアルゴリズム
のエンジンは、どういうふうに作られていますか。
櫻井　ここは大手シンクタンクと協力して、我々のデータ
を先方のデータサイエンティストが分析してくれていま
す。組織課題を解決する際に課題の入口と出口をYeLLが
担うことで補完関係となっています。
――貴社のサービスを導入するに当たって、クライアント
側が懸念される点、それに対する貴社の回答はありますか。
櫻井　典型的には二つあります。一つはセキュリティーを
気にされる企業からは、機密情報やインサイダー情報の漏
えいを⼼配されることはあります。もう一つは、組織開発
や人材育成のアプローチとしてこのサービスが新しすぎる
点で、人事の方は理解も共感もしてくれますが、なかなか
社内稟議が通らないというのがあります。ここはこのマー
ケットを広げていくために我々が一番越えなければいけな
い壁だと思っています。

エール株式会社　代表取締役　櫻井 将氏

週１回30分のサポート

図2 組織の枠を超えて支援が循環する
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図1 ハイターゲット商品拡大ステップと中国展開時の留意点

ハイターゲット商品
拡大ステップ 中国展開時の留意点概要

人気アニメ
キャラクターの
商品化

人気IPの
ゲームへの
横展開

人気IPの
プラットフォーム
事業への展開

・既にアニメで人気を博している
キャラクターを商品化して収益
獲得を図る手法

・現地ニーズに合わせた商品
のローカライズ

　➡中国で好まれるデザイン
（色・形）での商品化

・中国当局による海外産アニ
メ・ゲーム規制への対策

　➡現地企業を巻き込んだ事
業展開による事前対策

・SNS・動画配信サイト等を通
じた消費者動線の整備

　➡現地SNSや動画配信業者
の活用

・ゲーム（特にスマホゲーム）市場
拡大の潮目をとらえ、人気IPを題
材としたゲームで収益獲得を図
る手法

・人気IPを動画プラットフォームや
コミュニティ・プラットフォームへ
展開することで、消費者を囲い込
み、さらなる収益獲得を図る手法

１

2

3

市場だけでは収益拡大が望めない中、今後、玩具メーカー
が生き残りを図る上で肝となる要素が海外進出である。

市場規模・日本商品との
親和性において魅力的な中国

　ハイターゲット商品の有力な海外展開先として、筆者は
日本商品との親和性に優れ、ハイターゲット商品と親和性
の高いアニメ・ゲーム市場規模が活況な中国を挙げたい。
　まず、日本商品との親和性は、1978年の改革開放政策
以降、日本文化や商品が中国国内へ流入したことで、日本
のコンテンツや製品（家電等）に対する憧憬の萌芽を生み
出した。加えて、ハイターゲット商品と親和性の高いアニ
メ・ゲーム市場も活況だ。2012年から2016年にかけて、
前者は約1.2兆円→約2.4兆円へ、後者は約1.1兆円→約2.7
兆円へと、いずれも2倍強の驚異的な成長を見せている。
　以上の通り、商品親和性および市場有望性に優れる中国
は、海外進出先として大きな魅力を湛えていると言える。

中国進出における
3箇条と留意点

　中国進出を成功に導く鍵は、日本市場でハイターゲット
商品が拡大する要因となった前述の3つの潮流を踏まえて
事業展開を図ること（以下、「3箇条」と呼称）にあると考
える。中国ではアニメ・ゲーム市場が急成長を遂げており、
日本におけるハイターゲット商品展開の3箇条のうち、「人
気アニメキャラクターの商品化」と「人気IPのゲームへ
の横展開」の2つを適用しやすいと言えるからだ。
　加えて、中国は前述のⅠ○～Ⅲ○と類似する状況であるため
第3の潮流（人気IPのPF事業への展開）が顕在化する可

能性もある。まず、中国では企業における女性の役員登用
率が51％を誇り、女性の社会進出が進んでいる。次に、
SNS（Weibo等）で得た情報をもとにECサイト（アリバ
バ等）で購買という動線が確立されており、結果として顧
客ニーズの多様化が伺える。そして、2016年まで継続し
ていた一人っ子政策により出生数もいまだ少ない。
　ただし、日本における3箇条をそのまま適用するだけで
は十分な成果を得られにくいため、3箇条適用に際しての
留意点を以下に3つ挙げる（図1）。

現地の事情に合わせた開発・対策と
消費者動線の整備が中国進出の鍵

　1つ目は、第1の潮流と関連して、「現地ニーズに合わせ
た商品のローカライズ」である。日本商品と親和性の高い
中国だが、やはり、中国独自に好まれるデザイン（色・形
状）が存在する。事例として、タカラトミーの中国ローカ
ライズド版「プラレール」は中国高速鉄道列車「和諧号」
をモデルとした商品で、同社2010年度アジア売上高は294
億円（前年比＋13.2％）を記録した。
　異業種でも、ケンタッキー・フライドチキンが商品のロー
カライズを通じて中国進出を果たしており、2017年時点
で店舗数は5,000店を超える。米国発祥かつ中国との親和
性が決して高いとは言えない商材でもローカライズによっ
て成功を収めていることから、その重要性が伺えよう。
　2つ目には、第2・3の潮流と関連して、「中国当局によ
る海外産アニメ・ゲーム規制への対策」を挙げたい。中国
には海外産アニメ・ゲームに対する厳格な規制が存在し、
2018年にゲームソフト「モンスターハンター：ワールド」
の配信が凍結された「事件」は記憶に新しい。こうした事
件に日本企業単独で対処することは難しいため、「Fate / 
Grand Order」を手掛けるアニプレックスがbilibili動画

TOPICS

出所：フロンティア・マネジメント作成

と協業関係を構築しているように、現
地企業を巻き込むことで事前に備えて
おくことが望ましい。
　3つ目も、第2・3の潮流と関連して、

「SNS・動画配信サイト等を通じた消
費者動線の整備」である。動画配信と
ECを連動させたライブコマースは日
本でも広まりつつあるが、その先駆け
である中国では、2018年にECサイト・
アリババによる「独身の日」（11月11日）
セールで流通総額約3.5兆円を記録して
いる。Weibo等の中国向けSNSや
bilibili等の動画配信業者を活用し、PF
への消費者動線を整備できれば、大き
な収益が期待できる。
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玩具メーカーの中国進出3箇条と留意点
～ハイターゲット商品を軸とした中国進出のすすめ～

消費財トピック

消費財トピック

昨今、国内玩具市場は少子化により停滞しており、さらなる収益を獲得する上で海外進出の重要性が増している。今
後の海外進出で鍵を握るのは、国内市場でもいまだに緩やかな成長を続けているハイターゲット商品（主にフィギュ
ア・プラモデル商品を指す）を軸に、マーケットが活況であり日本商品との親和性が高い中国市場へ展開を図るこ
とにある。本稿では、国内市場の潮流や他社事例も交えて、中国進出における成功の秘訣について考察していく。

国内玩具市場におけるハイターゲット商品の
市場有望性と成長要因

　日本玩具協会によると、我が国の玩具市場は2017年時
点で約8,000億円であり、その内訳は、男児・女児玩具3,812
億円、雑貨2,484億円、ホビー1,321億円、その他383億円
である。これまで微増で推移してきたものの、2014年の
8,087億円をピークに微減の様相を呈している。
　上記市況において着目したいのが、「ホビー」カテゴリの
主要商品の「ハイターゲット商品」である。男児・女児玩
具の主要商品である積み木は商品ごとに姿形は違えど、「組
み立てて遊ぶ」機能に差はない。一方、ハイターゲット商
品はモデル・ポージング・デザインを変えて「飾って遊ぶ」

「動かして遊ぶ」等、機能面での差別化が可能となる。つま
り、差別化によって獲得したファンへ向けた施策強化で顧
客単価の上昇、それに伴う収益拡大が見込める。事実、ハ
イターゲット商品市場は、横ばいから微増で推移している。
　このように、ハイターゲット商品が成長を続けてきた要
因として、以下3つの潮流が寄与していたと考えられる。
　第1の潮流は、「人気アニメキャラクターの商品化」で
ある。例として、アニメ「機動戦士ガンダム」と「ガンプ
ラ」（ガンダムのプラモデル商品）のヒットが挙げられる。
2011年10月から2012年9月にかけてアニメ「機動戦士ガン
ダムAGE」が放送され、ガンダムIP（＝Intellectual 
Property（知的財産≒漫画・アニメ等の版権））売上が上
記の期間で382億円→447億円と伸長する一因となった。

