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「もっと働け、もっと産め」以外に女性の力を

活かすには 

有閑マダムがキレイになれば、日本経済は成長する 

2013年 6月 6日（木）  上山 信一 

 

 

 この連載では、私たちの日常生活に身近だがあまり話題にならない業界の戦略を考える。著者・

上山信一（慶應大学総合政策学部教授）は元マッキンゼーのコンサルタントである。今回の連載は、

湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）の上山ゼミ（経営戦略）で、学生たちが調査・研究した結果をもとに展開

する。学生チームは、業界誌を読み、東西奔走してインタビューを行い、細かなデータを組み合わせ、

業界の構造分析をした。地道な作業を経て、どんなに地味な業界にも必ずイノベーションの余地が

あり、"ブルーオーシャン"への道があることがわかる。 

 今回連載の対象業界は 3 タイプある。まず、成長分野と言われながらも、ビジネスモデルがあまり

見えていない業界である。美容業界、ペット業界などだ。 

 2つ目は、底堅い需要がありながら、デフレの中で利益を得にくい食品業界。これは冷凍食品、ヨ

ーグルト、おにぎり、パンのような日用品とワインやチョコレート、ミネラルウォーターのような嗜好品

に分かれる。 

 3つ目は、誰もが見たことがあるものの「こういう商売って、どうやって成り立つのだろう」と素朴に

思う業界である。たとえば花屋、歯医者などだ。 

 私たちのゼミでは、この 2、3年でおよそ 30の業界を見てきた。その中から、ビジネスパーソンにと

って新しい発見となるような事例を紹介したい。 

* * * * * * * 
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 世はアベノミクスに湧いている。経済政策のほかにも、第 2次安倍内閣の打ち出す政策には興味

深いものが多い。育児休暇 3年などの概要を見るだけでも、安倍政権は若い女性に注目し、彼女た

ちの力で日本を活性化しようと、考えていることがわかる。 

 しかし、このアベノミクス型女性支援策には、ひとつ見落としている、大きく残念な視点がある。支

援策が「対象外」としているミセスたちの旺盛な消費パワーだ。彼女たちにもっといい気分になって

お金を使ってもらい経済に貢献してもらえないだろうか。 

日本が生かし切れていない 3大アセット 

 たとえば、子育ての終わった女性たち。とりわけ、都市に暮らす富裕層の、いわゆる「有閑マダム」

に注目したい。筆者は、彼女たちが昼下がりのレストランで延々と会話を続けるのを見るにつけ、彼

女たちのあり余る時間、そして若い女性よりも確実に持っているはずのお金――ちなみにこの 2つ

は、日本が生かし切れていない 3大アセットのうちの 2つである。残りの 1つは政府が所持する不

動産だ――を、日本の GDP（国内総生産）拡大に生かせないかとしみじみ思う。 

 そこで我々、慶應上山ゼミの学生チームは、安倍内閣の依頼を受けることなく（笑）勝手に、この

層のポテンシャルに注目した。そして、1つの重大な結論を導き出した。「有閑マダムがキレイにな

れば、日本は経済成長する」と。わが日本国は、中年以上の女性を対象とした「美容市場」の開拓

を国家戦略課題として捉えるべきである。その結論に至った経過を説明しよう。 

 チームはまず、子育てが終わった女性たちが何にお金を使うか調べてみた。いささかステレオタイ

プだが、まずは、孫だ。そして、ペット。次は、セサミン、グルコサミンなどの健康食品である。 

 彼女たちは大きなモノは余り買わない。ものづくり至上主義の男性たちとは違う。彼女たちは日頃

から家にいるので自宅の狭さもよく知っている。 

 女性はむしろ、リア充（リアルで充実）を求めて“体験”に走る。レストランでおいしい料理を味わっ

たり、海外を旅したり、ろくろを回したりといったことである。唯一の例外は、高額な海外ブランド品だ。

だが、こういう消費はフランスの鞄職人の雇用には貢献しても内需拡大にはつながらない。 

 彼女たちはバブルも体験し、お金の使い方をよく知っている。彼女たちにはできるだけ国内でもっ

とたくさんの"体験消費"をしてもらいたい。そして日本の内需拡大に一役かってもらいたい。 

ワクワクしたい女性たち 

 なぜ彼女たちは、国内でお金を使わないのか。それは、「素晴らしくてワクワクさせてくれる」、「こ

れにならお金を使いたい」と思う対象が、孫とペットと健康のほかに存在しないからである。 



 だが、実はもう 1つある。美容市場だ。実は、「美容市場」という概念はこれまで存在しなかった。

美に関わる市場は、化粧品、アパレル、美容院など、個々に別の市場と捉え、分析されてきたから

だ。 

 しかし、これらはいずれも、「もっと美しくなりたい」「いつまでもきれいでいたい」という女性の普遍

的な欲求に支えられた産業である。この美容市場が彼女たち（顧客）の真のニーズを真剣に考え直

せば、年齢を重ねた彼女たちも、再びそこにお金を使うはずである。 

 そこで我々チームは、まず、美容市場を整理することから調査を開始した。 

 幅広い市場の構造をどう解析するか。私たちは、まず市場を首から上と下に分けた。さらにお金を

使ってから効果が出るまでの時間を考慮して市場を分析してみた（セグメンテーション）。 

 2次元の直交座標系をイメージしていただきたい。縦軸は女性の身長を表し、原点は首とする。横

軸は時間である。処置を施してから効果が現われるまでの時間を y軸にとる。 

 

（注）全体で約 12兆円、象限の大きさは市場の実際の大きさに比例するが、象限の中の細目区分は比例しない。 

 「首から上」で「効果が遅く出る」、グラフの第 1象限に属するのは、ヘアケアである。 

 「首から上」で「効果が早く出る」、グラフの第 2象限に属するのは、化粧品や美容院である。 

 そして「首から下」で「効果が早く出る」、グラフの第 3象限に属するのは、アパレル、そしてネイル

サロンである。 

 「首から下」で「効果が遅く出る」、グラフの第 4象限に属するのは、フィットネスである。健康食品

の類もここへ入れていいだろう。 



 なお、首から上にも下にも関連するものもある。そのうち効果が早く出るのが美容整形、遅く出る

のが美容家電とエステ・スパである。 

 全体をまとめると、産業規模は 12兆円。決して少なくない数字だ。 

ビジネスチャンスは顔と頭に 

 このうち、首から上が3.5兆円市場、そして首から下が8.5兆円市場である。女性の平均頭身が6.8

であることを考慮すると、ビジネスチャンスは顔と頭に偏っている。 

 ここで、もう 1つの評価軸を導入する。単価である。私を含めたオジサンたちは、化粧品や美容整

形は高価だとは知っているが、どのくらい高いかまではよく知らない。ここでは1日あたり単価を見て

いく。詳細は図を参照されたい。 

 化粧品の一式単価は約 2万 7700円と高い。しかし、それで 3カ月間使えるとなると、1日あたりは

307円となる。これは、お酒の 300円／日、タバコの 460円／日と同等である。ちなみに美容院は

253円／日で酒やタバコより安い。化粧品や美容院をムダと捉えるならば、酒やタバコはもっとムダ

だと言わざるを得ない。 

 

（注）化粧品は 27,700円を 3 ヵ月で、美容院は 7,605円を 1 ヵ月で、エステは 20万円を 6 ヵ月で使ったと想定して算

出した。 



 日割り平均単価が圧倒的に高いのはエステ・スパで 1111円／日。一方、男が好きな車は 1074円

／日である。エステ・スパをムダと捉えるのなら、車も同じくらいのムダである。 

 どうやら、日々酒を飲み煙草を吸い、車を所持する男性は、日々化粧をし美容院へ足繁く通い、さ

らにはエステ・スパも使う女性に対して「化粧品は割高。美容院も割高。エステはもっと割高。それに

比べれば俺の酒代タバコ代、車の購入費なんて安いもの」なんて批判は絶対にできないようだ。 

効果が分かりやすい健康系に興味が移る 

 美容市場の全体像が見えてきたところで、我々チームは"後発 3産業"の存在に気付いた。すなわ

ち、エステ・スパ、ネイルサロン、そして美容整形の 3つである。同時に我々は、化粧品、美容院、ア

パレルを"先発 3産業"と位置づけた。これらはすでにプレイヤーが多く、飽和している。先発に比べ

ると"後発 3産業"は、まだまだ開拓の余地が残されているからだ。 

 まず、エステ・スパである。金額が大きく、単価は群を抜いて高い。しかし、産業としての成長は鈍

っている。2008年を境に市場規模は小さくなっている。癒し系のアロママッサージなどに顧客を奪わ

れたのかも知れない。リーマン・ショックとの関係もあるのかもしれない。 

 だがインタビューを重ね、また調査データを見て思うのは、結局のところ、エステ・スパの効果はな

かなか見えづらく、消費者の満足度が必ずしも高くないということだ。これに比べると昨今ブームの

セサミン、グルコサミン、コラーゲン、マクロビオティックスなどは少なくとも効果がはっきりと説明され

ている。これら健康食品系へと興味が流れているのかも知れない。 

 だが、それでも、エステ・スパは客単価が群を抜いて高い。時間とお金のある女性たちをうまく誘

導できるしかけを作れれば、エステ・スパはブルーオーシャンになるだろう。 

まだ「お子様向け」のネイルサロン 

 次に、ネイルサロンである。これは急激に伸びている市場である。ネイルを施すだけでなく、グッズ

販売、ネイル教育などの分野もあり、いわば「たかがツメ、されどツメ」とも言うべき広がりを見せ始

めている。 

 ただし、顧客が若い。50代の利用率はほぼゼロである。ネイルサロンはまだまだお子様向け（失

礼）なのだ。より年齢の高い女性を取り込み、単価を上げていくには、2つのアプローチがある。 

 1つは高級ネイルサロンである。エルメス、シャネルなどのメゾンブランドと提携し、大人の女性に

ふさわしい雰囲気を創出できないか。たとえば、ブランド製品を購入した顧客に、自社ブランドや提

携先のネイルサロンを紹介できるのではないか。 



 もう 1つは、ネイル施術者の年齢層を上げることである。若い女性はネイルサロンで、同世代の施

術者にツメを美しくしてもらいながらいろいろとおしゃべりするプロセスを楽しむ。話が合うのはやは

り同世代の同性だ。中高年の施術者が増えれば、自ずとミセスのお客も増えるだろう。 

 ネイルサロンは、施術を受ける側が服を脱ぐ必要も、シャワーを浴びる必要もない。手軽な存在で

ある。接触頻度も多く、おしゃべりする時間も適度な長さだ。施術者経由の口コミで、エステ・スパ、

あるいはこれから述べる美容整形へと顧客を誘導する仕組みも考えられ、可能性はとても大きい。 

 さて、その美容整形である。人口あたりの手術数は世界各国と比べ決して多いとは言えない。しか

も業界は国内では低迷し続けている。明るいニュースは、2010年にたまたま施設数が前年比で

150％と急伸を示したことくらいだろう。 

 

出典：ISAPS Procedures Study Results 

 なぜか。調査の結果わかったことは「怖い」「やり過ぎるのはちょっと」という女性たちの意見である。

どうやら市場として成長していく上での壁は、人々の心の中にあるようだ。 

まずはニキビの治療で、美容整形になじんでみる 

 これを打破するのはたぶん少女時代からの教育である。教育を通じて、美容整形外科は安全だし、

決して縁遠い存在ではないというイメージを確立するべきだ。 



 たとえば、思春期のニキビ。手近な洗顔フォームや薬剤で治すことが多い。皮膚科医に通う人もい

るが、美容整形で一度の手術で治す方法もある。そうした方法を社会的に認知してもらったらどうか。

美容整形外科医が、女子高などの校医と提携するなどの道を探れないだろうか。 

 エステ・スパ、ネイルサロン、美容整形の後発 3産業に中高年女性の目が向き、お金を使うように

なれば、新たな雇用創出につながる。しかもエステティシャン、ネイル施術者は主に女性である。美

容整形外科も、部位によっては女医が多い。 

 ということは後発 3産業が成長すると、女性の雇用も増える。 

 ちなみに先発 3産業は実はけっこう男の世界である。化粧品の開発の多くは男性が行っている。

アパレル業界も男性が多い。そして今はあまり聞かれなくなった言葉だが、カリスマ美容師も大半が

男性だ。 

 これに対して、後発 3産業は「女性の、女性による女性のための産業」である。体に触れる対人サ

ービス業なので同性の方が好まれやすいようだ。これらは地域に密着した産業なので地元の雇用

増や経済に貢献する。しかも中高年の女性が若いエステティシャンにかかれば、世代間の所得移

転にも寄与する。美容産業は身近な地域再生、成長産業といえるのではないか。 

 では美容市場をどう成長させていくか。まずは、ネイルサロンのような金銭的・時間的敷居の低い

場へ中高年の女性を呼び込む。そして、より高額のエステ・スパ、美容整形に導いていくのがよい。 

資生堂やたかの友梨グループがもっと頑張れないか？ 

 さらには、美容市場の先発 3産業もここへ組み合わせることができる。 

 どういうことか。 

 現在は、髪をキレイにする相談は美容師に聞き、顔については化粧品はメーカーの美容員に聞く。

そして、首から下はアパレル店員やファッションコーディネーター、スタイリストに相談するしかない。

要はノウハウが分断されている。しかし、消費者側の立場にたつと、これらを分ける必要はない。こ

れらを束ねて「その服にはこのメイクを合わせるのがおすすめ」「美しい髪の毛をアピールするには

この化粧品」と助言する、フレンチにおけるソムリエとのマリアージュ的な、あるいは資産形成にお

けるフィナンシャルプランナー的存在がいると、ありがたい。つまり、"ビューティープランナー""美容

ソムリエ"といった職業が考えられないか。美容市場の大手プレーヤーである資生堂やたかの友梨

ビューティ―クリニックに期待をしたい。 



 