　第2の潮流は、「人気IPのゲームへの横展開」である。ゲー
ム市場は、1980年代の「ファミリーコンピュータ」を皮切
りに様々な家庭用ゲーム機が誕生・普及したことで拡大。
近年ではスマホにも領域を広げ、身近な娯楽として認知さ
れた。加えて、近年のスマホゲームはアニプレックス配信
の「Fate / Grand Order」や「マギアレコード」のよう
に基本システムを流用する開発スタイルが増加しており、
題材として人気IPを活用するケースが多い。上述の「ガン
ダム」でも、2013年に「ガンダムキングダム」「ガンダム
コンクエスト」等のスマホゲームが配信され、2013年度か
ら2014年度におけるガンダムIP売上を652億円→802億円
と大きく伸長させる要因となった。
　第3の潮流は、「人気IPのネット・スマホ環境に適合し
たプラットフォーム（以下、「PF」と略称）事業への展開」
である。例としてニコニコ動画が挙げられる。この潮流が
新興した背景として、Ⅰ○核家族化および女性の社会進出に
伴う近所付き合い減少に起因するリアル上でのコミュニ
ケーション機会減少、Ⅱ○ICT発展による商品情報へのアク
セス簡便化がもたらした顧客ニーズの多様化、Ⅲ○少子化に
伴うモノ売りにおける玩具市場の停滞、という3つの事象
が考えられる。先に挙げたニコニコ動画の有料会員数は
2008年9月時点の20万人から、2018年9月時点は154万人
に増えている。玩具メーカーもデジタルPFへの参入を進
めており、2018年3月にバンダイナムコHDが動画配信PF

『&CAST!!!』をリリースしている。
　しかし、日本市場のトレンドとして少子化が叫ばれ国内

コンサルティング第1部
ジュニア・アソシエイト

城野 聡宏
Akihiro JOHNO

慶應義塾大学法学部法律学科卒
業。フロンティア・マネジメント㈱
では、主に小売業に対するコンサ
ルティング業務に従事。業務量調
査・再生支援業務・ビジネスデュー
デリジェンス・中期経営計画の策
定等、多様なプロジェクトに関与。

コンサルティング第1部
シニア・ディレクター

前島 有吾
Yugo MAEJIMA

慶應義塾大学経済学部卒業。アクセンチュア㈱経
営コンサルティング本部を経て、フロンティア・マ
ネジメント㈱に入社。小売・流通業界、消費財メー
カーを中心に各種業界における長期戦略・海外戦
略・中期経営計画の策定、並びに経営基盤の強化支
援等のプロジェクトに従事。「経営コンサルタント
が読み解く流通業の『決算書』」（商業界・共著）
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　既存事業における収益力向上は、従来の生産体制の在り
方を見直し、生産変動の波を吸収しつつ、最も低コストで
生産できる体制とするための業務プロセス、人員体制設定
の基準変更を実施した。加えてコントロール可能な経費に
焦点を置き、予実管理の徹底のための仕組みを整備した。
　新規事業については、すでに既存事業の強みを一般消費
者向けに転換できる商品を開発しており、その商品は業界
のエキスパートからは高い評価を得ていた。しかし、市場・
顧客への理解が不足しており、売上は低迷していた。その
ため、当社の知見・分析を基に業界特性、および顧客ニー
ズを明確にした上で、拡販に必要なポイントを整理し、具
体的な実行プランを策定した。現在ではその実行プランを
実施することによって、実績が出始めている。

戦略転換に必要なもの
―ドイツ・ベグラ社と旭テック社を例に―

　これまで、当社事例をもとに伝統的サプライヤーの戦い
方の変革について述べてきた。もう一つ、戦い方・戦う場
所の変革としてドイツの中堅自動車部品メーカーであるベ
グラ社の戦略転換の例を見てみたい。ベグラ社は1913年
設立、売上高数十億円程度、従業員数100名超の会社とし
て、フォルクスワーゲンを主な取引先とし、自動車用青銅
軸受を主力製品として供給していた。しかし、金融危機発
生時、業績の急激な悪化を受け、人員の削減を余儀なくさ
れた。その反省をもとに、既存事業の強みを整理し、自動
車産業偏重のリスクを抑えるために顧客業種を複線化し、
また少品種大量から多品種少量へのビジネスに戦略転換し
ている。しかし、同社は従前から自動車偏重であることは

明らかであったものの、実際に危機とならなければ変革は
実行できなかったのである。これとは対照的に、自動車部
品業界に進んで参入する場合もある。旭テックによる米メ
タルダインの買収である。グローバル化を目指した旭テッ
クは、収益が厳しくなった伝統的サプライヤーを取り込む
ことで、一気にグローバル化を加速させた。第三者と新し
い関係を構築することで、いわば「時間」を買ったのであ
る。また両社が持つ強みを掛け合わせることで、新しい価
値を創造しようと目論んでいる。

これから、いかに戦うか。

「1台のクルマはいくつの部品からできているの？」自動車産
業の裾野の広大さが語られる時によく使われる質問である。「3
万部品、20万社」。この答えが変わる局面は、もう目前に迫っ
ている。戦略転換をしなければいけないことは明白である。
　そのために必要なものは何か。大前提として必要なもの
はリソースである。そのリソースを自社で十分に用意でき
ない場合、第三者の活用を検討するべきである。第三者の
活用領域は「時間」「カネ」「ヒト」すべてとなる。たとえ
不足していたとしても、それを理由として変革が行われな
ければ、致命的な状況に追い込まれかねない。
　自動車業界の構造変化に打ち勝つためには戦略転換が必
要であり、リソースを持った上ですべきことは3つ、①事業
環境の変化に対する正確な把握、②強みの再定義、そして
③機会に対する具体的なアクション、となる。そしてその
要求は残念ながら、「待ったなし」でやってくるだろう。

図表 OEM各社の関係図
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出所：マークラインズ、他各種公開情報を基にフロンティア・マネジメント作成
　　  カッコ内に2010年⇒2017年の営業利益率の推移を記載

出所：日本自動車工業会（18年3月31日）を基にフロンティア・マネジメント作成

注1：OEMメーカーとは自動車の完成車メーカーを指す。トヨタ自動車や日産自動車など。
注2：メガサプライヤーとは世界の自動車メーカーに部品を供給する、売り上げ規模が大きい企業の通称。
　　 ボッシュやコンチネンタル（ドイツ）、デンソー、マグナ（カナダ）が挙げられる。
注3：日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏が会社法違反等の疑いで逮捕された事件。
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自動車業界全体が100年に一度の大変革を迎えている。
技術変化に伴い、OEMメーカー（注1）とメガサプライヤー（注2）

の主導権争いが発生し、OEMメーカーは生き残りをかけて
「規模」と「技術」を取るために、従来にない考え方とスピー
ドでアライアンスを推進している。その変革に直面した時、
伝統的サプライヤーに残された戦い方は何か。当社が支援
した中堅Tier1サプライヤーの事例を中心に、この変革に
対応するために必要なものは何か、提言する。

コンサルティング第2部
アソシエイト・ディレクター

山田 耕太郎
Kotaro YAMADA

中央大学卒業。㈱アサツーディ・ケイ
（ADK）、ブティック系コンサルティング
ファームを経てフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。中期経営計画策定や、クロ
スボーダーを始めとするM&A戦略の策定、
並びに推進体制の構築支援に従事。

OEMメーカーを取り巻く環境の変化
―メガサプライヤーとの主導権争いへ―

「CASE」―自動車業界が迎える100年に一度の変革を象
徴 的 に 表 す 造 語 だ。「Connected」「Autonomous」

「Shared&Service」「Electric」。この4つの頭文字がまさ
に、自動車業界に大きな変革をもたらしている。
　特に「Electric」、電気自動車への技術変化はOEMメー
カー同士のアライアンス強化を加速させている。プラット
フォームの共通化はかねてから推進されてきたが、電動化
は部品の共通化・コモディティー化をさらに促進し、「規
模の原理」がメガサプライヤーに大きな力を与えることと
なった。またそれだけでなく、OEMメーカーが真髄とし
ていたエンジン技術は、電池部品やその他技術に優位な立
場を譲らざるを得なくなったことで、技術力においてもメ
ガサプライヤーの持つ力が突出するようになってきた。
　その「規模」と「技術」に脅威を感じたOEMメーカーは、
トヨタ自動車とマツダの資本提携や、「大事件」（注3）があっ
たにも関わらず、日産・三菱自動車・ルノーの3社連合が
関係を継続・強化する方針を発表したように、従来の「購
買の共通化」レベルに留まらないアライアンス強化が必須
であることを示している。
　現に、アライアンス強化を果たしたかどうかで、OEM
メーカーの間で収益性に差が出始めている（図表）。今後、
この現象はさらに進行していくであろう。

迫られる戦略転換
―戦況の大きな構造的変化―

　先述のOEMメーカーのアライアンス強化の流れは、広
大な裾野を持つ自動車産業全体に大きな変化を迫ることに

なる。その中でも本稿は、伝統的な中堅サプライヤーが直
面する事業構造の変化にスポットを当てたい。
　自動車産業における「系列」に部品を卸していた伝統的
中堅サプライヤーは、アライアンスによるOEMメーカー
の方針転換により、同業態のサプライヤーと機能重複を起
こすこととなった。
　その構造変化に立ち向かうには何が必要なのか。まずは
当社の支援事例を通して考察していきたい。

訪れた構造変化
―Tier1からTier2へ―

　当社が支援をした会社は売上高数百億円程度、従業員数
300名以下の会社として、創業以来数十年間、中堅Tier1
メーカー（1次請け企業）として、開発から製造における
一連のバリューチェーンを担い、価値を提供し続けていた。
また地の利を生かした効率的な製品提供によって、優位性
を保ち続けていた。ところが自動車業界の構造変化に伴い、
急激な変化が生じた。加工部分のみの委託への変化、
Tier2化（2次請け化）である。これにより、従来価値の
源泉としていた開発がなくなり、材料調達・支給方法の大
部分がコントロールの外側に置かれてしまった。またそれ
にも関わらず、原価低減活動は続き、Tier2化により必要
な人員構成が変化したが、即座に対応できず、収益の悪化
を免れることはできなかった。

戦況把握と戦略転換
―第三者視点の重要性―

　当社はまず、当事者だけだと難しい事業環境の変化に対
する理解を共通にすることから始めた。そのうえで、今後
必要な戦い方の検討を行った。具体的には既存事業の収益
力向上、新規事業の育成である。

産業財トピック❶
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Alliance）が結成され、2018年4月現在で約28か国がパー
トナーとして加盟している。実際に英国では2012年に石
炭火力比率が38%であったが、石炭火力発電の廃炉・カー
ボンプライスの導入・再生可能エネルギーへの政府主導の
資金援助等を実施することで、2016年には9%まで比率を
下げる事に成功している。この流れを受け、各国の投資家
や企業において石炭火力市場への投資抑制（ダイベストメ
ント）の発表が相次ぎ、一大ブームとなっている状況であ
る。脱石炭と投資抑制の動きについては、日本のエネルギー
業界関係者の意見はいずれも「世界的な石炭火力発電への
投資抑制は一過性の動きでは決してなく、不可逆的な変化・
流れであり、今後も変わる事はない」であり、業界関係者
ではこの動きの定点観測は必須との認識である。
　一方、世界の石炭市場を語る上で外せないのは、中国政
府の動向である。理由は、2015年時点における世界の石
炭生産量は中国が約48%となっており、2位の米国の約
11%を大きく引き離している世界一の石炭生産国だからで
ある。実際に中国は、2016年時点で自国の総電力の約
69%を石炭火力に依存しており、2009～2016年の期間に
おいて年平均成長率+6%で石炭火力発電量を伸ばしてい
る石炭の大量消費国でもある。そのような中国でさえ、直
近の「第13次5か年計画」では2020年には石炭火力発電の
抑制を始め、2030年には非化石化エネルギー50%化の宣
言を行い、石炭火力発電所建設の中止・停止・廃炉の計画
の発表をしている。実際には、建設の中止等に伴い地域経
済への影響は計り知れないために、どこまで実行が可能な
のか？といった論点は残るが、いずれにせよ、石炭大国で
ある中国でさえも、世界の流れを汲んだ動きをしている状
況である事は確かである。その結果として、天然ガス、水
力、原子力、再生可能エネルギー（風力・太陽光）のエネ
ルギー割合を引き上げる事で石炭火力の減少分を補う計画
となっている。

世界からの脱石炭の
潮流を受けて

　前述した世界の投資家による投資抑制（ダイベストメン
ト）宣言の動きを受けるかのように、2018年の夏頃から
日本国内でも銀行や商社から石炭火力発電に対する投資抑
制方針の発表が相次いだ。内容としてはいずれの企業にお
いても、「石炭火力発電への投資は、BAT（Best 
Available Technology≒現時点では超々臨界発電方式）
に限り実施、または、案件ごとの個別判断」といった内容
であった。だが、これらの発表は、OECDが定めるガイ
ドライン上ではBATへの投資は容認されている事を背景
にしていると考えられるため、事実上の投資抑制とはなり

得ていないというのが筆者の意見である。業界有識者も「金
融機関の動きとして、欧州系は完全にNG、米系は投資リ
ターン次第と明確なスタンスを出しているが、日系は非常
に曖昧である。」という見解であり、明確な投資抑制と結
論付ける事はできないという理解では筆者の意見と一致し
た。

現状整理の結果を踏まえて

　前節では、日本の各企業・投資機関が石炭火力発電の投
資に対して、非常に曖昧なスタンスであることを述べた。
ただし、この曖昧なスタンスも、「2019年に大阪で開催さ
れるG20における日本政府のメッセージにより、ある程度
の方向性は見えてくる。少なくともメガバンクは必ず日本
政府の発表に追従するスタンスとなる」というのが業界有
識者の意見であり、「現時点で石炭火力発電の方向性を語
るのは時期尚早ではないか。」とのご意見も頂いていた。
G20での日本政府の発表がエポックメイキングとなる可能
性を秘めているため、まずはこの発表に着目をしたい。

おわりに

　本稿では、大きな環境変化の可能性がある市場として、
日本における石炭火力発電市場の現状についてまとめた。
現状の政府方針では石炭火力は継続の方針だが、世界は脱
石炭の潮流であり、予断を許さない状況である事の説明を
した。ただし、筆者の私見となるが、石炭火力発電を完全
に撤廃するのは日本では難しく、政府が計画している比率
程度で残ると考えている。理由としては、本稿では詳細な
解説はしていないが、日本のエネルギー問題の論点として、
①原子力発電の再稼働が計画通りに進むのか、②再生可能
エネルギーは計画通りに技術革新が達成可能なのか、③石
炭火力発電なしで発電コストや電力の安定供給が維持可能
なのか、といった様々な観点で存在している。そうした課
題を俯瞰した際、現計画は落としどころとして非常にバラ
ンスが取れているというのが筆者の考えである。一方、企
業経営者側の観点では、こうした局面で重要となるのは、
市場がどの様に変化をしても自社経営への悪影響を最小化
するための舵取りができることであり、常に先を見据えた
事業戦略の練り直しが必要となる。我々経営執行支援部は、
そうした難局面における経営の舵取りの支援が期待される
役割だと認識しており、日々の業務を遂行している。
　本稿が石炭火力発電市場に関する現状理解の一助になれ
ば幸いである。
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日本における
石炭火力発電市場の現状整理

産業財トピック❷

現状の日本のエネルギー政策では、2030年における
総電力の26％を石炭火力発電で賄う計画となってい
る。一方、世界ではEUを中心に石炭0%化政策が展
開されており、その潮流を受け、日本においても石炭
火力発電に対する投資抑制の方針を発表する投資機
関や企業が直近で増加し始めた。本稿では、急激な
環境変化を予感させる世界の石炭火力発電市場で日
本の置かれた状況・実態について、有識者インタビュー
等の情報収集を基に論じる。

経営執行支援部 ディレクター

疋田 英朗
Hideaki HIKITA

東京工業大学大学院終了。大手通信会社・
電子部品製造会社でエンジニア職を経験
後、株式会社経営共創基盤ものづくり戦
略カンパニーに参画。製造業を中心に事
業戦略の策定の立案・実行支援を行う。フ
ロンティア・マネジメントでは、引き続き、
製造業の全社改革の支援等に従事。

はじめに

　当社の経営執行支援部は、日本の各業界・業種の企業に
対して、ハンズオン形式による経営執行という形で企業価
値向上を目的としたサービスを展開している組織である。
そうした中、急激な外部環境の変化により、思いもよらな
い経営の舵取りを迫られるケースに多々直面している。そ
のため、環境変化をいち早く察知する目的で、各業界に対
して有識者へのインタビュー等を交えた情報収集
を定期的に実施している。本稿では、情報収集の
活動で得た知見を基に、世界の潮流と逆走してい
るとも見て取れ、劇的な環境変化が起こり得る日
本の石炭火力発電市場について、その現状をまと
める。

日本のエネルギー政策
（＝石炭火力発電の継続）

　日本のエネルギー政策の概観を把握するに当た
り、その土台となる数値として2030年へ向けた
エネルギーミックスを確認する必要がある（図表）。
　2015年からの推移で見ると、CO2ゼロエミッ
ション電源となる再生エネルギーの拡大と原子力
の再稼働を前提として、総電力の26％を石炭火
力発電で補う計画となっている。詳細は後述する
が、この石炭火力発電を継続するという方針が世
界の潮流と大きく異なっており、環境変化の可能
性を含む話となっている。