 このアドバイザーの仕事もまた、女性に向いた職業にちがいない。これからの時代、女性をテコに

経済を成長させるとは、おそらくこういうことではないか。政府は、女性が大事だというのなら、もっと

仕事をしろ、もっと子どもを産めと掛け声をかけるばかりではだめだ。また若い女性に注目しすぎだ。

ミセスを含めた女性全体の消費促進につながり、またそのことがさらに女性の雇用を産み出す政策

を考えるべきだ。今のアベノミクス型女性支援策には、こうした視点が足りない。女性がより楽しく、

より美しく、明るくすごせる世の中をつくる。それが経済活性化にもつながるといった視点がほしい。 

（注）なお、このレポートは慶応ＳＦＣキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2012年春学期に行った「美容市場

分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは塚田光、齋藤友美子、平原玲の 3名である。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析して見

方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、ニッポンの

「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130605/249196/?leaf_bn 

 

 

「コンビニおにぎり」の怠慢から見える日本人

の失われた 20年 

朝食市場、コンビニの社会的使命は「国民の健康増進」だ 

2013年 6月 13日（木）  上山 信一 

 

 

 この連載では、私たちの日常生活に身近なのにあまり話題にならない業界の構造分析を紹介す

る。著者・上山信一（慶應義塾大学総合政策学部教授）は元マッキンゼーのコンサルタント（共同経

営者）である。今回の連載は、湘南藤沢キャンパス（SFC）の上山ゼミ（経営戦略）で、学生たちが

日々、額に汗を流して調査・研究した結果を下地にしている。私たちのゼミでは、この 2、3年でおよ

そ 30の業界を見てきた。その中から、ビジネスパーソンにとって新しい発見となるような事例を選ん

で紹介したい。 

 まず、最初に筆者から質問をさせていただきたい。読者は今朝、何を召し上がっただろうか。そし

て、どこで。 

95％が自宅で朝食をとり、4分の 3は 15分未満で終わる 

 従来、食品産業は、肉・魚・野菜など、食材の切り口、あるいは、外食・中食・内食など、＜食事の

場×調理者＞の切り口から分析されることが多かった。しかし、＜朝食・昼食・夕食＞というタイミン

グを切り口とする分析はあまり見られないのではないか。中でも朝食は地味で、話題となることは少

なかった。しかし、試算すると年間で計 7兆 4000億円もの大きな市場で、食事市場全体の約 1割を

占めるとわかった。 

 まずデータを立て続けに紹介しよう。 

 パン派とご飯派の比率は、パン派が 45.6％、ご飯派は 38.1％。残りはその他。 

 朝食を取る場所の比率は、自宅が約 95％、職場や学校が約 3％、外食はわずか 1％という状況で

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130605/249196/?leaf_bn


ある。人々が朝食にかける時間については、5分未満が約 1割、15分未満までひろげると、全体の

4分の 3に至る。朝食市場は、忙しい市場なのである。 

 

出典：ハピ研（アサヒグループ） 

 

出典：メルリンクス 

 そして、最後に悲しい知らせだ。朝食市場は縮小し続けている。朝食を採らない人が年々増えて

いるのだ。現代の男性の約 14％、女性の約 11％が朝食を食べていない。「これだから最近の若い

者は・・・」と言いたくなるあなた、ちょっと待っていただきたい。それは早計というものだ。 



 

出典：厚生労働省「国民健康･栄養調査」 

 興味深いことに、若者だけでなく中高年の朝食の欠食率も増えている。 

 もう 1つ、興味深いデータがある。人々が朝食を採らない理由を調査したものだ。第 1に食欲がな

い。第 2に時間がないというものだ。現代人は夜遅くまで活動し、それに合わせて食事をしている。

だから朝になってもおなかが空かないのだろう。そのほか一人暮らしで作ってもらえず面倒くさいと

いう理由もあった。 

 

出典：メルリンクス 



 

出典：メルリンクス 

健康にも食品業界にも良くない朝食市場の衰退 

 今後は中高年を含めて、一人暮らしが増えていくだろう。そうなると、朝食の欠食率はますます上

がるのではないか。かくして、朝食のマーケットはますます小さくなっていく。これは、食品業界にとっ

て良くないニュースだ。また、我々の健康にとっても、たぶん、良くないニュースだ。 

 もっとも、政府もこの状況に手をこまぬいていたわけではない。農林水産省は 2006年から「めざま

しごはんキャンペーン」を展開していた。これは「脳活」をキーワードに、2010年までに、20代、30代

の朝食欠食率を 15％以下に留めようというものだった。しかし、残念なことに目標を達成できなかっ

た。 

 「バナナモーニング」という、朝食にバナナを食べることを推進する啓蒙活動もあった。しかしこれ

も不発に終わった。そこでチームは、アンケートとインタビューを通じて、人々がなぜ人は朝食を食

べないのか、理由を深掘りすることにした。食べない原因を除去すれば、人はもっと朝食を食べるか

もしれないと考えたのである。 

 チームが着目した要素の第 1は、「時間がかからない」ということである。待ったり、買いに行ったり、

並んだりせずに素早く食べたい。 

 2つ目は「手間がかからない」ことだ。調理はもちろん、人々は蓋を開けるのも手間がかかると嫌

がることがわかった。もちろん手が汚れるのも嫌だ。 

 そして「飽きない」ことだ。いくら忙しい朝でもいつも同じでは、ちょっとね。 



 その上で、我々チームは、朝食に求められる食品特性を考えた。朝食に期待したいのは腹持ちだ。

サラダだけ、ソーセージだけでは心許ない。そこで柱にはでんぷんを据え、それに何かを添える形

を考えることにした。さてコアになるでんぷんに何を選ぶべきか。 

 やはり米、パン、シリアルの 3つが有力だろう。そこで、チームはこの 3つの既存商品の問題点を

洗い出し、魅力度を高める方法を考えることにした。具体的なメニューの改良にも乗り出し、試作品

も作ることにした。キーワードは「時間がかからない」「手間がかからない」「飽きない」という 3つだ。

とりわけ 15分以下で食事を終える人が全体の 75％以上という事実を重視した。おそらく家での調理

は受け入れられない。また、外食産業の活躍の余地もあまりなさそうだ。 

強力な業態、コンビニやキオスク 

 そこで強力な業態として立ち上がってきたのが、やはりコンビニとキオスクだった。 

 さっそくコンビニで売られる米、パン、そしてシリアルを評価することにした。まずは米、つまりおに

ぎりからだ。 

 コンビニの朝食市場で、過去に起きた最大のイノベーションは、コンビニおにぎりの登場だ。私たち

はコンビニでおにぎりを買うのを当たり前と考えているが、そもそもコンビニが登場したのは 1974 年。

おにぎりが販売されたのは、その４年後の 1978年のことである。それまでは誰も、コンビニでおにぎ

りが買えるとは考えていなかった。おにぎりは、あくまで家庭で作られるものだった。 

 余談になるが、おにぎりの歴史は古く、その原型は、約 1000年前に生まれている。そして海苔で

巻くというスタイルが発見されたのは、1800年代後半だ。 

 さて、コンビニおにぎりの第２のイノベーションが 1998年頃に起きている。センター・カット・タイプの

おにぎりの登場だ。要するに、真ん中がパカッと割れるあれである。これにより我々は、手を汚さず、

パリパリの海苔の食感を楽しめるようになった。 

 しかし、それから早 15年が過ぎた。その間、コンビニのおにぎりには大きなイノベーションは起きて

いない（ちなみに新タイプの具はイノベーションの名には値しないと考える）。本当にこれでいいの

か？チームはさっそく改善余地がないか、チェックすることにした。 

1. ボリュームと大きさ。今のコンビニおにぎりの量とサイズは妥当か。 

2. 形。スタンダードとなっているあの三角形や球形は、果たして理想形なのか。 

3. 温度。冷たいおにぎりは美味しくない。なんとかならないのか（衛生上の都合はわか

るが）。 

4. 栄養バランス。これはおにぎりだけで食事を済ますとき、常に頭をよぎる問題だ。 



 さっそくチームは、コンビニおにぎりに関するインタビューを行った。そこで得られた主要なコメント

は次の通りであった。 

コンビニのおにぎりは、女性には難点が多すぎる 

 「大き過ぎる」。これは、女性が口を揃えて言ったことである。大きく口を開けておにぎりを頬張る姿

は、他人に見られたくない。そして、大き過ぎるために色々な種類を食べられない。女性の場合、お

にぎりは 1つで十分という人も多い。すると、味は 1種類しか楽しめない。塩むすびやつくね、チャー

ハンなど、新商品が次々登場するにもかかわらずだ。 

 さぞかし無念だろう。男性でもせいぜい 1食あたり最大で 3つだ。いろいろ試したいと思うと、つい

食べ過ぎてしまう。売上増を狙うコンビニの陰謀かと疑いたくなる瞬間だ。あと女性は「海苔が歯に

付くのがイヤ」だという。歯につかないタイプの海苔の開発が待たれる。そして一様に出たのが「喉

に詰まる」。できれば、何か汁物と一緒に食べたい。特に味噌汁と一緒に食べたいという声が多い。 

 こういった声を受け、チームは、愚直に６タイプの試作品を作ってみた。おにぎりなら、学生でも試

作品が作れるのだ。その上でさらに試作品を点数をつけて評価してみた。評価の軸は、量、形状、

温度、健康・栄養、飽きないかどうか、手間、価格、腹持ちの８つである。そして現行のコンビニおに

ぎりと６つの試作品のそれぞれに関して、各項目毎に 3点満点で評価した。 

 



 