図表 2030年電源構成（億kWh） （2015年7月）
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24%※1

（22-24%）
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26%

27%
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11,408
■ 再生エネルギー　■ 原子力　■ 石炭　■ LNG　■ 石油等

10,548 10,181 10,650

2010 2013 2015 2030
※1　太陽光7％、風力2％、バイオマス4～5％、地熱1％、水力9％

出所：経済産業省 「長期エネルギー需給見通し」を基にフロンティア・マネジメント作成

世界のエネルギー政策
（＝脱石炭の流れ）

　目線を世界へ向けると、石炭火力発電に対する方針は日
本とは大きく様相が異なる。2015年のイギリスにおける
脱石炭発表を皮切りに、EU諸国中⼼に2030年までに石炭
火力0%化宣言（フェードアウトコール）を行う国が増え
始めている。現在は、イギリス政府とカナダ政府がリーダー
シップをとり、脱石炭火力連盟（Powering Past Coal 
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入れた。「鯖1本打法」で注目を集めていた同社だが、鯖の
漁獲量の変動に中小資本として限界を感じていたなか、新
規事業として地域産品の流通事業の育成を目指すJR西日
本と“血縁”となり鯖の安定供給を目的に養殖事業を開
始した。時を経て関係は強固となり、例年3月8日にはJR
大阪駅構内で鯖イベントを開催するまでに至った。鯖やは、
本アライアンスにより原材料の安定供給源の充実のみなら
ず、独自では限界のあるPRリソースの確保まで実現した。
　マイノリティ出資完了後、徐々に当事者間の関係が希薄化
する例は少なくない。提携を実効性あるものとする工夫とし
ては、プロジェクトチームの組成、人事交流の定例化、具体
的到達目標と業務スケジュール等の明確化などが挙げられ、
これらにより、何よりも大切な当事者間のコミュニケーショ
ンが醸成される。事例2にもその好例が見て取れよう。
② 経営統合

　事例4は、自社商品の将来的な需要低下に対する危機感
が背景だ。特筆すべきは、政府の振興策をバックとした国
内林業の需要が堅調なうちに、スキームありきでなく未来
の両社のために何をすべきかの議論に専門家を交え2年を
費やした点である。昨今散見される場当たり的なM&Aで
なく、徹底した分析のもと行われた見本となる好例だ。
③ 株式譲渡による大手企業やファンドへの参画

　本パターンの事例は枚挙に暇がないが、事例6を筆者が

知る好例として挙げたい。売却側社長は年齢も若く安定し
た業績も築き、事業承継対策の必要は目先無かった。しか
しながら、市場拡大に対応した優秀な技術者の継続確保が
必須との考えから大手への参画を決断、複数の相手方候補
を選抜して分析と議論を重ね、最終的に成長戦略が一致し
た相手先へと参画した。今ではグループ内の経営資源を活
用し、単独では困難であった技術者の採用も加速している
と聞く。
　また事例7として、ファンドへの参画事例も挙げておく。
ファンドが持つ豊富なネットワークを活用して企業価値向
上を積極的に目指す企業も増え、一方ファンドも共に汗を
かくパートナーとしての存在感が増している。広く目を向
ければ、アライアンス先として有望な先は少なくないはず
だ。常日頃からの広範な情報収集を強く勧めたい。
　本稿事例に概ね共通する、中堅企業にとっての有益な示
唆は、以下の3点と考える。①外部環境と自社状況に真摯
に向き合い実行に移すこと、②好機を逃さないこと、③事
業変革の手段としての相手方ノウハウの活用――だ。特に
②について最後に述べたい。成長性の乏しい業界に位置し、
自社も減収減益が続くなか、「赤字にならない限り、外部
連携の必要なし」と述べる経営者も少なくない。窮境状態
になってからでは遅く、あらゆる選択肢が消失する。好機
を逃さないことが重要だ。

出所：フロンティア・マネジメント作成

図表 中堅企業による戦略的アライアンスの好事例

類型 No. 売却側 買収側 売却対象 背景

①一部出資
受入による
資本業務提
携

1
鯖や

（大阪、未上場）
西日本旅客鉄道
（大阪、東証1部）

一部株式
（5%）

鯖食材を専門に取り扱う売却側は鯖の漁獲量の変動に悩まされていたなか、相手
方との資本業務提携により養殖事業を開始、原材料の安定供給に道筋をつける。さ
らには、相手方の豊富な経営資源を活用してPRリソースの確保まで実現。

2
プロトリーフ
（東京、未上場）

アース製薬
（東京、東証1部）

一部株式
（34.1%）

園芸用の土などを製造販売する売却側は相手方との資本業務提携に踏み切り、売
却側筆頭株主企業も交えた3社間業務提携も決定し、園芸分野での製品開発や販
路開拓で協力に合意。3社間の提携を「スリークロスプロジェクト」と銘打ち、それ
ぞれの専門分野に特化したアイテムをトータルで提案する企画を続ける。3社トッ
プ間のコミュニケーションも良好という。

②経営統合

3
ホクコン

（福井、未上場）
ゼニス羽田HD
（東京、東証2部）

－
土木・建築関係のコンクリート二次製品製造を主体としていた両社は、将来の公共
事業費の削減予測を背景とした需給環境の悪化に、共に危機感を抱く。相互の開発
体制の強化、部門運営の効率化を目指す。

4
石田エンジニア
リング

（静岡、未上場）

大井製作所
（静岡、未上場）

－

将来的な国内人口減による市場縮小に危機感を抱き、国内の需要増が続いている
うちに経営統合を決断。大井製作所は木材乾燥機に、石田エンジニアリングは丸太
の皮むき機に強く、製品上に補完関係あり。製材工場に総合的な生産ラインを提案
できるようになり、東南アジアやロシアなど森林資源国向け輸出を強化する。

③株式譲渡
による

大手企業や
ファンドへ
の参画

5
梅田工業

（埼玉、未上場）
リズム時計工業
（埼玉、東証一部）

工場運営
子会社

国内親会社の2倍強の売上を稼いでいた、自動車メーカー向け量産プレス部品を製
造するインドネシア工場を運営会社ごと売却。売却側が、プレス部品のコスト競争
激化に伴う追加投資リスクを懸念したことが背景。売却資金をもとに、同社の熟練
技術が生かせる板金加工事業向け新工場を設立。

6
エイネット

（長野、未上場）

デジタル
ハーツHD

（東京、東証1部）
自社

売却側はソフトウェア検証事業を展開し、なかでも医療機器検証に強みを有して
いた。自社が属するマーケットの拡大見込みに合わせ、継続したエンジニア確保の
必要に迫られていたが、同業大手に参画することにより豊富な経営資源を活用
し、単独では困難であったエンジニア採用が加速。

7
カントクグローバル
コーポレーション
（埼玉、未上場）

日本産業
推進機構

（東京、ファンド）

自社
（過半株式）

将来的な後継者不足に加え、海外勢との競争が激化していたことが売却の背景。買
収側の豊富な海外ネットワークを武器に、新規販路の開拓に着手。
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M&Aトピック

消費財トピック

国内の外部環境の激変に適応すべく、一部の大企業にお
いて、買収に加えて事業売却や外部連携を組み合わせた、
事業ポートフォリオの入替が加速している。筆者はこの過
酷な環境下、むしろ経営資源に限りのある中堅企業こそ、
自社事業を改めて見つめ直し、大手企業への参画や資本
増強を含む外部とのアライアンスを重要な選択肢として意
識すべき時に来ていると考えている。本稿では、中堅企業
がこれらを行うべき背景、実行ステップ、好例を概観する。

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
ディレクター

菅原 良太郎
Ryotaro SUGAWARA

横浜市立大学商学部経営学科卒業。証券会社、伊
藤忠キャピタル証券㈱、NECキャピタルソリュー
ション㈱を経て、フロンティア・マネジメント㈱
に入社。IT、インターネットサービス、広告業界
などを中心に、10年間一貫して投資銀行業務、
M&Aアドバイザリー業務に従事。

中堅企業こそ企業価値向上を
見据えた戦略的アライアンスによる
事業変革を検討せよ

　2018年の国内企業が関わるM&A件数は3,850件と、7年
連続で過去最高件数を更新した（レコフデータ調べ）。こ
の最大の要因は、後継問題が伴う事業承継M&Aの急増で
あり、金融機関内での事業承継M&A業務も拡大し、同業
務を手掛ける仲介企業も増加中だ。そのなかここ数年、「現
経営者の後釜の手当て」に終始したM&Aも散見され始め
てきた。しかし、企業が本来行うべきは、後継者不在企業
と後継者のマッチングに終始するのではなく、自社永続と
企業価値向上を第一とした、総合的な分析の上での方針策
定とたゆまぬ実行のはずだ。そしてその代表的な手段とし
て、多様な類型のM&Aが存在する。
　テクノロジーの進展、人口減少と少子高齢化など、外部
環境の変化が加速する中、大手企業における経営合理化を
目指した経営統合、単独での成長困難と判断された事業の
売却、事業合弁化等の動きが近年増加している。筆者が考
えるのは、むしろ中堅企業こそ、後継者の在不在に関わら
ず、または一定の利益計上が足元継続しているとしても、
この過酷な環境下では一度立ち止まり、自社の将来性や自
社の強み・弱みを徹底的に分析し、事業変革の手段として
のM&Aを真剣に検討すべき時代に入っているということ
だ。その理由は一点で、今の環境変化は相当に速く、ヒト
モノカネといった経営資源に限界がある中堅企業が、体制
整備に豊富な資金と時間を掛けて今の環境変化に追随する
ことはもはや至難の業なためだ。M&Aは事業変革の代表
的手法だが、他社との相乗効果期待のみならず、この激変
する環境下、中堅企業が時間を節約して経営を合理化でき

る効用も有する。

冷静な外部・内部分析、
そして取るべき行動の決断

　環境変化と共に変わる市場のニーズへの適応無くして企
業は生き残れない。自社事業が属する外部環境の分析がま
ずは第一歩である。マクロ的には自社事業の商圏における
人口動態・経済環境・技術動向・法規制などを、ミクロ的
には、市場・消費者・競合・シェアなどの各動向を押さえ
る。例えば、法人企業統計年報などの官公庁資料や、自社
と類似の上場企業による開示資料などの定期確認は、外部
のトレンドをつかむのに有効だ。次に自社の分析だが、
SWOT・ROIC分析等で自社の強み・弱みをできるだけ詳
細かつ客観的に再確認する。ここでは、従来までの強みや
コア技術が必ずしも将来の強みとならない点に注意したい。
　上記により業界内での自社ポジションを確認し、確固と
した参入障壁を築けていない、特定された弱みの改善が単
独では困難であると判明した場合などに、外部連携の選択
肢を検討することとなる。肝⼼なのは、単独で成長戦略が
明確に描けるのかを経営者自身が自問自答することだ。

企業価値向上を目的とした
中堅企業の戦略的アライアンス

　戦略的アライアンス、M&Aと一口に言っても様々な類
型が存在するが、図表をベースに一部のケースを見ていく。
① 一部出資受入による資本業務提携

　38メニュー、開店時間11時38分――。38（サバ）に拘
る鯖料理専門店「SABAR」を展開する「鯖や」は2016年
1月、西日本旅客鉄道（JR西日本）から5%の出資を受け

戦略的アライアンスによる
中堅企業生存戦略
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を目指す。前述同様、現経営者が業績改善した後に承継に
取り組みたいという意向がある場合も多いが、M&Aは通
常の企業であっても成功させるのは容易ではないものであ
り、再生企業のような業績不振企業は、その相手先選定に
長期間を要する。そのため、自力での業績回復を推進しつ
つ、早期にM&A手続きに着手することが重要である。
　同業他社がM&Aをすることとなった、食品メーカーの
例を挙げる。買手企業は同業界上位企業で信用力が高かっ
た。そのため、原料の大量仕入れなど規模のシナジーや、
買掛金等の支払サイトの短縮によるコスト削減交渉、販売
先（商社）へのリベート率の下落交渉の成就などにより、
短期間で業績がV字回復していった。
　他の例として、物流会社が食品スーパーを、という異業
種のM&Aがある。その食品スーパーは、オーナー家の役
員からのトップダウン戦略が時代の流れに合わず業績不振
になっていた。現場の店長は、業績回復のために現場職員
からのボトムアップの意見収集を行っていたが、当時の
オーナーは聞く耳を持たなかった。物流会社が物流効率の
向上によりコスト削減するとともに、その店長らの意見に
理解を示し、現場に権限移譲を行った結果、従業員が活気
づき、店に賑わいを取り戻していった。適正な人事評価・
組織づくりにより、組織力のアップを果たしたのである。
　前者は、元の食品メーカー単独では成し得なかったシナ
ジー効果を発揮している。それにより、短期間での業績回
復につながり、従業員へ決算賞与を出せるまでに改善した。
後者は、物流会社は、人員配置についてオーナー家などの

聖域へ切り込み、適正な評価がされる組織に変革している。
それぞれの買手企業は、再生企業を会社として本来あるべ
き姿へのポジションへシフトしたことによる、業績改善を
実現したと言える。

事業承継の目的は、
事業を将来へつなぐこと

　企業は、事業継続することにより、取引先との取引を継
続し、従業員の雇用確保などによって地域経済を循環させ
る。ほとんどの経営者は、企業経営において良い時も厳し
い時も経験している。また、自らが創業者であればゼロか
らの事業の立ち上げを行っている。そのため、再生企業の
経営者は、会社を良い状態にしてから承継したいという思
いが強い。しかしながら、長期的目線で見たときに、次期
後継者にその試練を乗り越える過程を経験させることこそ
が、経営の承継として、現経営者の需要な最後の仕事だと
言える。また、後継者がいない場合のM&Aに関しては、
M&Aそのものを戦略として取り組み、同社がどのような
企業と連携すると事業を継続および発展させられるか、と
いう視点で、相手先の選定を推進することが重要となる。
　このように、事業承継の選択肢は多岐にわたるため、企
業経営者には、足元の業績が悪い事業に将来性がないと考
えて廃業を選択する前に、自社の将来の発展のために前向
きに検討をしていただきたいと思う。

出所：日本政策金融公庫総合研究所の調査結果を基にフロンティア・マネジメント作図

図表 事業者の後継者決定状況と業績実感

■ 悪い　■ やや悪い　■ やや良い　■ 良い

■ 事業をやめざるをえない
■ 事業を継続することはできるが、今のままでは縮小してしまう
■ 成長は期待できないが、現状維持は可能
■ 成長が期待できる

後継者の決定状況について（n＝4,104） 同業他社と比べた業績

今後10年間の事業の将来性
廃業予定
50.0%

未定企業
21.8%

時期尚早
15.9%

決定企業
12.4%
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再生トピック

消費財トピック

プロフェッショナル・サービス部
マネージング・ディレクター

横江 正三
Shozo YOKOE

立命館大学大学院経済学研究科修了。
税理士。みらいコンサルティング㈱な
どを経てフロンティア・マネジメント
㈱に入社。事業再生支援業務では14年
以上の経験がある。フロンティア・マネ
ジメントでは、再生型M&Aアドバイザ
リー業務、私的・法的整理での再生ス
キームの構築および実行支援に従事。

事業者の半数が廃業予定

　日本政策金融公庫総合研究所の調査によれば、後継者が
決定している事業者は全体の1割強にとどまる。また、全
体の5割の事業者は廃業を予定しており、そのうち、約7
割の事業者は同業他社より業績不振と感じている。また、
その廃業予定のうち約6割の事業者は、今後10年間の事業
の将来性に何らかの不安を抱えている（図表）。
　そのような業績不振で将来に不安を抱える事業者は、い
わゆる再生企業である。再生企業が事業承継を円滑に進め
るためには、業績改善も同時に進める必要があり、「戦略
の再構築ができる後継者の選定」を最初に実行しなければ
ならない。現社長の子息や従業員の中にそのような人材が
いれば良いが、いない場合は、M&Aによることが必要と
なる。

戦略の再構築による業績改善

後継者による戦略の再構築

　再生企業の場合、「業績改善を行ってから後継者への事
業承継を進めたい」という経営者が多い。その意図は、現
経営者から見ると後継者候補が未熟で、安定経営をしてい
る状況で引き継ぎたいという親⼼であったり、現経営者は
現在のような厳しい状況を乗り切った過去の経験もあるの
で、今回も自らがそれを行うべきという使命感からであっ
たりする。そのような意向は良いのだが、経営不振の状況
が数年以上など長期間にわたり、なかなか業績改善が成就
していないケースもある。このような場合、その業績改善