 その結果、現行のおにぎりは最下位の 18点となった。 

 最高得点の23点を得たのは、「串おにぎり」だった。たとえば海外のリゾートや上野のアメ横では、

串に刺したフルーツを売っていて、歩きながらでも食べられる。あれをヒントに、たこ焼き大の球状の

おにぎりを、3つほど串に刺す。味は 3つとも違う。そして温めて出す。コンビニのレジの脇にはフラ

ンクフルトなどを入れる温ケースがある。そこに同居させてもらうのだ。 

 ２位の 22点を獲得したのは、「おにぎりセット」である。形は、からあげクンを模している。あのケー

スに、異なる味の小さなおにぎりが数個入っている。カトラリーは爪楊枝である。これも、例の温ケー

スで販売する。 

 なお、その他の試作品のアイディアについて少し補足する。「ちぎりおにぎり」とは、ミスタードーナ

ツのポン・デ・リング型、あるいはチョコモナカジャンボのような、小さくてちぎりやすいおにぎりのこと

だ。余談になるが、俵型のおにぎりがくっついてぎっしり詰められた弁当があるが、あれにはなんの

意味があるだろう。結局は箸を使わないと食べにくい。おにぎりの長所を殺しており、おにぎりである

理由がない。 

 また「ホットおにぎり」とは、味噌汁のカップの上を蒸し器に見立て、おにぎりをセットするものだ。コ

ンビニには、おでんという汁物を扱ってきた実績がある。その気になれば実現可能ではないか。 

 現行のおにぎりが 18点であることはすでに述べた。６つの試作品はすべてがそれを上回った。試

作品の実現可能性はさておき、既存のコンビニおにぎりには、改良すべき余地がかなりあるのでは

ないか。 

 チームはさっそく大手コンビニ企業の経営幹部にこの話をした。ところが、我々のアイデアはあまり

歓迎されなかった。彼ら（おじさんたち）が言うには、おにぎりは朝食だけでなく、昼食としても食べら

れる。そこでのメインターゲットは外で働く男性なので、大きい方が喜ばれる。また、車で移動する人

が多いので、買ったときは冷たくても、車の中で適度に温まる、などなどである。 



コンビニはいつまで、あの場所でおでんを売るのか 

 どうやら、コンビニの経営幹部の男性たちは、都心で働く女性、あるいは女子学生のニーズを、あ

まり考慮していないようだ。チームは怒りに震え…というのはまったくの冗談だが、もしかしたらコン

ビニ業界は一見、斬新なようでいて、もはや守りに入っている「オジサンたち」の世界なのではない

か。「いやいや、女性向けの商品開発もしています」という心の声が心の耳に聞こえてくる。しかし、

コンビニの女性向け商品開発は、スイーツに集中してはいないか。これも「女はスイーツだろう」みた

いな、オジサンの発想ではないのか（しつこいが…）。 

 もしかしたらの話だが、イノベーションを忘れたニッポンのコンビニおにぎりの現状は、成熟し、安

定寡占状態に入ったコンビニ業界の経営努力のなさを象徴する現象ではないのか（言い過ぎたらご

めんなさい）。求める声はあるのに、イノベーションが起こる兆しが見られないのだから。 

 ところで本題からは外れるが、コンビニはいつまでレジのそばでおでんを売るのだろうか。あそこ

で温められて売るものは、はたしておでんでいいのだろうか。あの場所、あの機能を別の用途に使

えないのか。そしてそれが新しい朝食市場を開くことにならないのか。 

 コンビニ各社は、ぜひ、女性を中心とする「おにぎり刷新プロジェクト」を発足させ、まずは都心の

気の利いた店などで、イノベーティブなおにぎりを販売してほしい。そして、日本の女性の朝食欠食

率を下げ、健康状態を良くしてもらいたい。大げさかもしれないが、これはコンビニが果たすべき社

会的使命の 1つだ。 

 続いて、パンである。おにぎりに比べると、パンはこれまで果敢にイノベーションを重ねてきている。 

 パンの歴史も実は古い。パンは 1543年に日本に上陸した。長く不遇の時代を過ごしたが、転機は

300 年後の明治期にやってきた。木村屋のあんパンである。それを機に、日本のパンは、菓子パン、

総菜パンへと、独自の進化を遂げた。 

 そして戦後、学校給食にコッペパンが導入されて、パン食はさらに広く普及した。 

パン業界のイノベーター、山崎製パン 

 ところで、朝食のパンと言えば、普通はトーストだ。しかし、ふにゃふにゃの白いパンをわざわざ固

くして、そこにバターを塗って食べるという行為は、とても面倒だ。これは朝食に時間や手間をかけ

たくないという人々の意志に反する。それを考えメーカーは、サンドウィッチや菓子パンを開発した。

また、街のパン屋という新業態を創り出し、そしてコンビニでも売っている。 

 朝食市場に於けるパン食の比率は、米食を上回っているとすでに述べた。それもむべなるかな、

パン業界は着々と手を打ち続けてきた。パンには、朝食こそが主戦場という意識も強い。昼食や夕

食の市場では苦戦を強いられる。だからこそ、朝食に注力してきたのだろう。 



 なかでもイノベーターは山崎製パンだ。とりわけランチパックは最大級のイノベーションだ。古典的

な食パンにも、ふわふわやモチモチ、胚芽入りなど、さまざまな工夫を凝らし、消費者を飽きさせな

い。 

 大手だけではない。店頭で手作りパンを焼いて売るアンデルセンのような形態もまた、イノベーシ

ョンだ。さらにマクドナルドなどのハンバーガー店も新業態のリストに加えていい。こうして比較して

みると、パンはすごい。米と戦うために次々とイノベーションに挑んできた。努力を怠り、進化が止ま

ったかにみえるコンビニおにぎりとは対照的だ。 

 ところが、朝食市場においてコンビニおにぎりよりももっと努力を怠っているものがある。シリアル

だ。シリアルの歴史も古く、日本にやってきたのは 1963年だ。シリアルと聞けば誰もが頭に思い浮

かべるアメリカの大企業は、小さなパッケージを学校給食に導入することに成功し、シリアルを日本

人全体に知られる商品へと成長させた。 

シリアルの大箱、あれは何とかならないのか？ 

 しかし、21世紀になって 10年以上が過ぎた今になっても、シリアルはいまだにあの大きな箱に入

れられ、主にスーパーの棚に並んでいる。まるで洗濯洗剤か鳥のエサみたいだ。もう少し、コンビニ

で手軽に買えて、手間なく朝食として食べられる形態にならないのか。 

 我々チームは、コンビニで売られるシリアルを注意深く観察した。すると、頑張っている商品が 2つ

見つかった。ひとつはカルビーのフルーツグラノーラだ。これはシリアルにドライフルーツを組み合わ

せた商品だ。もう 1つは大塚製薬の大豆バーSOYJOY（ソイジョイ）。小麦粉の代わりに大豆の粉を

ベースに、フルーツと一緒に焼いたバータイプの商品で、とてもおいしく、2006年から発売されてい

る。だがこれらのバータイプは、さくさくとしたシリアル本来の魅力を活かした商品とは志向性が異な

る。別のタイプの健康商品とみるべきだろう。 

 かくしてチームは、手軽に外で食べられ、あのさくさくとした食感を活かした朝食向けのシリアル商

品の必要性に気付いた。既存のシリアルは忙しい現代人のニーズにあわない。そもそもシリアルに

は牛乳と容器がいる。家で食べることが前提だ。私達は、朝、家でシリアルのあの箱をあけて、中味

を器にあけ、牛乳をかけ、しかもそれをすぐに食べることを強いられる（さもなければ、すぐにふやけ

て美味しくなくなる）。シリアルは手間がかかるうえに始末がわるい。手軽なようで実は面倒な商品

だ。朝食用としては限界がある。今こそわが国のコンビニは、朝食用のシリアルを開発すべきである。

さっそくチームは、おにぎりのときと同様に、新商品のアイディアを模索した。 

 例えば、牛乳入りのカップの上に仕切りを設け、そのうえにシリアルを格納しておくという形態はど

うか。食する際には、しきりをさっと引き抜く。それでシリアルを牛乳に落下浸水させる。若干の手間

は否めないが、サクサク感が受けるはずだ。コンビニは、とろろ芋そばなどにこの機構（メカニズム）

を導入済みでもある。 



 続いて、カップ・デ・シリアル。これはシリアルに、カップヌードルのスープ及び具材を組み合わせた

ものだ。湯を注ぐと肉や卵の入ったスープのようなコーンフレークを食べることができる。スープ de

おこげを想像していただくと近いだろう。 

 なお、こうした商品開発は、シリアルメーカーではなく、コンビニ側が牽引すべきだ。なぜならおそら

く世界中で巨大なシェアを持つアメリカのシリアルメーカーは、いまだに本国仕様（洗濯洗剤サイ

ズ・・・失礼）を“グローバル・スタンダード（？）”と考え、それを各国で展開することを王道と考えてい

ると思われるからだ。 

 だが日本の消費者ニーズに合わせると、箱の形だけをとってみても、牛乳パック風、おしぼりウエ

ッティー風などの容器があっていいかもしれない。それにしてもあの洗濯洗剤バコはどうも手ごわそ

うだ。もしかしたら米国民の総意として変えてはならないと決められているのかもしれない（笑）。い

や、もしかしたらわが国に浸透するあの米国型のシリアルの箱と憲法 9条の間には、目に見えない

相関があるのかもしれない（もちろん冗談だが）。 

 もっとも、シリアルの成分はこの 50年でバラエティ豊かになった。グラノーラがあり、玄米を主原料

としたものがあり、チョコレートと組み合わせたものもある。しかし筆者（55才）は残念ながらどうして

も、白い砂糖がかかったフロスティから離れることができない。健康のことを考えるとプレーンの方

がいいと理解はする。だが、ほかを試す気持ちには、さらさら、なれないのである。 

それでもオジサンはフロスティに牛乳を注いでしまうが… 

 この件については、つくづく少年期の学校給食における刷り込みの強さを思わざるを得ない。あの

小さな箱をもらったときの喜び、家に持って帰るまでのココロのときめき・・・。やはりここにも、米国の

陰謀のようなものを一方的に感じる。シリアルの中身もまた、憲法 9条に似ているのである（これも

冗談。しつこいけど）。 

 であるからして、今回のシリアルのイノベーションも味覚を洗脳されきってしまった（筆者と同じよう

な）オジサンが開発を担当していてはダメだ。最終段階で「あの甘い白いのがいいんだよ」「家で冷

たい牛乳をかけて一気にサクサク食べるのがいいんだよ」から決して脱却できないだろう。若者よ、

日本独自の“自主シリアル”の確立に向けて、今こそ立ち上がるべきだ（それでも私はフロスティと 9

条をずっと愛し続けるわけだが…）。 

 朝食市場についての我々の分析結果をまとめたい。 

1. コンビニおにぎりはイノベーションが止まっている。女性ニーズも考慮した朝食用の

新商品を開発すべきだ。 

2. パンは比較的、頑張っている。朝食でしか戦えないという背水の陣が功を奏してい

るのだろう。引き続き健闘を期待する。 



3. シリアルには、大きな進化の余地がある。コンビニがリードして家の外でも手軽に食

べられる商品を開発すべきだ。 

 日本人の健康は朝食のイノベーションにかかっている。そしてその担い手はコンビニである。コン

ビニが朝食の三大でんぷん要素、おにぎり・パン・シリアルに新たな進化をもたらす日の到来を待ち

たい。 

（注）なお、このレポートは慶應 SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2012年秋学期に行った「朝食市場

分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは越智康、福森誠、宗像陽、与田良介の 4名である。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析して見

方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、ニッポンの

「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130610/249453/?P=1 

 

 

 

歯科医は、お口のだらだら治療をやめるべき

だ 

虫歯治療から予防への転換・お口に広がる成長市場 

2013 年 6 月 20 日（木）  上山 信一 

 

 

 筆者の自宅の近所で電線の地中線化工事をやっている。だが、遅々として進まず、わずか 1 キロ

に満たない距離を 5 年もかけて工事している。毎年、冬になると急に作業が始まり、3 月末には終わ

ってしまう。背景には公共事業の年度別の予算制度があるようだ。一気にやればいいものを年度の

予算が限られているので少しずつだらだらとやる。 

 実はこれと同じことが私達の口の中でも起きている。デンタルケア、オーラルケアと呼ばれる世界

の話だ。この分野は健康、美容への関心の高まりを背景に、潜在的な成長市場とみられている。だ

が、それにもかかわらず、ニッポンの官僚主義が成長を阻害している。 

 「いったいどういうことか？」話が飛びすぎているのは承知しているが、上山ゼミのデンタル産業チ

ームの考察に少々お付き合い願いたい。 

 デンタルケア産業は合計約 3 兆 3500 億円ほどの市場で、近年、微増傾向にある。その中味は大

きく 2 つに分けられる。歯科医など「プロ」によるケアと、歯ブラシ、歯磨粉きに代表される「セルフ」ケ

アのための製品販売である。 

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130610/249453/?P=1


 

出典）厚生労働省 「医療施設動態調査」「医療経済実態調査」「患者調査」 、富士経済 オーラルケア関連市場 

日本人は歯にお金をかけていない 

 さらにプロとセルフのそれぞれの世界は、「治療」と「予防」と「美容」の 3 つに分かれる。つまり、こ

の市場は2×3＝6つのセグメントに分かれている。なお、日本では、デンタルケアといえば図の左上

の＜プロ×治療＞（約 2 兆 6139 億円）または右下の＜セルフ×予防＞（約 1235 億円）の 2 つが主

に話題とされる。だが中央の美容にも注目したい。＜プロ×美容＞の市場はすでに約 5544 億円に

育っている。また＜セルフ×美容＞も約 428 億円と大きく、＜セルフ×予防＞（約 1235 億円）のおよ

そ 3 分の 1 にまで伸びてきた。 

 ちなみに別のデータによると、日本人は 1 人あたり換算で歯に対して年間わずか約 8000 円強しか

使っていないことがわかった。髪には約 3 万 9000 円（女性）、あるいは約 2 万 5000 円（男性）も費や

している。健康に直結することを考えると、やや少ない気がする。 



 
出典）厚生労働省 「第１８回医療経済実態調査」 

 医療費の中ではどうか。わが国の年間の歯科診療費は約 2.5 兆円で、医療費全体の約 7％に相

当する。そして、歯科医院の１施設あたりの平均医療収入は 1 カ月あたりで約 400 万円だ。年商で

5000 万円近くになるから、一見、悪くない。しかし、これは内科の半分以下、整形外科や産婦人科

の 4 分の 1 から 3 分の 1 にとどまるレベルだ。 

 そのうえ、歯科治療の市場は年々縮小している。少子化やセルフ予防の普及で、歯科医にかかる

人口、つまり患者数は横ばいだ。その一方で、歯科医と歯科医院の数は増えている。歯科医は

1984 年に 6 万人強だったのが、2010 年には 10 万人を超えた。医院数も 6 万 8000 軒とコンビニより

多い。ちなみに歯科医の世界でも二極化が起きている。広告や施設にお金をかける大手と零細の

格差が広がる。大手は全体の約 12％の自費診療を割合多く手がけ、収益率が高い。 

 

出典）厚生労働省 「医療施設動態調査」 



 医療は一般に成長産業とされている。ところが、歯科は例外で、需要が伸びない中で供給が増え

ている。全国の歯科医療法人 70 件の経営実態を調べた報告書がある。それによると、歯科医は、

法人あたりの収入と経営利益が 2009 年以降、大幅に減ってきている。歯科医による＜プロ×治療

＞のセグメントはデンタルケアの主力市場だが、典型的なレッドオーシャンになりつつある。 

 一方で、セルフケアの世界は少しずつ成長しつつある。特に、＜セルフ×予防＞が普及すると、虫

歯が減り、結果として＜プロ×治療＞の市場を駆逐していく。 

 次にセルフケアの実態をみよう。日本人の歯磨きの回数は増えている。1 日 1 回という人が 20 年

前と比べて激減し、今や 1日 2 回の人が全体の約 50％を占める。1 日 3回以上の人も約 25％いる。

当然、歯磨き粉の使用量が増え、歯ブラシの消耗や取り換えも早くなる。 

 