局面から、後継者候補が主体的に関わるべきである。
　ある地方の温泉旅館は、周囲に安価なビジネスホテルが
乱立していき、競争が激化、年々業績が悪くなっていた。
同旅館の子息は、海外留学をしてホテル経営やホスピタリ
ティを学び、帰国後も他のホテルや旅館で5年間修業を積
んでから帰郷、フロント業務から後継を始めた。客観的に
自社の温泉旅館を分析してインバウンド向けの対応が必要
と判断、インターネットやSNSを活用して海外からの集
客を増やし、それを受け入れる体制づくりを社内外に構築
していった。
　ある金物部品メーカーも後継者の関与が奏功したパター
ンだ。同事業者はかつて職人技の研磨技術に秀でていた。
そこで大規模な投資をして本社工場を新築したが、その後、
機械技術の進歩や、大口の販路であった国内家電メーカー
からの受注減により業績が悪化していった。同事業者の子
息は、製造拠点を海外へシフトさせ、国内はサンプル制作
と提案営業に特化して、国内家電メーカー依存体質から、
自動車、海外メーカーなど、販路を大きく広げていった。
　前者の温泉旅館では、後継者が温泉旅館の魅力について
外国人が高い関⼼を示していることに注目し、外国人を呼
び込むことで、自社のみならず、周囲の旅館、店舗など街
全体の賑わいを取り戻す発想を実行した。後者の金物部品
メーカーは、後継者が会社の技術力を十分理解して、他の
マーケットへの活用が可能なことを見出し、今までの待ち
姿勢の受注生産ではなく、新たなマーケットへ提案してい
くスタイルを構築していった。このように、それぞれの後
継者が、自らの会社の強みを理解し、それを生かせるマー
ケットへの切り替えを実行したのである。

M&Aによる戦略の再構築

　再生企業内に後継者がいない場合は、M&Aによる解決

再生企業の事業承継
国税庁の統計では、国内企業の7割弱が赤字企業と
いわれている。事業承継問題を抱えている企業にも、
足元の業績不振で厳しい経営状況となっている事業
者があるが、そのような事業者には、事業承継につい
て廃業など後ろ向きな姿勢のところが多く存在する。
本稿では、そのような業績不振企業（再生企業）がど
のように事業承継を果たすべきかを、成功事例を交え
て考察する。
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Overseas Report

中国高齢者産業の
現状とチャンス
中国では現在、高齢化が急速に進み、介護問題が顕在化し
ています。政府もこの問題を国家戦略としてとらえ、高齢者
産業への企業の参入を推奨する政策を打ち出しています。
本稿では、政府の方針と主要事業者の動向をお伝えします。

Frontier Management
（Shanghai） Inc.

季 欽欽
Ji Qinqin

60歳以上人口が
15歳以下を上回る

　2019年2月28日発表の中国国家統計
局の「国民経済と社会発展統計公報」
によると、2018年12月31日現在、中
国の60歳以上の人口が初めて0～15歳
の人口を上回り、総人口に占める割合
が17.9％に達したことが分かりまし
た。60歳以上の人口は、2013年に初
めて2億人を突破してから、わずか5
年間で約4,700万人も増加しました。
2050年頃には中国の高齢者人口は
ピーク値となる4.87億人、総人口の
34.9％を占めると予想されます。中国
が高齢化社会に突入し、高齢化がもた
らす課題が日増しに表面化しているの
は否定できない事実となっています。
　政府は2011年の中国「第12次五か
年計画」の綱要で初めて「在宅を基礎
に、コミュニティー（社区）を頼りに、
機構を支えとする」という高齢者サー
ビス体系の確立を目標に掲げ、社会に
おける高齢者サービスの確立を高齢者
事業における重要な柱と位置付けまし
た。2012年の『中華人民共和国高齢
者権益保障法』改訂版では、「積極的
に高齢化に対処する」とし、正式に国
家戦略レベルまで引き上げられ、その
後数年間で、高齢者関連の政策が次々
と打ち出されました。

高齢者産業への民間参入相次ぐ

　政策が牽引役となり、保険会社、不
動産、上場会社が、高齢者産業の様々

な分野に一気に参入しました。なかで
も泰康保険は地域、業種とも広範囲に
わたり、武漢、瀋陽、大連等の都市で
高齢者コミュニティー（社区）を展開
すると同時に、病院の買収を通じ、保
険、医療、介護の有機的な連携を急速
に進めました。
　不動産デベロッパーでは、碧桂園、
万科企業、緑地集団、保利集団といっ
た業界大手が、高齢者用コミュニ
ティー、マンションの開発により、高
齢者向け不動産業界へ参入しました。
　上場企業では、事業転換とバリュー
チェーンの拡大がメインであり、泰達
バイオによる上海睦隣の介護部門の買
収、宜華健康による親和源の買収など
が挙げられます。
　この大きな流れと同時に、政府も
PPPモデル（官民協力）で社会資本の
導入による地域の同産業の発展を奨励
しています。2019年1月時点で、確定
済みの高齢者関連の基本公共プロジェ
クトは58件で投資金額は437億元（約
7,000億円）に及びます。
　とはいえ中国の高齢者産業は全体的
にはいまだ発展の初期段階であり、多
くの解決すべき問題が存在します。例
えば、要介護高齢者に対する介護サー
ビス職だけで推計1,300万人の需要が
あり、専門介護スタッフは深刻な人手
不足となっています。またコミュニ
ティー（社区）内でも、高齢者が最も
関⼼を寄せる予防医療への投資はまだ
不足している状態です。さらに2018
年末時点での全国高齢者介護サービス

用ベッド数は746万床で、高齢者1,000
人当たりのベッド数は30床と、「第13
次五か年計画」の目標35～40床には
ほど遠い状態です。

高齢者産業の規制緩和が
さらに進む

　中国社会科学院の2016年の『中国
高齢者産業発展白書』によると、
2030年には中国の高齢者産業の市場
規模は13兆元（約208兆円）に達する
見通しで、同産業には巨大な発展の余
地があります。
　2019年2月19日、中国国家発展改革
委員会などの18部門が共同で『社会
領域における公共サービスの短所を補
い長所を強化して品質向上に力を入れ
て推進し、強大な国内市場の形成を促
進するアクションプラン』を発表し、
高齢者サービス市場が全面的に開放さ
れました。民政部は以前の養老事業許
可証制度を廃止し、許認可期間の短縮
により社会資本の参入を奨励していま
す。介護、用具、食品など高齢者の日
常サービスへの提供を考える企業に
とっては得難いチャンスと言えそうで
す。

中国現地レポート
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ASEANビジネス
格闘技編
日本進出も果たした格 闘 技 団 体 O N E 
Championshipから、ASEANの多様性と
次のビジネスチャンスを伺います。

ファイナンシャル・アドバイザリー
第2部　アジア室
アソシエイト・ディレクター

磯野 亨
Toru ISONO

シンガポールの格闘技熱

　筆者は昨年末にシンガポールに赴任
したのですが、住居より先にムエタイ（タ
イ式キックボクシング）のジムを決めま
した。十数年ぶりの格闘技再開に当たり、
昨年末話題になったキックボクサーが修
行したジムを知っており、プレミアムな
会費にもかかわらず即決しました。
　初⼼者向けですが1時間のクラスは
準備運動・ランニング・縄跳びそれぞ
れ5分間から始まり、サンドバッグへ
のミドルキック左右50本ずつ・飛び
膝蹴り・前蹴り2分間ずつと続き（既
に30分超経過）、とにかく体力勝負と
言わんばかりです。ミット打ち等が続
き、締めの筋トレでようやく終了。長
時間労働で錆びついた体では縄跳びで
脱落していたものの、最近は最後まで
耐えられるようになりました。
　これだけハードでも多い時には約
30人が1クラスに集まり、当地の格闘
技熱を感じます。会員は性別・国籍・
人種問わず多様で、女性の方が多い日
もあれば、春節期間もお構いなくオー
プンしていたり、スポーツ用ヒジャブ

（ムスリム女性用の身体を覆う布）の
方も目にしたりします。
　多様な会員を惹きつける特色とし
て、朝6時～23時まで多数のクラスで
のムエタイチャンピオンによる指導が
挙げられます。一般人のミットを持つ
トレーナーが実はレジェンドクラスの
チャンピオンであることが分かりいつ
も恐縮します。

ONE Championshipに見る
ASEAN発ビジネスの可能性

　同ジムを運営するのは、シンガポー
ル 本 拠 の 新 興 格 闘 技 団 体 ONE 
Championshipです。“The Home of 
Martial Arts”を掲げ、5,000年に及
ぶアジア各国固有の格闘技の歴史を強
みに、クリーンなヒーローの輩出を打
ち出しています。打撃・寝技ありの総
合格闘技（MMA）を中⼼に、ムエタ
イの試合も組まれます。2011年の発
足から7年強ながらMMA最高峰の団
体である北米UFCと勢力を二分する
とまで言われ、アジア各国の興業では
多くの会場で1万～2万人を集めてお
り、また138か国で放送されています。
日本でも、テレビ東京系での週1回試
合放映、今年3月31日の初の日本大会
開催、電通やAbema TVと提携し
Facebook等で広告が流れる等、目に
したことのある読者もいるのではない
でしょうか。UFC含む他団体から選
手を迎えているほか、ジムで見かける
チャンピオンや一般会員出身の選手の
出場等、好循環も発生しています。
　タイ出身のチャトリ・シットヨート
ンCEOは自身も長いムエタイ経験が
あり情熱的な人柄を伺えますが、意外
にもハーバードMBA卒です。またイ
ンド出身の取締役や、トップマネジメ
ントの一角（偶然にも当社シンガポー
ル人メンバーの学友）もやはりハー
バードMBA卒でPEファンド等投資
経験のある人物たちです。報道によれ