出典）厚生労働省 平成 23 年歯科疾患実態調査 

 その他のセルフケア商品、たとえば電動歯ブラシ、機能性ガム、デンタルフロス、デンタルリンスな

ども健闘している。企業でいうとライオンや小林製薬などがセルフケア市場で売り上げを伸ばしてい

る。 

 このようにセルフケアの主力は＜セルフ×予防＞の分野だが、ここはまだまだ成長の余地がある。

日本人は歯ブラシを年間 3～4 本消費する。一方、スウェーデンでは年間 20 本のペースだ。スウェ

ーデン人は図のように歯の部位によって歯ブラシを使い分ける。しかもそれは乳児のうちから始ま

る。これは始めにタフトブラシ、フロス、歯間ブラシなどで磨きにくいリスク部分を磨き、その後、歯ブ

ラシとフッ素配合ジェルを使って全体を磨く。これによって磨き残しを 50％以下に減らすことができ

る。 



 

 なぜスウェーデン人は歯磨きに熱心なのか。治療費が高く、また、最近まで虫歯の治療費は保険

の対象外で自己負担だった。だからセルフケアを怠らないのだ。 

「建設業と歯医者は同じ」 

 わが国の国民健康保険制度は、いつでも誰でも安く歯の治療が受けられるという意味では、とて

もすぐれている。しかし、そのために、虫歯の予防がおろそかにされてきた。日本人は歯並びも悪く、

多くの虫歯が“生産”され、歯医者が繁栄してきた。私たちの口の中は“工事”の傷跡、穴を埋めた

跡がたくさんある。しかも“工事”は保険医療制度のせいで断続的にだらだらと行われる。 

 一方、虫歯の治療で高額の負担を強いられる欧米人の歯は白くてきれいだ。彼らの多くは幼児の

頃から念入りな歯みがきをしつけられ、子供の頃から半年ごとに定期健診を受け、そして、小学生

の頃に歯並びの矯正をする。親知らずも若いうちに抜いてしまうので、歯並びが良く、虫歯にもなり

にくい。 

 どうやら歯並びの美しさに関する日本と欧米の差異は、実は彼我の国土の美しさと同じメカニズム

によるようだ。 

 日本では公共事業に安易な補助金が出る。そこでしょっちゅう山河を削り、国土が汚くなった。林

業の代わりに各地の建設業が栄えてきた。私たちの口の中でも同じことが起きている。いつでも安く

簡単に保険治療ができるので、患者は（もしかしたら医者も？）虫歯になるまで放っておく。そして虫

歯になったのを確認してから、やっと“工事”が始まる。かくしてわが国では建設業と同様に歯医者

があちこちで栄えてきた。 

 さて、これからどうするか。まずは工事、いや失礼（！）、虫歯の治療を減らす。そのために＜セル

フ×予防＞の市場を充実させる。同時に、歯科費用の国民負担を増やすべきだろう。そうすれば国

民はセルフケアにいそしみ、虫歯は減る。これこそが 21 世紀型の国民の福祉の追求、真の国民の

幸福への道である。 



 セルフケアが普及すると、従来型の歯科の市場はますます縮む。だが、＜プロ×美容＞、そして

＜プロ×予防＞の市場はまだまだ開拓の余地がある。ここを伸ばした歯科医には、新たなブルーオ

ーシャンの市場が広がるのではないか。 

 歯並びの矯正などの美容ニーズは大きい。在日外国人に、日本人の歯並びについて問うた調査

結果によると、実に 76％が、「日本人の歯並びは悪いと思う」と答えている。ところが、歯列矯正は

今のところ 21％の普及率だ。もしアメリカ並みの 50％まで普及すると、3216 億円の市場ができる。 

 日本人には「ありのまま」「なすがまま」を好む人が多く、長らく歯科矯正やホワイトニングに抵抗感

があったようだ。ホワイトニングに「興味はあるがやったことはない」という人が 74％もいる。このニ

ーズを取り込むと 617 億円だ。また、歯並びの美しさや白さは虫歯の予防、早期発見にもつながる。

美容分野の効用の奥深さを訴えつつ、開拓したい市場だ。 

 プロによる予防の市場も拡大の余地がある。定期的な歯科検診が必要と考える人は 79％にもの

ぼるが、実際はわずか 26％しか受けていない。もしも歯科ドックが人間ドック並みに普及し、かつ自

覚症状のない虫歯や歯周病が発見されて治療された場合には 174 億円の市場が生まれる。 

 以上述べてきた＜プロ×美容＞＜プロ×予防＞の成長の余地をチームで試算してみると、合計

で約 4000 億円となった。 

 一方、セルフ分野の可能性はどうか。もしも日本でスウェーデン方式の歯磨きが普及すると、2191

億円の市場拡大が見込める。 

成長イコール新業態の発明 

 プロの歯科医は生き残るために、治療中心の歯科から歯科ドッグなどの予防歯科へ、あるいは美

容歯科へと業態を展開すべきだ。これは外科から整形外科が派生し、内科から心療内科が派生し、

人間ドックや MRI の専門施設が派生したのと同じ流れだ。あるいは、歯科医がセルフ分野のビジネ

スを監修してもいい。なぜならプロフェッショナルの仕事とはいえ、歯科治療は労働集約型で大きく

は儲からない。デンタルケア商品など高価なモノを大量生産するビジネスの方が、成功した時の収

益ははるかに大きい。このように、成長市場を作るということは新しい業態を作り出すということなの

だ。 

 特に若手の歯科医に訴えたい。「私は予防歯科医です」「美容歯科医です」と割り切ってはどうか。

そして熱心に予防や美容に取り組む。また、歯科ドックを展開する。こうしてお口の中の潜在需要を

開拓し、人口あたりのデンタルケア支出を増やしていけば、将来の患者数が減ることを憂慮する必

要もない。 

 でも……という歯科医の心の声が聞こえてきそうである。「歯科医は、抜いて削って掘って埋めて

なんぼなのだ。ホワイトニングなんかやってられるか。それに歯医者は規制があってモノを売れない



のだよ」という声が……。だが、よく考えてほしい。いったいいつまで国民健康保険制度に依存して

やっていけるのか。 

 重機を用いての公共工事の末路を見てほしい。財政危機のおかげで工事量はピーク時の半分以

下に落ち込み、予算の無駄使いの批判の対象にすらされなくなった。 

 そもそも、あの抜いて削って掘って埋めての“工事”の繰り返しは、予算を付けたり診療報酬を計

算したりする側の都合である。根っこには、国の規制で保険診療で使える薬の種類や治療期間が

決まっているという事情があるものの、治療される側の都合をまったく考えていない。私たちは短時

間の治療のために何日も歯医者に通うが、あれは日本特有だ。記事冒頭の公共工事と同じメカニ

ズムで、だらだら治療が続くのだ。歯科治療は、この官僚的システムに支配される限り、公共事業と

同じく効率が悪く、患者のニーズ側に立ったサービス産業に脱皮できない。そして、また、歯科医に

明るい未来はやってこない……。 

 歯科医は虫歯の事後治療という公共工事マインドを脱するべきだ。そして事前予防や美容などの

サービス業に変身する。デンタルケアショップやデンタルケアのワンストップショップも手掛けるとよ

い。同時に、あのこわくて痛い歯科医のイメージを払しょくしよう。親しみやすい雰囲気で、予防や美

容を啓蒙していくべきだ。子供たちとの付き合い方も変える。日本人は子供の頃に、「歯科医に会う

と痛い思いをする」と刷り込まれる。だから歯については深く考えない。君たちが日本人を思考停止、

いや“歯考停止”にしてしまっている。虫歯治療と公共工事は、戦後の日本をダメにした二大悪だ。

今からでも遅くない。業界のあり方を見直してほしい。 

 業態転換のためには、国家的キャンペーンが必要だ。虫歯の予防教育を義務教育へ取り込むよ

う文部科学省に働きかける。また、歯科ドックを企業の人間ドックに抱き合わせるよう、厚生労働省

にも働きかける。そして歯の美しさに関する特集を組むよう女性誌に働きかけるべきだ。 

僧侶と歯科医は、我々が元気なうちに面倒を見てほしい 

 さて、歯科医は建設業に似ていると述べてきたが、実は僧侶にも似ている。ともに出番は「虫歯に

なってから」「人が亡くなってから」である。しかし我々が期待しているのは、虫歯のない生活、懊悩

のない生活である。いずれも元気なうちになんとかしてもらいたい。死んでからの戒名に多額の請

求をされても嬉しくない。またダメになってからインプラントだの金銀歯だのにお金を費やしたくない。

本来なら、そういったものと無縁のまま人生を送れるようにサポートするのが、プロの仕事ではない

のか。 

 さて、デンタルケアショップだが、欧州に由来する歯ブラシ専門店がすでに東京・銀座に存在する

ようだ。まだまだ大盛況とは言えないようだが、こうした目に見える形でのショップ展開は市場育成

に欠かせない。歯に対する私たち日本人の口腔への意識を高める意義もあり、ぜひ頑張っていた

だきたい。 



（注1）現行制度では歯科医は非営利とされ物販の拡大には限界がある。また、歯磨き指導には歯科衛生士の資格

が必要とされるなど法規制の制限が大きい。今回の提案はこれら各種規制の見直しを前提とすることをお断りして

おく。 

（注 2）このレポートは慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2012 年秋学期に行った「オーラルケア

市場分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは船木洸太、齋藤友美子、上森裕美の 3 名であ

る。 

（構成：片瀬京子） 
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エラそうなオジサン獣医よりやさしいトリマー

と親しくなりたい 

伸びしろが大きいペット業界のワンストップサービス 

2013年 6月 27日（木）  上山 信一 

 

 

 犬も猫も、年々、寿命が延びている。1985年の犬の平均寿命は8歳、猫は11歳だった。ところが、

2009年には犬は 15歳、猫は 16歳と約 30年間に寿命は約 1.5倍に伸びた。栄養状態が良くなった

こと、室内で飼われる割合が増えたことなどが要因だ。 

 誰がペットを飼っているのか。高度成長期の常識は、子どもがいる家庭がペットを飼うというものだ

ったが、今は様変わりだ。今は 50代が最も多く、6割以上。次いで 40代だ。どうやら子育てを終えた

世代（欧米では empty nest世代＝巣が空になった状態という）や子どものいない人たちが子どもの

代わりにペットを可愛がっているようだ。なお、わが国の 15歳未満人口は約 1649万人だが、ペット

を飼育する世帯も約 1700万世帯とほぼ同数であり、興味深い（子供がいてペットを飼っている人も

もちろん多いが）。 

全世帯のうち 34％が何らかのペットを飼っている 



 

 何らしらかのペットを飼う家庭の数は全国で増えている。全世帯の 34％がペットを飼っている。そ

のうち半分強が犬を飼う。猫は約 3割。あとは魚、鳥、亀、フェレットなどだ。増加率が高いのは魚や

猫だ。マンションなどの狭い室内でも飼いやすい点が評価されている。同じく犬も小型犬が好まれる

傾向が年々強まっている。 

 犬には重量サイズごとの統計がある。5キロ以下の小型犬・超小型犬が 7割近くを占め、10キロを

越える大型犬は 3割に過ぎない。価格は個体差が大きいが意外に小さい犬も高い。ゴールデンレト

リーバーやラブラドールレトリーバーが 12万～20万円するのに対し、チワワやトイプードルは 20万

円超のものが目立つ。 

 余談になるが、飼われる犬種には流行がある。佐々木倫子氏の漫画『動物のお医者さん』のヒット

のせいもあって、一時はシベリアンハスキーが大ブームになった。だが、大きすぎて室内で飼えない。

また、日本の夏は暑すぎるために、ほどなく下火となった。チワワは消費者金融の CMをきっかけに

「かわいい！」とブームになり、その後も超小型犬ブームにのって売れ続けている。 

 さて、ペット市場の全体はどうなっているのか。当然ながら、ペットは、一度買ったら終わりではな

い。生き物だからずっと飼い続けて世話をする必要がある。そこで上山ゼミのペット班は、ペット市

場を広くとらえ、ペットの購入に留まらず、周辺に広がる“アフター”市場も合わせて分析することにし

た。 

 その結果、ペット市場は全体で約 1兆 4千億円の大きな市場だとわかった。なお経営分析では市

場を川上から川下までの流れ（フロー）でとらえる手法がある。これを応用し、ペット市場を図のよう

に整理してみた。 



 

 このうちフードと各種用品＆関連サービス、そして、トリミングはいわば経常的な維持費である。一

方、病院と保険は、予防接種と検診を除くと、老いていくうちにだんだんお世話になる頻度が増して

くる。このあたりは人間と同じで、最後は葬祭となる。 

 さて、今度は飼い主の負担を見てみよう。例えば犬一匹を飼うために人はどれだけのお金をかけ

ているのか。購入してから看取るまで、現状では約 15年間に約 505万円かけている。これは年間で

約 34万円、毎月に直すと 2.8万円の出費で結構かかる。 

 愛犬を飼うということは、毎月 2.8万円×15年間の出費を続けるというプチ贅沢なのだ。この額は

おそらくオーディオや楽器などのややマニアックな趣味やけいこごとと同じくらいの出費だろう。ある

いは車になぞらえると、国産中級車を欧州車に買い換えた時の追加出費と同じくらいだ。犬は 15年、

車は平均 6～7年で買い替えという違いはあるが、車も犬も老いていくとあちこちに故障が発生し、

様々なケアが必要になる。しかも車は飽きたら売れるが犬は売ろうというわけにはいかない。犬を

飼うということはなかなか手間とお金のかかる贅沢といえそうだ。 

ペット飼育は「プチ贅沢」 

 次に話をペット全体に広げ、さきほどの図に沿って見ていこう。費用の中で最も大きいのがフード

である（4698億円）。 



 