ば、2018年10月にシリーズDラウン
ドでセコイアキャピタルや当地の政府
系投資会社テマセク等から166百万米
ドルを調達（累計調達額は250百万米
ドル）しています。ただし、格闘技の
枠を超えF1のようなメジャーなス
ポーツプロパティを目指しており、か
つ「Facebookと同様、まずはリーチ
を増やす」方針で赤字は拡大し続けて
いるため、途中で力尽きるリスクはあ
るものの、あくまで将来への期待で資
金を惹きつけていると言えます。
　数年前までASEANスポーツビジネ
スは、インドネシアのマハカ・グルー
プを率いるエリック・トヒル氏が、長
友佑都選手も所属したサッカーのイン
テルを所有していた（その後中国企業
に売却）等、欧米スポーツに関与する
印象でしたが、ONE Championship
はASEAN発で世界に打って出る新し
い形を提示しているように見えます。
格闘技に限らず、今後もASEAN固有
の価値を持ちつつ、壮大なビジョンの
下、経営人材や資金を惹きつけるビジ
ネスが登場する可能性があるでしょ
う。このような機会を先んじてご紹介
できるよう、目を光らせていきたいと
考えています。

アセアン現地レポート

〈ONE Championshipの参照記事URL〉
https://variety.com/2018/biz/asia/the-one-championship-million-capital-injection-1202973503/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41715950V20C19A2000000/
https://www.forbes.com/sites/paulgift/2018/10/23/mma-finances-key-one-championship-financial-metrics-since-inception/#82ec0bf470ee
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フロンティア・マネジメントの関連会社であるFCDパートナーズの投資方針やその原
点などをつづる連載の第3回である。今回は前回までとは異なり、グローバリゼーショ
ンが進む一方で、インターネットサービスの充実や地産地消の進展により、ビジネス
のローカライゼーションも進んでいる状況に目を向ける。そのような中、本稿ではL

（ローカル経済中心）の企業が勝つための要諦を考察する。

Ｌ化（ローカライゼーション）の進展
　現在のエコノミー区分を語る際、グローバルエコノミー
の中で活躍する「Gの住民」と、ローカル経済を主とする「L
の住民」の間の分断を再認識する。端的に言ってしまえば、
中央と地方との「違い」である。
　GとLの割合を見てみると、実は、どんな国でも少なく
とも8割以上がLであろう。
　さらに、昨今は日本国内で売る白物家電を再び日本で作
る動きがある。大きい白物家電を中国でつくって、日本に
持ってきてもコストが合わない。さらに市場適応力の観点

（高付加価値化など）からも、地産地消つまりL化が進んで
いる。また、産業フェーズが知識社会に移り、設備型産業
からサービス型・情報型にシフトしているため、いわゆる
物理的なグローバル化はあまり意味がなくなっている。日
本にいながらにして世界のものが手軽に手に入る時代であ
り、物理的な移動そのものに価値のある旅行目的などを除
いて、仕事のために海外に行く必要性が急速に低下している。

地域経済ではＬはＧより強い
　このような背景の中、改めて、Lの企業を見てみたい。
人口減で地域経済は縮小し、経済のグローバル化で産業空
洞化が起こり、明るい未来はないと悲観論もあるが、それ
は必ずしも事実ではない。
　なぜなら、たとえ地域内に大手企業が参入してきたとし
ても、地域企業とはそもそものミッションが異なるからだ。
大手企業が地域内での収益優先で判断を行う傾向がある一
方で、地域企業はその継続性や安定性を追求する事が使命
である。地域企業は無理をして域外への進出などを行うよ
りも、自らの置かれている状況をしっかりと分析し、「見
える化」を行うことで、企業の永続性を高めることが十分
に可能である。赤字店舗を閉めれば良いというレベルでは
足らず、製品別、エリア別、顧客セグメント別など、様々
な角度で、自社の製品・サービスを分析し、その収益力を
細かく、とことん地道に分析するのである。これらの分析
がないと改善の方向性を見出すことができないが、筆者が
見てきた限りでは分析ができていない企業が驚くほど多い。

徹底した自社分析が勝ちにつながる
　これらの分析を通じて、伸ばすべきもの、切り捨てるべ
きものを明確にし、必要資金と必要時間を炙り出すことに
よって初めて、PDCAサイクルを設定する事が可能とな
る。分析内容を企業経営者、さらには地域経済の英知が結
集している地方銀行の方々と共有し、PDCAサイクルを
回したら、驚くべき効果が見えるはずである。
　企業に視点を移してみれば、今後は事業承継をはじめと
する様々な経営課題に直面するだろう。その局面で、「自
分で決められない」、「現場を知らない」など、様々な問題
を抱える経営者がおり、地方銀行の方々が打ち手の提案に
困っているケースも多々あるだろう。
　そうした時に思い出すのが、某地方銀行の「切れ者」常
務の「地銀の機能として、経営人材の育成、輩出もあると
考えている」との言葉である。素晴らしい姿勢である。我々、
FCDパートナーズも産業再生機構時代から培ってきた難
題を紐解くノウハウと、とことんやり抜くコミットメント
能力を活かし、積極的に地銀の方々と協働し、経営人材の
育成、輩出を積極的に支援したいと考えている。

【第 3回】

今、改めて
GとLを再検討すべきを再検討すべきを再検討すべき

投資家の
視点から

〈参考文献〉
『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』（松岡真宏・山手剛人 共著 日本経済新聞出版社 2017年）
『IGPI流 ローカル企業復活のリアル・ノウハウ』（冨山和彦・経営共創基盤 著 PHP研究所 2016年）
『メーカー再生入門―再建型私的整理とハンズ・オン投資の実務』（堀越康夫・松井清隆・佐藤俊材 共著 金融財政事情研究会 2006年）
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細かく、とことん地道に分析するのである。これらの分析
がないと改善の方向性を見出すことができないが、筆者が

FCDパートナーズ㈱　
投資事業部長　マネージング・ディレクター

堀越 康夫
Yasuo HORIKOSHI

早稲田大学第一文学部卒業。ロンドンビジネスス
クール（ファイナンスプログラム）修了。㈱ジャフコ
（英国駐在）、㈱産業再生機構（マネージングディレク
ター）、知的財産戦略ネットワーク㈱（取締役）、㈱経
営共創基盤（創業パートナー）などを経て、FCDパート
ナーズ㈱の投資事業部長就任。

FCDパートナーズ㈱　
投資事業部　ディレクター

泰永 大輔
Daisuke YASUNAGA

立命館大学経済学部卒業。中小企業診断士。㈱近
畿大阪銀行にて法人営業・官庁出向・本部での企
画業務を経験した後、フロンティア・マネジメン
ト㈱に入社。現在はFCDパートナーズ㈱に出向し、
投資先企業の価値向上に注力している。
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問い合わせ先
ビジネススクール事業推進室 FBS事務局（担当：高野）

〒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（受付5F）
TEL：03-3514-1387　FAX:03-3514-1301　MAIL：FBS_info@frontier-mgmt.com

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル 　 レ ビ ュ ー
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2019年 フロンティア・ビジネススクール
【春期講座開催】 5/14～6/28

経営参謀、後継者を育成する

https://www.frontier-mgmt.com/FBS/
パンフレットを

ダウンロードできます
フロンティア・ビジネススクールについてはこちらから

https://www.nikkeimm.co.jp/fbs/
受講のお申し込みはこちらから

フロンティア・ビジネススクールの
 「超・実践型」 教育モデル

■ 春期講座一覧

超・実践型の講義
●  “今”経営現場で起きている、講師が体験した
事例で学ぶ

●  グループ・ディスカッションで触発し、プロ
の解説で腑に落とす

●  総合的な経営判断力を育成する（経営学～法
務・会計）

超・実践型の講師陣
●第一線で活躍する現役コンサルタントが講師
●  テキストでは学べない、生々しい経営現場か
らの知見

●経営戦略の概論と実践
●戦略遂行

●既存事業強化
●新規事業参入

●コスト構造改革
●事業撤退

●M&A入門
●デュー・ディリジェンスの実務
●ディール・マネジメントの実務
●クロスボーダーM&Aの実務

経営戦略

経営管理 金融機関様向けコースも開催

経営戦略

●経営管理とコーポレートガバナンス
●組織の戦略的設計とマネジメント
●海外拠点・海外子会社管理
●戦略的コンサルタントの仕事術

6/14（金） ●現役コンサルタントが教える経営課題の「引き出し方」
 ●オーナー企業に対する事業承継・M&Aソリューション

7/12（金） ●局面毎の事業性評価

企業経営タイムトリップ
体験シリーズ

あの時、あなたならどうしたか？
●流通業編　●メーカー編　●コングロマリット編 
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I N F O R M A T I O N