 車にはガソリンが欠かせないように、いや、それ以前に人間と同じく、ペットにはエサが不可欠だ。

犬の場合、ドッグフード業界は 2644億円（2011年度）にまで成長している。ドッグフードは約 52％が

輸入品で、輸入元は米国、オーストラリア、タイが多い。 

 小型犬ブームの影響で出荷トン数は、2005年から 2011年の間に、2割ほど減少した。しかし、単

価は上がっている。犬の世界も高齢化で 10歳以上の老犬向けのプレミアムフード市場が大幅に成

長したことが大きい。ドッグフード業界は市場の変化にうまく対応している。 

 再び先ほどの図に戻って周辺産業について見ていく。周辺産業は実に多岐に渡る。各種ペット用

品のほか、しつけ（トレーニング）教室、介護、シッターのほか、飼い主のためのトリミング教室など、

さまざまなものが合計で 3791億円である。その他にサービス業もいろいろある。内訳は、トリミング

が 303億円、ペットホテルが 411億円、獣医が 3219億円、医療保険が 200億円、葬祭が 169億円

などだ。いずれも近年成長している。 

 だが、ペット文化の歴史が長い海外では、これらの周辺産業はもっと普及、浸透している。例えば

ペットの医療保険は日本はまだ現在 4％の普及率だが、スウェーデンでは 50％である。米国やドイ

ツでも 10％なので、まだまだ成長の余地がありそうだ。 

 葬祭も同様だ。日本での普及率は 45％で意外に高いように思うが、米国では 90％だ。工夫次第

で日本でもまだ伸ばす余地がありそうだ。 

犬一匹買うコストは 600万円まで伸びる 



 さきほど述べたとおり犬の場合、一匹を飼うのに今は約 505万円かかっている。これらの周辺産

業が成長すれば、この金額は 600万円近くにまで伸び得るだろう。 

 

 このようにペット市場はまだまだ成長市場といえそうだが、そのキャスティングボートを握るのは誰

か。 

 それは、トリマーではないか。我々チームはそう結論づけた。 

 熱心な飼い主は月に 1度ほどの間隔でペットをトリミングに連れていく。トリマーは毛を刈るために

ペットをじっくり観察し、必ず手で触れる。皮膚や肛門の異変はもちろん、しぐさや鳴き声などの異変

にも気が付く。またトリマーは、ペットの受け渡しの際に、飼い主と会話をする。「今日はおりこうさん

でした」「もしかすると目が弱っているかも知れません」など。 

 飼い主にとって、トリマーはわが子の勉強ぶりを伝えてくれる家庭教師のような存在になり得る。

飼い主はトリマーのひとことに耳を傾ける。これは、愛車をなじみの修理工場に定期点検に出したと

きの会話に通じる。「エンジンまわりでオイルがもれていました。ブレーキパッドがかなり減っていま

す」といった類のコメントであり、そこから修理のビジネスが開けていく。 

 ペットと我が子、そして愛車は同列で議論できない。だが、素人の持ち主（飼い主）と身柄を預かる

専門家の間の関係性は公共選択論でいうところの「情報の非対称性」を帯びた関係にある。これら

の場合、お客（クライアント）よりも業者（エージェント）の方が深い専門知識を持っている。だから患

者は医者に言われるままに治療を受ける。また施主は建築家の言う通りの家を建てる、というあれ

である。 



 飼い主とトリマーも同じだ。ペットを受け取る時に、トリマーから「そろそろ老犬用ペットフードにした

方がいいかもしれません」「そろそろ足が弱ってくる年なのでいい保険を紹介しましょうか」などと囁

かれると少しは心が動くのではないか。 

 トリマーは単にペットに関する気付きを伝えたり、助言するだけでなく、ペットサービス全般の「ブロ

ーカー」になりうる可能性がある。ここでいうブローカーとは、代理販売業のことではない。経営用語

の「ブローカー」とは、購買者の利益を考え中立的な視点からアドバイスをする存在である。たとえ

ば欧米の損害保険ではブローカーがクライアントのニーズをトータルで見て、最も有利な保険のか

け方を助言する。たとえば、ロンドン本社はイギリスの A保険、ベトナムの工場にはシンガポールの

B保険、東京とブラジルのサービスセンターはセットで米国系の C保険に加入すると最も有利なポ

ートフォリオが組めるといった助言をする。 

 ちなみに、ペットを知り、アドバイスをするという点では、むしろ、獣医が説得力を持つようにも思う

が、必ずしもそうではない。 

 獣医と飼い主との接触頻度は低い。元気なうちは予防注射くらいしか獣医には用がない。獣医と

飼い主が密に付き合うのは老犬になってからである。また、獣医の側からすると、モノを売ったり他

のサービスの情報を提供するよりも、医療行為の方がビジネス効率はいい。だから獣医にはペット

に関するワンストップショップになるというインセンティブが弱いだろう。そして獣医はトリマーに比べ

ると、男性の比率が高い。なかにはちょっと偉そうな人もいて、必ずしもとっつきやすい人ばかりでは

ない。 

 一方、トリマーには若い女性が多い。もともと犬や猫を可愛がる優しい気持ちの女の子たちだ。愛

想もいいし、接客も丁寧で話しやすい。彼女たちは、ひたすらペットに愛情を注ぎ、ペットに話しかけ、

優しくしてくれる。飼い主にとって天使のような存在である。そして飼い主はそんなトリマーと毛を刈

る前に、そして刈ったあとで会話をする。この時間はとてつもなくビッグなビジネスチャンスになりうる

のではないか。 

若いトリマーこそがペット業界成長のかぎ 

 人気トリマーには、遠方から集客する力がある。その場合、飼い主は待合室でペットがキレイにな

って戻ってくるのをじっと待つことになる。この長い待ち時間はビジネスチャンスだ。ペット用品はもと

より、ホテル、介護からフードまでありとあらゆるものを販促、マーケティングするチャンスではない

か。こうしてみると、トリマーは成長するペット業界におけるワンストップショップサービス拠点になり

得ることが分かる。 

 ペットのワンストップショップサービスは今のところペットショップである。確かにロードサイドに大型

チェーン店ができている。モノを売るだけでなくトリミングなどもやる。しかし、大型であるが故に立地

は限られる。しかし、ペットビジネスの本質は生き物とのふれあいを助けるサービス業だ。たくさんの

モノを揃える魅力だけでなく、ペットを巡って顧客と共感する接点の重要性、そしてその頻度や深さ



にも着目したい。そうなると、トリマーこそがワンストップショップのサービス拠点にふさわしい。トリマ

ーは今後、サービス分野を中心に成長するペットビジネスのブルーオーシャンへの入り口になるの

ではないか。 

 

 すでに一部のペットショップは、フードや用品を売るだけでなく、トリミングサービスも始めている。

だが、「何でもそこでそろう」という魅力をアピールするだけではだめだろう。トリマーとの会話の深さ

が大事だ。そこから、自前で扱えないサービスを、紹介という格好で売っていく。そして紹介先の獣

医やしつけ教室などから、コミッションをもらうのだ。 

 ペット業界はまだまだ成長市場だ。今後も飼い主向けの教室や介護などいろいろな業態がブーム

になる可能性がある。だが、今のところ、ペット業界はまだローカルビジネスが多い。しかもトリマー

やペットホテルなど、それぞれのサービス業態がばらばらに発展している。トリマーを中心に、これら

を束ねた新業態が生まれてくると面白い。 

「情報の非対称性」が新ビジネスのヒント 

 かつて自動車産業で起きたことがヒントになるかもしれない。当初はメーカーとディーラー、そして

地場の修理工場（映画「三丁目の夕日」の鈴木オートが一例）、ガソリンスタンド、保険屋の 5つが業

態として立ち上がった。その後はタイヤ専門店、そして最近ではコインパーキングが育った。また、

ロードサイドにはイエローハットやオートバックスなどの新業態がでてきた。車はモノであり生き物の

場合は違うだろう。だが、今後のペット市場の成長にあわせた新業態を考える上では、車や医療、

教育など「情報の非対称性」において似た構造の他業界からヒントが得られるのではないだろうか。 



 ペット業界は基本的にサービス業である。新業態の成功は、必ずしも、ロードサイドの立地やスケ

ールメリットが決め手となるとは限らない。むしろトリマーの役割の拡大、深化にこそ新業態へのヒン

トが見出せるのではないか。 

（注）なお、このレポートは慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2010年秋学期に行った「ペット市場

分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは狩野将人、高岡祐樹、福森誠の 3名である。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析して見

方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、ニッポンの

「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130626/250259/?rt=nocnt 

 

 

ヨーグルトよ！ 君にふさわしいのはその

冷たい売り場ではない 

居場所とマーケティングを変えたらもっと儲かる 

2013 年 7 月 4 日（木）  上山 信一  

 

 マーケティングの古典的な理論に「4P 戦略」というのがある。プロダクト（商品）、プロモーシ

ョン（販売促進活動）、プライス（価格）、プレース（売り場）の4つをセットでチェックせよというも

のだが、結構、役に立つ。たとえば理髪店の QB ハウスは、プロダクト（10 分で切る）が画期的

であるうえに、1000 円というプライス、そして駅前など目立つ場所での立地がプロモーション

かつプレースでの勝因となっている。 

 4 つの P のうち、プロダクトとプロモーションはよく話題になる。だが、後者 2 つは忘れられが

ちで、ブルーオーシャンを見つけるヒントになる。 

 プライスのイノベーションは最近多い。100 円ショップやユニクロ、ブックオフ、格安で良品質

のレストラン「俺のイタリアン」などが典型だ。だが、盲点になりがちなのがプレースである。か

つては自販機の誕生、ピザの宅配、駅ナカショップ、ファクトリーアウトレット、ネット通販など

の例があった。しかし最近は目立ったイノベーションがあまり見当たらない。一方、レッドオー

シャンと言われる商品は、プレースがその悲しい運命を決めているのではないか。量販店で

売られる液晶テレビ、コンビニで売られる飲料など、プロダクトやプロモーションは悪くないの

に儲からない商品がある。これらはもしかしたらプレースを変えたら活路が見出せるのではな

いか。 

新商品開発の努力が続くヨーグルト 

 そこで今回、上山ゼミのチームは、生活に身近なスーパーマーケットのレッドオーシャン市

場で戦う食品のプレースを変えてみたらどうなるか、考えることにした。注目したのは冷凍、冷



蔵コーナーである。冷凍食品は「毎週水曜は 4 割引」といった虐待（失礼）を受け、冷蔵コーナ

ーのヨーグルトは PB 商品にいじめられ（失礼）、どっちも付加価値に見合った価格が取れて

いない。なんとか、彼らを救い出せないものか？ チームはさっそく調査を開始した。 

 昨今の健康志向でヨーグルトは、日本人の生活にとって欠かせない食品に成長した。スー

パーの店内でも占有面積を着実に広げてきた。 

 ヨーグルトの市場規模は約 3000 億円である。80 年代から 90 年代にかけて右肩上がりでコ

ンスタントに伸びてきた。その背景には、 “牛乳食い”がありそうだ。 

 

  

 

 

 

 

 

1985 年の牛乳に対する 1 世帯当たりの年間支出額は 2 万 2000 円。それに対して、ヨーグル

トはわずか 3000 円程度だった。ところが今は、そこから牛乳が 6000 円減り、ヨーグルトが

5000 円増えている。 

 