PICK UP NEWS & TOPICS 2019.1~3

2019.1.5
毎日新聞の「栃木の平成」欄の「栃木レザー」の再生記事に、FCDパートナーズ㈱投資事業部長マネージング・ディ
レクターの堀越康夫のコメントが掲載されました。

2019.1.16 ラジオ番組J-WAVE「STEP ONE」に、当社シニア・アナリスト山手剛人が出演しました。

2019.1.28 日本経済新聞の「春秋」欄に、当社代表・松岡真宏のコメントが掲載されました。

2019.2.13
「FOOD TABLE in JAPAN 2019」のセミナーステージ「SMTS×日経イノベーションフォーラム」に、当社代表・松岡真
宏がパネリストとして登壇しました。

2019.2.22 「経済界」に、坂本孝「俺の」社長と当社代表・松岡真宏の対談記事が掲載されました。

2019.2.25
読売新聞の「百貨店　婦人服を縮小、カフェ・化粧品へ転換」記事に、当社シニア・アナリスト山手剛人のコメント
が掲載されました。

2019.3.06
「FOODEX JAPAN 2019」のイベントステージにて「中国ニューリテール　現地レポート」の演題で当社シニア・アドバ
イザー中村達が登壇しました。

2019.3.25
「東洋経済」の特集「ドンキの正体」に、当社代表・松岡真宏のコメントが掲載されました。また同誌の「今週のオ
ススメ！」欄に、当社代表・松岡真宏の著書「持たざる経営の虚実」の書評が掲載されました。

2019.3.28
「ダイヤモンド・オンライン」Webサイトに当社代表・松岡真宏の著書「持たざる経営の虚実」についてのインタビュー
記事が掲載されました。

　フロンティア・マネジメントは2019年2月、CFI（Corporate Finance International）に正会員として登録いたし
ました。
　CFIは欧州を中⼼として20か国にまたがり世界展開するM&Aファーム団体で、当社を含め17社で構成されます。
同団体の大きな特徴は、取引規模が数十億円から数百億円のクロスボーダーM&A案件に強みを持つ点です。
　当社は従来からCFIの準会員として活動してきましたが、今回のCFIへの正会員加盟により、これまで以上に欧
州を中⼼としたグローバルなM&A情報への能動的なアクセスが可能となり、強みの一つであるミドルマーケット分
野でのクロスボーダーM&Aの機能をさらに強化することを企図しております。
　これにより、皆様のご期待に、より広範な対応ができるようになると存じます。引き続きのご愛顧のほどお願い
いたします。

　フロンティア・マネジメントは業務執行機能の強化、効率化および迅速化のため、2019年4月1日付で、常務執
行役員の光澤利幸を専務執行役員に昇格する執行役員人事を実施しました。

　フロンティア・マネジメントは2019年3月1日付で、マネージング・ディレクターのジェームス・ホリウチがニューヨー
ク支店長に就任する人事を実施しました。

CFI（Corporate Finance International）に正会員登録しました

執行役員人事のお知らせ

ニューヨーク支店人事のお知らせ
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［ 問い合わせ先 ］

2019年4月26日現在

フロンティア・マネジメント株式会社
本　社 〒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（受付5階） TEL.03-3514-1300㈹ FAX.03-3514-1301

◦コンサルティング第1部【流通・金融・サービス業等のコンサルティング】 TEL.03-3514-1322

彦工 伸治　執行役員　コンサルティング第1部長 s.hikoe@frontier-mgmt.com

矢島 政也　執行役員　コンサルティング第1部長 m.yajima@frontier-mgmt.com

近藤 俊明　マネージング・ディレクター t.kondo@frontier-mgmt.com

◦コンサルティング第2部【消費財・産業財の製造業のコンサルティング】 TEL.03-3514-1320

林 浩史　マネージング・ディレクター h.hayashi@frontier-mgmt.com

本橋 陽介　マネージング・ディレクター y.motohashi@frontier-mgmt.com

中村 達　シニア・アドバイザー　コンサルティング第2部 兼 事業開発部 t.nakamura@frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第1部【M&A・組織再編等アドバイス及び事業承継コンサルティング】 TEL.03-3514-1321

光澤 利幸　専務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

阿部 敬　執行役員 ta.abe@frontier-mgmt.com

安積 正和　マネージング・ディレクター m.azumi@frontier-mgmt.com

小田部 馨　マネージング・ディレクター k.otabe@frontier-mgmt.com

荻村 昇二　マネージング・ディレクター　事業承継コンサルティング室長 s.ogimura@frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第2部【クロスボーダー（英語圏）を含むM&A・組織再編等アドバイス】 TEL.03-3514-1381

光澤 利幸　専務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

長森 洋志　マネージング・ディレクター h.nagamori@frontier-mgmt.com

五十嵐 幹直　マネージング・ディレクター m.ikarashi@frontier-mgmt.com

◦経営執行支援部【経営執行支援業務】 TEL.03-3514-1323

西田 明徳　常務執行役員　経営執行支援部長 a.nishida@frontier-mgmt.com

長谷川智之　マネージング・ディレクター t.hasegawa@frontier-mgmt.com

舟橋 宏和　マネージング・ディレクター h.funahashi@frontier-mgmt.com

◦ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部【アライアンス構築・危機管理対応・ベンチャー企業支援】 TEL.03-3514-1388

佐伯 俊介　マネージング・ディレクター　ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長 兼 ヘルスケア室長 s.saeki@frontier-mgmt.com

◦プロフェッショナル・サービス部【事業再生・各種制度関連アドバイス】 TEL.03-3514-1325

竹下 薫　マネージング・ディレクター k.takeshita@frontier-mgmt.com 

中村 吉貴　マネージング・ディレクター yo.nakamura@frontier-mgmt.com

横江 正三　マネージング・ディレクター　大阪支店 s.yokoe@frontier-mgmt.com

◦事業開発部【主として金融法人向けクライアント・リレーションシップ】 TEL.03-3514-1324

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

鳥居 龍一　マネージング・ディレクター　長野支店長 r.torii@frontier-mgmt.com

中村 達　シニア・アドバイザー　コンサルティング第2部 兼 事業開発部 t.nakamura@frontier-mgmt.com

◦産業調査部【主として産業調査業務】
栗山 史　執行役員　産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

村田 朋博　執行役員 t.murata@frontier-mgmt.com

福田 聡一郎　シニア・アナリスト s.fukuda@frontier-mgmt.com

水野 英之　シニア・アナリスト h.mizuno@frontier-mgmt.com

山手 剛人　シニア・アナリスト t.yamate@frontier-mgmt.com

三浦 充美　シニア・アナリスト a.miura@frontier-mgmt.com

長野支店 〒380-0824  長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル3階 TEL.026-269-8033㈹

鳥居 龍一　マネージング・ディレクター　長野支店長 TEL.03-3514-1406 r.torii@frontier-mgmt.com

大阪支店 〒541-0045  大阪府大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル4階 TEL.06-7220-4404㈹

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 TEL.03-3514-1319 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

［ 海外 ］

フロンティア・マネジメント株式会社　シンガポール支店 【ASEAN】

80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Level 36-29, Singapore 048624 TEL.+65-6248-4885㈹ FAX.+65-6248-4531

光澤 利幸　専務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

アルドリック・ハウ　マネージング・ディレクター a.how@frontier-mgmt.com

フロンティア・マネジメント株式会社　ニューヨーク支店 【米国】

250 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10177, United States of America TEL.+1-212-572-6410㈹

ジェームス・ホリウチ　マネージング・ディレクター　ニューヨーク支店長 j.horiuchi@frontier-mgmt.com

Frontier Management （Shanghai） Inc. 【中国】  《100％子会社》
上海市静安区南京西路1717号会德豊国際広場42階4212室 TEL.+86-21-80286036、+86-21-80286037、+86-21-80286038

中村 達　総経理 t.nakamura@frontier-mgmt.com

［ 関連会社 ］

FCDパートナーズ株式会社
〒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（4階） TEL. 03-6685-3591㈹

堀越 康夫　マネージング・ディレクター　投資事業部長 y.horikoshi@fcdpartners.com
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