 図のように消費は伸びてきた。しかし、一貫して価格は下がり続けてきた。 



数は売れるようになったが価格は下がっている 

 例えば、プレーンタイプ（450～500 グラム）の場合、大手スーパーでの 1997 年の平均販売

価格は約 217 円前後だった。ところが 10 年後の 2007 年には 181 円、そして最近では 158 円

ほどで売られている。 

 数は売れるようになった。だが価格は下がっている。せっかく消費が伸びても、価格が下が

り続けていては儲けは少なくなる。もちろん、価格を下げたから消費が伸びたのかもしれない。

また、コストダウンをしていれば利益は取れているのかもしれない。 

 しかし、しかしである。私たちはやはりヨーグルトはせっかくの儲けの機会を逃していると考

える。そしてその原因はひとえにスーパーというプレースにいることに由来すると考えた。 

 冒頭の 4 つの P に沿ってチェックをしてみる。まずプロダクトだが、これは各社とも頑張って

いる。 

各メーカーの菌たち（代表例） 

メーカー名 菌種表示 代表商品 
各社の HP にあげら 

れている菌の特徴 

明治 LB81 

（ブルガリア菌と 

サーモフィラス菌） 

ブルガリアヨーグルト LB81 本場ブルガリア菌 

1073R-1 

（ブルガリア菌） 
R1 インフルエンザ抑制 

LG21 乳酸菌 

（LL2716 株） 
プロビオヨーグルト ピロリ菌抑制 

雪印 ガセリ菌 sp 株 

ビフィズス菌 sp 株 
ナチュレ恵 megumi 

元々日本人の小腸と大腸に

あった菌を併用 

森永 
BB536 

（ビフィズス菌） 
ビヒダスプレーンヨーグルト 

酸や酸素に強い。大腸がんリ

スク（ETBF 菌）の除菌作用、

抗アレルギー、整腸 

ダノン BE80 

（5 種類をブレンド） 
ダノンビオ（BIO） 生きて腸まで届く 

タカナシ LGG 菌 おなかへ GG！ ビフィズス菌よりも耐酸性が



各メーカーの菌たち（代表例） 

メーカー名 菌種表示 代表商品 
各社の HP にあげら 

れている菌の特徴 

乳業 ある 

よつ葉乳業 Bb-12 

（ビフィズス菌） 

プレーンヨーグルト 

生乳 100%ヨーグルト 
腸まで届く。免疫機能 

ふじっ子 

クレモリス菌 FC 株 カスピ海ヨーグルト 

グルジアから持ち帰った菌。

生きて腸まで届く。アトピー改

善、便秘、美肌、免疫 

協同乳業 

（メイトー） 
LKM512 LKM512 ヨーグルト 生存型ビフィズス菌 

グリコ乳業 GCL2505 朝食ヨーグルト 生存型。お腹で増加 

チチヤス BB-12 毎朝快調ヨーグルト 生存型ビフィズス菌 

オハヨー 

乳業 
L-55 乳酸菌 L-55 生乳ヨーグルト 生存型乳酸菌 

小岩井 

（キリンと共同開発） 
KW3110 株 KW 乳酸菌ヨーグルト 

花粉症、アトピーなどアレル

ギー改善 

 ヨーグルトはかつて、ゼリー状のハードタイプが主流だった。そこに、プレーンタイプが加わ

り、最近はフルーツ入りや機能性をアピールする高価格品も出てきている。したがって、プロ

ダクトについては合格である（えらそーだが）。 

 次はプロモーションだが、これは大いに問題ありだ。図のとおり、各社そろって、どの菌種を

使っているかを必死でアピールする。その結果、パッケージには BB536 だの、1073R-1だのと

いった記号が並ぶ。調べてみると、L はラクティックアシッド（乳酸）の L、B はバクテリアなどの

略らしく、数字の方も菌の株の番号に由来するようだ（ブルガリア菌の 2038 株といった具

合）。 

 しかし、こんなことは消費者にとってはどうでもいいし、理解されない。各社のホームページ

を見ると、菌のタイプによっては、お腹に優しかったり、胃酸に負けずに腸まで届いたり届か

なかったりするらしい。また、胃かいようを誘発するピロリ菌を抑制したり、アレルギーに効い

たり、効果も異なってくるらしい。だが、こういうことはパッケージにはあまり書いてないし、ホ

ームページでもきちんと説明できていない。 



 もちろん法規制があって「肌がきれいに」「風邪をひかない」といった直接的な効能表示はで

きない。しかしヨソの菌との比較もなしに、ひたすら菌の番号や記号を商品ブランドにして、我

が社の○○菌はいかにすごいかを訴えられてもピンとこない。 

ナントカ菌は各社の自己満足の主張 

 菌と効能で説明すべきポイントは実は 4 段階ある。第 1 が菌の由来、氏素姓だ。コーカサス

やブルガリアといった地名、あるいは日本人の赤ちゃんの腸にいたからお腹に優しい、といっ

た薀蓄だ。第 2 が胃酸で菌が死なない耐酸性。生きて腸まで届くかどうかだ（ほとんどの菌が

届くので差別化ポイントにならないのだが）。第 3 が整腸作用だ。いわゆる腸内の悪玉菌をや

っつけて、善玉菌を増やす機能だ。有名なビフィズス菌はこの力があるのだが、この作用に

関する説明があまりされていない。第 4 が効能だ。これは花粉症、インフルエンザに効くとか、

ピロリ菌を殺すといった作用である。 

 各社の製品パッケージやホームページを評価してみると、この 4 つについてきちんと体系だ

って説明しているものはほとんどなかった。他社の菌との違いは全く説明されておらず、比較

のしようもない。要は各社とも典型的なプロダクトアウト型、自己満足型マーケティングになっ

ている。 

 プライスはどうか。インフルエンザに効くといったニュースでブームになった一部の高機能品

（カップ入りが多い）を除くと、先述のとおり、じりじりと下がっている。なぜか。この背景には、

スーパー、コンビニなど量販店で売られるというプレースの問題があるようだ。 

 ヨーグルト市場は、大手 3 社の明治乳業、森永乳業、雪印メグミルクがシェアの約 5 割を占

める。 

 この 3 社は、ヨーグルトを牛乳にかわる成長商品と位置付け、量販店の売り場でしのぎを削

ってきた。しかし、結果的には価格が取れず、おまけに PB 商品の伸張を許してしまった。要

するに量販店は 3 社を戦わせ、一方で PB を自ら作り、値引きという漁夫の利をゲットしてい

る。 

 開発者は、日本のものづくり魂を象徴するかのようにパワフルな菌を見つけ、次々と製品化

してきた。しかし、努力は価格に反映されず、今やヨーグルトはスーパーの安売りの目玉にな

っている。 

どこで売ってもらえると、幸せになれるのか？ 

 ヨーグルトよ！ スーパーのあの、ひんやりとした冷蔵コーナーを飛び出せ。そして、健康づ

くりに直結する高付加価値を正当に評価してくれるプレース（業態、売り場）を見つけるのだ。



そこでチームは考えた。いったい、どこで売ってもらえるとヨーグルトは幸せになれるのか? 

その結果、“量販店では買えない”というプレースに着目した新商品のアイディアに至った。 

 ひとつ目は、花粉症やアトピーを抑制するタイプの菌種の商品である。彼らが目指すべき売

り場は、薬局やドラッグストアのユンケルやリポビタン D が並ぶ棚である。名前も（パブロンと

かルナなどの）大衆薬のような、分かりやすいものにする。グラム単価は現在のスーパーの

倍以上とする。コンビニでも売るが、乳製品のコーナーではなく栄養ドリンク棚を狙う。 

 2 つ目は女性の美容向けである。 

 女性は食べ物にうるさい。もともと妊娠と出産に備えて体がデリケートなうえに、ダイエットと

美肌を気にする。ところが各社のホームページをみると、ヨーグルトと美肌の関係に言及する

のは、カスピ海ヨーグルトなどごく一部だ。そこで最初から美容向けの商品を開発し、美容、

健康上のメリットをアピールしてはどうか。おしゃれな女性向けのパッケージとし、商品名も化

粧品のようなネーミングにする。プロモーションは、最近ブームのコンドロイチンやコラーゲン

の売り方にならう。売り方は牛乳の宅配チャネルを使って、家庭に直接、定期的に届ける。も

ちろん薬局やキオスク、コンビニでも売るが、棚は既存のヨーグルトと分ける。 

日本で最もえげつないレッドオーシャンを出よ 

 以上の 2 つは、あくまでアイデアでしかない。しかし、ヨーグルトが持っている健康、美容効

能の高さに注目すれば、出てきてもよい発想ではないか。ヨーグルトメーカーは、日本で最も

えげつないレッドオーシャンであるスーパーの店頭で、ナントカ菌という弾を撃ち続けてきた。

だが、今やヨーグルトは国民の健康食として十分に普及した。これからは、高機能の商品は

あえてスーパーの棚以外でしか買えないという状況に移してはどうか。 

 大手のヨーグルトメーカーは、もともと牛乳メーカーで、しかも 3 社による寡占できた。ヨーグ

ルトは長らく牛乳の副次的商品でもあった。だからこれまで保守的な戦い方をしてきたのだろ

う。だが同じく地味な存在だった豆腐の例をみてほしい。豆腐は長らく、価格以外には選択の

基準が持ちようのない商品だった。しかし、「男前豆腐」「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」、最

近では「ザクどうふ」などのヒット商品が出てきた。ヨーグルトもやればできるのではないか。 

 すでに非乳業メーカーは、エポックメイキングな商品を出し始めている。 

 例えば「カスピ海ヨーグルト」である。あのねばねばしたヨーグルトを仕掛けたのは、異業種

から参入したフジッコである。もともとが昆布と豆のプロなので、発想が違うのかもしれない。

“業界外”のプレーヤーとしては、サントリーもヨーグリートという商品で参入している。これは

アルコール入りのカクテルベースのようだが、セサミンにならった健康食品も開発してほしい

ものだ。 



 さて、もうひとつ。冷凍食品もまた、スーパー特売の餌食になっている。どうもスーパーの冷

蔵冷凍ケースは鬼門（失礼）である。あそこに入るとメーカーはなかなか儲からないのではな

いか。 

 

 冷凍食品とは、調理食材を零下 18 度になるように急速冷凍したものを指す。調理済み食品

が多く、中でもフライ類で 3 割を占める。次がめん類で 2 割。あとは、ご飯系、中華系が各 1

割である。冷凍食品は、食品全体の出荷額約 29 兆円のうち、約 3％（8951 億円）を占め、そ

れなりに大きな市場である。しかし、需要は頭打ちで、2000 年以降はあまり伸びていない。 

 大手はニチレイ、マルハニチロ、テーブルマーク（元加ト吉）、味の素、ニッスイなど。この大

手 5 社で約 7 割のシェアを占める。冷凍食品には業務用と家庭用がある。家庭用で一番強い

のは味の素で、業務用で一番強いのはニチレイだ。 

 異業種からの参入は、ロッテ（冷凍ケーキ）、ミツカン（いなりずし）、サントリー（ビーフシチュ

ー）など、ときどきあった。だがすぐに撤退することが多い。 

 消費者調査では、便利だし、おいしいと評判は悪くない。次々と新商品（メニュー）が出てき

て、イノベーションが起きているように思える。新商品の多くは、消費者向けのリーダーである

味の素が先に開発し、それが当たると、ほかも追随する格好だ。だが、儲からない。スーパー

の冷凍庫はレッドオーシャン市場で、既存プレーヤーがいつ終わるとも分からない戦いを続

けている。 

一括値下げキャンペーンの餌食に・・・・ 

 何が難しいのか。 

 ひとつは割高感だ。冷凍食品は、凍らせたまま運び保管するので電気代が掛かる。常温の

食品のコストに占める物流コストの比率は 6％だが、冷凍食品は 8％。さらに保管にも設備費

や電気代がかかる。高くても、とびきりおいしければいい。しかし、悲しいことに冷凍食品は、

しょせんは普通の料理の代替物だ。おいしさに限界があるので割高に感じられる。 



 そこでどうなるか。悲しいことに、一括値下げキャンペーンの仕打ちを受ける。「冷凍食品は

毎週木曜日全品 3 割引」という、あれである。こうなると消費者はもはや、他の日に普通の値

段では冷凍食品を買わなくなる。生鮮食品と違って保存がきくからタチが悪い。かくして「冷凍

商品は格安でまとめ買い」という国民の総意（大げさだが・・・）ができあがってしまった。 

 なぜ、冷凍食品メーカーはこのように完膚なきまでの仕打ちをスーパーから受けるのか。な

ぜここまで立場が弱いのか。背景にはおそらく専業メーカーがいないことがあると思われる。

メーカー各社の売上げに占める冷凍食品比率を見ると、最も高いテーブルマークで 5 割だ。

水産系ではニチレイが約 4 割。味の素にいたっては、わずか 8％だ。冷凍食品に社運を懸け

ている大手食品会社はいない様子だ。しかし、冷凍食品は何となく成長分野に見える。冷凍

の運送設備や倉庫に投資もしており、簡単にやめるわけにもいかない。そこで各社とも、とり

あえず新商品を出し続ける。これが今の冷凍食品市場の実態ではないか。 

 この構図はもしかしたらヨーグルトと同じではないか。ヨーグルトはスーパーの PB 商品と値

下げの圧力に屈し、冷凍食品は来店誘導の目玉にされてしまったが、どちらも大手の専業メ

ーカーがいない市場だ。ヨーグルトは牛乳メーカーの、冷凍食品は総合食品メーカーの、いわ

ば片手間（失礼）でやるビジネスになってしまっているのではないか。社内では、どちらも期待

の新規事業のひとつとされ、赤字を出しても先行投資として大目に見てもらってきたのではな

いか。そのため強気の量販店に負けてきたのではないか。 

「プレース」から考えるマーケティングは不可能か？ 

 さて、冷凍食品の場合、ヨーグルトのようにプレースを変え、スーパーを出て飛躍する打ち

手はないのか。しょせんは代替品であり、せっかくの料理をいったん凍らせ、また解凍するこ

とで味が落ちるリスクを２回もくぐる。これを打開するのは簡単ではない。だが、家庭では簡単

に調理できないメニューや、半分凍ったままで食べるビシソワーズスープやサラミのような夏

向けの新食材を宅配で売ることが考えられないか。あるいは自然解凍したらそのままつまめ

るお皿つきの枝豆パックなどをコンビニで売れないのか。あるいはシュークリームのヒロタや

アイスクリームショップという新プレースで、大人向けのジェラート状のスープ料理などを売れ

ないか。 

 ヨーグルトも冷凍食品も温度管理が必要な日用品だ。だからスーパーに依存してきた。そこ

の冷蔵冷凍の棚を舞台に、家族全員向け、万人向けのものづくりにいそしみ、日本人の食生

活に大いに貢献してきた。だがビジネスとしてはスーパーに負けてきた。しかし、スーパーとい

えども永遠の業態ではない。スーパー以外の業態を前提としたときに、新しい商品が開発で

きるのではないか。その意味では“スーパー以外”という売り場、Place を先に考えてみる。次

に Promotion、それから Product、そして Price を得る。そんな新たなマーケティングへのチャ

レンジを期待したい。 



（注）なお、このレポートは慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2009 年春学期に行った「ヨ

ーグルト市場分析チーム」（当時のメンバーは杉本直也、佐野雅明、新林宏彦、森智子）及び「冷凍食品市

場分析チーム」（同じくメンバーは牧野鋼一、泉山苑子、野本雄志、工藤壮一郎）の成果をもとに作成した。 
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プレミアム水を伸ばすには、大型ペットボト

ルのミネラルウォーターをなくせ 

PC サーバーと宅配水サーバーをつなごう 

2013 年 7 月 11 日（木）  上山 信一  

 

 最近、インフラ輸出や民営化で水ビジネスがよく話題になる。だが、私たちにとってもっと身

近なところで、すでに水ビジネスは急成長している。ミネラルウォーターや宅配水である。水道

水に浄水器をつける人も増えた。普通の水道をエコノミークラスとすれば、これらはビジネス・

ファーストクラスに相当する。 

 上山ゼミの水ビジネス班はさっそく調査を開始した。まずミネラルウォーター・宅配水・浄水

器の 3 つをあわせて「プレミアム水市場」と呼ぶことにした。調べてみると、この市場は合計で

約 5300 億円にもなると分かった。内訳は、ミネラルウォーターが約 2450 億円、宅配水が約

830 億円、浄水器が約 2000 億円である。ちなみに宅配水というのはオフィスでよく見かけるウ

ォーターサーバーを家庭に置くビジネスだ。サーバーはレンタルか買い取りで、水は地元の業

者が定期的に配送する。前者の場合、水タンクを回収する場合が多く、プロパンガス事業者

などがよく手がけている。あるいは水タンクを宅配便で届けるやり方もある。この場合は全国

プレーヤーが多く、タンクは使い捨て式が多い。 

もはや水道水では満足できない！ 



 

 プレミアム水市場が成長する背景には、いくつかの要素がある。サントリーの調査（2012 年）

によると、ミネラルウォーターを飲む理由として約 6 割の人が「おいしい」「飲みやすい」の味覚

系をあげる。だが同じく、6 割の人が「安心」「水道水が不安」の安心安全系を理由にあげる。

しかもこの 2 つの味覚系項目は 2012 年には 2010 年の調査時よりもポイントを落とし、逆に安

心安全系の回答が増えている。 

 また、ミネラルウォーターに関する消費者調査でも、「贅沢」「流行」といったイメージは低下

し、価格にこだわる人の比率が上がってきている（清涼飲料総合調査）。そして、約半分の人

が「いつも買うブランドを決めていない」と回答する。 

 これらの調査から、現代人にとってプレミアム水はもはやぜいたく品ではないということがわ

かる。震災や原発事故の影響もあるが、同じく上記のサントリーの調査によると、約 6 割の人

が自宅にミネラルウォーターを買い置きしている。大容量ペットボトルだけで平均 6.8 本、約 1

ケース強を買い置きしているらしい。要するに、水道水ではもう満足できない人々の声がこの

市場を拡大させている。 

水ビジネスのプレーヤーは多彩 

 プレミアム水市場は成熟したニッポン経済の中における数少ない成長市場である。しかし、

その姿はまだ確立されていない。プレーヤーも多種多彩だ。ミネラルウォーター市場ではサン



トリー、コカコーラなど大手飲料メーカーの他、ネスレ、ダノンなどの海外プレーヤーがひしめ

き、そこに低価格でスーパーの PB 商品が割って入ろうとする。宅配水市場では地元のプロパ

ンガス会社などのローカルプレーヤーのほか、オイシックスなど野菜の宅配事業者が参入す

る。浄水器市場では東レや三菱レイヨン・クリンスイなどの国産メーカーのほか、ブリタなどの

欧州系も強い。プレミアム水市場はまだ勃興期にあり、戦国時代である。勢力図はまだ見え

ない。 

 ところで、消費者の視点からみるとどうなのか？家庭でのプレミアム水選びには、大きく 3 つ

のオプションがある。即ち①水道+浄水器、②ミネラルウォーター、③宅配水である。 

 ミネラルウォーターは若い人ほどよく飲む。70 歳以上は水道水のままの人が多い。中高年

層になると①の浄水器の利用が増える。年齢による違いの背景には、浄水器やペットボトル

の水が子どもの頃からあったかどうかが大きいと思われる。 

 水のおいしさだけを考えると②のミネラルウォーターが 1 位にくるだろう。しかし、水は必需

品で、しょっちゅう使うし、重い。運ぶ手間や冷したり温めたりする手間を考えると、③の宅配

水は手がかからず便利だ（水道ほど便利ではないが、サーバーからは冷水と熱湯がすぐに

出てくる）。一方、①の浄水器は手軽だがおいしさや安全性には限界がある。 

 コストはどうか。①は比較的安い。③と②は実は比較が難しい。ミネラルウォーターはブラン

ドによってピンからキリまで価格帯が広がり、例えばスーパーの PB 品などの安いものだとグ

ラム当たり単価は配送料を入れても宅配水より安くつく。 

ミネラルウォーターは究極のブランド商品 

 チームはまず、ミネラルウォーターについて調べてみた。 

 歴史をひもとくと、日本でのミネラルウォーターの需要はペットボトルの普及で急激に伸びた

ことがわかった。業界の自由規制の緩和で 96 年から 500 ミリのペットボトルが飲料水に使え

るようになった。それを機に、水を持ち運んで飲むライフスタイルができた。図のとおり、清涼

飲料全体に占めるミネラルウォーターのシェアはどんどん増え、今や緑茶やウーロン茶をし

のぐ量が販売されている（もっともミネラルウォーター以外は１リットル以上のペットボトルは少

ないので、全く同レベルでの競争とはいえないが）。 



 

 水は実に不思議な商品だ。水がなくなると人は死ぬし、きれいな水がなくなると伝染病が流

行する。そこで、水は元来、みんなのもの（公共財）と考えられ、公共水道が作られ、誰でも安

く手に入れられる。一方、ミネラルウォーターは究極のブランド商品である。しょせんは水であ

り、機能は水道水と同じだ。産地や成分、会社の違いがあるにはあるが、大差はない。ところ

が“ブランド”という現代社会の徒花で“色付け”されたとたんに値段が変わる。容器にすら付

加価値がつく。「美しいデザイン」、「軽い」、「植物性原料を使っている」、「環境にやさしい」と

いった容器にまつわる能書きやイメージが、ミネラルウォーターの売り上げに影響する。水に

“色”をつけるとブランドのパワーで一気に化ける。だが、タカが水（失礼）、そしてタカが容器

（失礼）ではないか。 

 まあ、それでも消費者が納得して買っているのだからいいのだが、環境保全という意味では

ペットボトルには大きな疑問がわく。はたして“正しい”商品なのかと。ペットボトルは川を汚す

元凶のひとつだ。石油製品で容易に分解せず環境に大きな負荷を与える。水道は主に重力

で水を動かすが、ミネラルウォーターの場合は、生産地から消費まで重い水を車で陸送する。

運送の過程でも化石燃料を消費し、CO2 を排出する。メーカー各社はピュアだの純だのエコ

だのというが、商品はそうでも、地球にとっては全くエコではない。 



 

 おまけに、日本の場合、ミネラルウォーターの約 1～2 割が輸入品だ。そのうち約 4 割がフラ

ンス、3 割がアメリカ、1 割が韓国から入っている。 

 そもそも、山が急峻で川の流れが速く、水のきれいな日本で、なぜわざわざ欧州の水を飲

む必要があるのか。批判を承知でどんどん言おう。輸入ミネラルウォーターのシェアは世界各

国ともゼロに近く、高くて数パーセントである。日本の 1～2 割という率は国際的にみても異常

値だ。高級時計やブランドバッグならまだしも、たかが水である。日本人よ、がまんしろと言い

たい。もちろん、欧州の水は硬水で味が少し違うかもしれない。ガス入りのバドワなどはフラン

ス料理によく合うし、私も好きだ。しかし、欧州の水をボトルに詰めて大量に日本に運ぶのは

人類的視点に立てば、愚の骨頂である。フードマイレージを比べると、国産ミネラルウォータ

ーの 5 億トンキロに対して、輸入品はなんと 20 倍の 99 億トンキロにもなる。国内でも同じだ。

九州・阿蘇の水を北海道で飲むなど言語道断である。ちなみに東京在住の関西人（つまり筆

者のことだが）が「水は六甲に限る」と選り好みするような行為も、断罪すべきだ（笑）。 

宅配水で“第 2 の水道”をつくる 

 しかし、人々はもはや水道水では満足しない。防災備蓄のことも気になる。そこで注目した

いのが、宅配水である。 



 サービスという点で宅配水はミネラルウォーターよりもはるかにすぐれた商品である。宅配

水は家にいて簡単に電話かインターネットで注文ができる。都合のいい時に運んできてくれて

保管に場所をとらず（サーバーがあれば冷蔵庫でボトルがのさばることもない）、ゴミも出ない

（タンク回収型の場合）。しかもペットボトルを使わないし、フードマイレージも低く、環境にやさ

しい。つまり水道に準ずるところに位置する。 

 この際、宅配水のサーバーを水道のように各家庭に普及させてはどうか。これは自治体（水

道局）が税金を使ってやる必要はない。衛星放送やインターネットを普及させた時のように、

民間主導で政府も協力した国民的運動をやるのだ。ここで大事なことは、取水する場所だ。

都市の上流の近隣の山間地で取水した水を届けるのである（但し、宅配水には消費地の近く

の水道水や地下水を濾過して調整している場合もあるが、これも地産地消で問題はない）。

同時に、1 リットル以上のペットボトルは、規制を復活させて禁止する。また、輸入ミネラルウォ

ーターには一律 100 円程度の税金をかける。そしてその資金は消費地の上流の水源保全の

ための植林に充てる。 

 宅配水市場は今のところミネラルウォーター市場の半分以下の規模でしかない。しかし、売

り上げ伸び率はミネラルウォーターよりも高い。ある種の公共サービス、「第 2 の水道」として

育てていくべきだし、そうなる可能性を秘めている。 

 

 ここでいう「公共性」には 2 つの意味がある。1 つは水の（広域圏内だが）地産地消を通じて

創り出す都市と山村の新しい相互依存関係である。もう 1 つは、超高齢化社会の都市におい

てますます重要となる宅配ネットワークという社会インフラの核になるという役割である。 



 まず第 1 の水の地産地消について考えてみよう。都市に宅配水市場をつくると、上流の山

間地に取水ビジネスが生まれ、雇用が発生し、山林が守れる。 

 実は似たサービスが既にある。「万葉の湯」をご存じだろうか。都市近郊に多く見られる温泉

を使ったスーパー銭湯だ。ユニークなのは、その「運び湯」方式だ。消費者が温泉へ行く（取

水地に水を汲みに行く）のでもなく、入浴剤を売るのでもなく、近場の温泉地の源泉の湯をタ

ンクローリーで運んでくる。万葉の湯は全国でビジネスを展開しているが、福岡では湯布院や

武雄の湯を、神奈川では湯河原の湯を使うといった具合である。 

三河屋さんの復活 

 さて、第 2 の超高齢化社会に向けた社会インフラとはどういう意味か？ これからの都市で

は高齢者が増える。車を持たない人も増える。すると米などの重い物、トイレットペーパーなど

かさばる物は、どんどん宅配されるようになるだろう。これらは、全て宅配水の配達網にのせ

ていけばよい。 

 宅配水を届ける仕事は、地元の伝統的な配達ビジネスの人々、つまり新聞、お米、お酒、ク

リーニング、牛乳配達などの人たちにお願いする。つまり、かつての御用聞き、三河屋さんの

復活である。今ではインターネットのおかげで、御用聞きの訪問なくして、客側から簡単にリク

エストができるようになった。 

 こういう話をすると、宅配水というのは、かっこいいミネラルウォーターのマーケティングに比

べてずいぶん地味なビジネスに見えるかもしれない。だが実はそうでもない。注目すべきは、

宅配水のサーバーが持つ情報発信力である。現在の宅配水のサーバーは、あまり格好が良

くない。一部にハローキティやデイズニーのキャラクターを載せたものや、おしゃれなインテリ

アにマッチするような上質なものもあるが、概してオフィス用のサーバーを家庭用に横展開し

たものが多く、デザインもいまひとつである。 

 これを一気に改善する。JR 九州が旧国鉄のダサい車両を一新したように、おしゃれで楽し

いデザインのサーバーにする。また、サーバーに企業広告を載せるのはどうか。たとえば「ア

マゾンのおいしい水」というのはどうか。オンライン書店アマゾンと宅配水サーバー（PC サー

バーではない！）が契約をし、水のタンクのボディにアマゾンのロゴや広告がつけて、広告付

きの分、格安で水が買えるというのはいかがか。あるいは新聞販売店が水の配達をして、新

聞契約者には、月額 500 円の追加だけでサーバーをレンタルできるようにし、水と新聞を一緒

に販売するというのはどうだろうか。 



 一見、アナログの宅配水のサーバーとインターネットの間には何の関係もなさそうだが、意

外な親和性があるのではないか。ネット通販の企業は、家庭の中でどれだけひんぱんにその

存在を思い出してもらえるかが勝負だ。特にネット通販のヘビーユーザーはテレビをあまり観

ないから、PCやスマホの中の世界が勝負だ。しかし、ある会社のポータルにログインしている

と他のサイトは見向きもされない。ところが生身の人間は生き物だから、時々水を飲みたくな

る。ふとウォーターサーバーに目をやるとアマゾン、あるいはグーグル、などと書いてあって、

はっとする・・・という感じだ。この広告付きサーバーモデルはオイシックス、アスクル、

TSUTAYA、楽天などあらゆるタイプのネット系物販企業にぜひ検討していただきたい。 

21 世紀のユーティリティ 

 水ビジネスは面白い。大昔、文明開化と共に、いきなり水道管が家庭に入り、水は、誰しも

がいつでもどこでも安く入手できるものになった。だが今、よりプレミアムな水を求めて、新し

いイノベーションの余地が生まれている。そのヒントが実はインターネットと宅配水の親和性

にあるのではないか。考えてみると家庭内には電気、水道、ガス、電話に加えて最近、インタ

ーネットのブロードバンドサービスが入ってきた。それに続くのが宅配水ではないか。宅配水

はその意味で、21 世紀を代表するユーティリティサービスになる可能性を秘めている。 

 さて、ここで規制について若干ふれたい。先ほども述べたが、輸入ミネラルウォーターが伸

長した背景には、1982 年、86 年の食品衛生法改正の影響がある。1982 年の改正で清涼飲

料にペットボトルが使用できるようになった。しかし、厚生省（当時）がペットボトルによる環境

悪化を懸念したため、国内業者は 500 ミリリットル以下の小型ペットボトルを使った飲料の生

産を自主規制した。一方、輸入ミネラルウォーターは自主規制の対象外だった。そこで、輸入

ミネラルウォーターが日本国内で大幅に消費を伸ばした。また、86 年の食品衛生法の改正で

無殺菌・無除菌の水の製造基準が設定された。その結果、無殺菌・無除菌を原則とするヨー

ロッパ産のミネラルウォーターが、日本市場に大量に入ってきた。日本で輸入ミネラルウォー

ターのシェアが高いことの背景には、こうした規制をめぐる過去の事情がある。 

 このように、現在隆盛を極めているかに見えるミネラルウォーター市場は、ペットボトルの規

制緩和で市場が生まれたわけだが、今回の提案は逆に規制強化によって市場を育てるとい

う考え方だ。かつては 500 ミリボトル以下を規制緩和したわけだが、今回は逆に、1 リットル以

上を規制する。目的はあくまで環境保全と公共的な意義だが、結果的に宅配水ビジネスを後

押しするだろう。もちろん大型ペットボトルのミネラルウォーターを禁止するというのは簡単な

ことではない。しかし、ミネラルウォーターのメーカーは、外資も含め、比較的大手が多い。十

分な準備時間を用意すれば、宅配水ビジネスへの転換もできるのではないか。 



（注 1）関西以外の方にとって六甲といえば、阪神タイガースの歌、六甲おろしのイメージが強いが、大阪から

みると谷川岳のような清涼な六甲山のイメージがある。大阪の雄・ハウス食品の「六甲のおいしい水」も、地

元で人気があった。現在は、その製造・販売権はアサヒ飲料に譲渡され、「おいしい水 六甲」と改名されて

いる。販売エリアは西日本が中心で、東日本では主に「おいしい水 富士山」が展開されている。取水地・消

費地近接化はまことに健全な動きである。 

（注 2）なお、このレポートは慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2009 年春学期に行った「ミ

ネラルウォーター市場分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは守屋茂樹、伊藤駿、松

本静香、坪井拓真の 4 名である。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 
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日本の男たちよ、「俺のアイス」を作ろう！ 

アイス市場は、製造業からサービス業へと進化しよう 

2013 年 7 月 18 日（木）  上山 信一  

 

 

 先月、麻生太郎副総理兼財務大臣が、ローソンの店先でアイスバーを召し上がる画像がネ

ットで出回った。その立ち姿は「かっけ～」とおおむね好評だったようだが、私は手元のバーに

悲哀を見た。バーはバーでもこっちじゃないだろう・・・と言いたいのである。 

 いや、麻生さんだからホテルのバーでしょ、というわけではない。アイスクリーム Bar である。

本当は麻生さんにはイタリアのちょい悪おやじみたいにアイスクリーム Bar に寄ってジェラート

をぺろりとやってほしかったのである。 

 日本には大人向けの“アイス文化”がまだ育っていない。アイスクリームは主に子供の食べ

物の位置付けで、製品も規格量産型のアイスバーが中心だ。そして街の中には注文サービ

ス型のアイス Bar があまり見当たらない。 

 バーと Bar では何が違うのか。バーは主にスーパーやコンビニで売られる既製品、規格品

だ。Bar は独立店舗で店員が応対してくれる。Bar では客の好みにあわせてブレンドもしてくれ

る。そして、大事なのは温度帯だ。バーは約マイナス 20 度のカチコチのアイスが多いが、Bar

は概してもっと柔らかく高い温度帯のものが出せる。要するにバーはカチコチの製造業、Bar

はやわらかなサービス業なのだ。 

4000 億円の成熟市場 

 日本のアイスクリーム市場は 4000 億円規模で、近年、じわじわ伸びている（図 1）。 



 

 アイスクリームは食品衛生法に基づき、乳脂肪分と乳固形分の量によってアイスクリーム、

アイスミルク、ラクトアイス、氷菓に分けられる（図 2）。ちなみにラクト lacto とはラテン語の「乳」

のことらしい（なお本稿では特に断りのない限り、氷菓も含めて「アイスクリーム」と記載す

る）。 

 
 乳脂肪分にこだわるのは米国の影響らしい。米国では 20％以上を“アイスクリーム”とよぶ。

たしかに乳脂肪分が多い方が高級だし栄養価は高い。日本の区分もアメリカにならったもの

らしいが、今の日本で、はたして乳脂肪にどこまでこだわるべきか。実際のところ、図 1 をよく

見るとアイス類に占める“アイスクリーム”の比率は下がって、もっと乳脂肪分の低いラクトア

イスやアイスミルクが伸びている。 



 アイスクリームには消費者用と業務用とがある。消費者用が全体の 9 割だが、その中はさら

に、コンビニやスーパーで売られるアイスバーの製造ビジネスと、サーティワン、ホブソンズ、

コールド・ストーン・クリーマリーのようなアイス Bar 型のビジネスに分かれる。 

 大手はロッテ、グリコ、森永、明治、ハーゲンダッツの 5 社で、売り上げ全体の 6 割を占める。

1 位はロッテだ。2007 年度に雪印を完全子会社化してトップになった。主な商品は雪見だいふ

く、爽、モナ王など。ハーゲンダッツと並ぶ大人向けアイスクリームのレディーボーデンもロッ

テが 1994 年から取扱っている。 

 2 番手はグリコである。もともとお菓子メーカーということもあり、商品開発ではイノベーティブ

である。主な商品はパピコ、ジャイアントコーン、アイスの実など。売り方でもいろいろ新しい工

夫をしている。オフィスにお菓子売場を持ち込んだオフィスグリコでも、アイスクリームを売って

いる。自動販売機で売られるセブンティーンアイスも、グリコの製品である。 

最近は高級アイスも値引きの餌食に 

 業界 3 位は森永、4 位は明治である。そして 5 位は、ハーゲンダッツである。綴ったときの最

初の a にウムラウト（：を横にしたもの）があり、いかにも北欧とかベネルクス 3 国の会社風だ

が、1920 年ニューヨークで創業した米国企業だ。日本には 84 年にサントリーと組んで参入し

た（製造はタカナシ乳業）。 

 ハーゲンダッツは、アメリカでは高級アイスの路線を歩んできた。日本でも、ほかのアイスク

リームと一線を画してきた。ほかが 100 円、50 円という値付けをしている中で、かつては堂々

と 250 円ほどで売られていた（価格は筆者の記憶による）。 

 前々回、冷凍食品はスーパーの大幅値引きの餌食になっていると述べたが、アイスも同じ

だ。しかし、店頭では長らく「アイスクリーム全品 2 割引 ただしハーゲンダッツは除く」という張

り紙をよく見た。ところが最近は、後ろの 13 字が店頭から消え始めている。またハーゲンダッ

ツはかつては店内で飲食可能なショップを持っていたが、今では閉鎖された。 

 もうひとつユニークな企業を挙げるなら赤城乳業だろう。「ガリガリ君」や「ガツン、とみかん」

で知られるが、セブン-イレブンのプライベートブランド商品も製造している。 

“氷河期”のままの日本のアイス 

 アイスクリームは“クリーム”だからやわらかいはずだが、店で売られているものはおしなべ

て固い。大半はバーに刺さるか、カップに入っているが、とにかくカチカチだ。ケースの中には

ソフトクリーム形状のカチカチの“ソフトクリーム”まであって、これはもう苦笑するしかない。 



 固いのでカップのものは買ってすぐに食べられない。固くてスプーンがささらない。極め付け

は新幹線の車内販売のアイスである。買うタイミングを間違えると下車までに食べ終わらない。

JR はこの際、カップはやめて各種車両の形をモデルにしたアイスバーでも開発したらどうか。

そうしたら“撮り鉄”や“乗り鉄”に加えて“なめ鉄”というファンタイプが生まれるかもしれない

（笑）。 

 アイスバーが固い理由は規制である。温度帯がマイナス 18 度以下と定められている（一方

で、賞味期限は定められていないが、これは腐らないかららしい）。 

氷河期の中でもイノベーション 

 さて、そんな氷河期のような店のケースの中でもしぶとく一部のアイスたちは“進化”をとげ

てきた。 

 “進化”のパターンその1は「小粒化」、つまりひと口サイズの開発である。これまでのバーや

カップは、大きくてとてもひと口では食べられない。さらにバーは下手をすると溶けてくるし、女

性にとっては食べづらい。そこでお菓子のように小粒にする工夫がさられてきた。例えばアイ

スの実（グリコ）、PINO（森永）など。 

 もうひとつの進化の方向は“日本化”である。戦後の日本のアイスクリームの歴史は、主に

欧米のアイスクリームの模倣が中心だった。それを、日本人の好みにあわせていく工夫であ

る。 

 ここで歴史を見ておこう。日本でアイスクリームの販売が始まったのは 1869 年である。咸臨

丸で渡米してきた町田房蔵という若者が技術を持ち帰った。場所は横浜。その名も横浜馬車

道アイスクリンという名で店を始めた。その後、資生堂が 1900 年にアイスクリームとアイスソ

ーダをそれぞれ 1 つ 25 銭で販売する。そして 1912 年には明治乳業の前身の極東練乳三島

工場で本格的なアイスクリームの工業生産が始まるが、戦争でいったん途絶える。 

 戦後は、アイスキャンディがブームとなる。やがて、1955 年に協同乳業がデンマークからア

イスクリームマシンを導入し、大量生産とコストダウンに成功する。その後、アイスクリームが

しだいに大衆化するのである。 

 そんな中で、主にお菓子メーカーを中心とする新規参入組は様々な工夫をしてきた。特に、

乳成分の少ない、あるいは含まないアイスクリーム（要するに、ラクトアイスや氷菓）は頑張っ

てきた。 

 例えば赤城乳業のガリガリ君は 1981 年に 50 円アイスとしてスタートした。かき氷をアイスキ

ャンディでコーティングした。それによって溶けにくくし、またスティックも抜けにくくした。子供が



遊びながら片手でも食べられる商品としての工夫がなされた。ガリガリ君は 2005 年から 2010

年の間に売上本数が約 2 倍になった。今やガリガリ君のキャラクターは他商品にも生かされ

ている。 

 このほかにも鹿児島の白くまやグリコのアイスの実など氷菓にはヒット商品が多い。かき氷

を原点とする氷菓系の進化がめざましいことの背景には、もしかしたら枕草子に出てくるほど

古いわが国のかき氷文化の伝統があるのかもしれない。 

異次元進化は Bar で起きる 

 さて、そこで本題のブルーオーシャンの探索である。それはこれまでの小粒化やかき氷方面

にはもう見あたらないだろう。そもそもあのケースの中だけで氷河期からの進化を考えても、

たかがしれている。この際“異次元進化”が必要なのだ。それを考えるためには、まずは原点

回帰だ。本来の“クリーム”らしいやわらかいアイスクリームを求めてみてはどうか。そこでカ

チンコチンのコンビニ、スーパーの冷凍庫を出て、Bar、店舗型市場の実態をみてみよう。あ

そこにはクッキーやケーキ、果物をブレンドした様々なまさに“クリーム”がある。 

クリームを求めて 

 アイスクリーム Bar の店舗は徐々に数が増えている。 

 
 サーティワンは 1973 年に設立され、業界内でおそらく最も成功している企業のひとつだ。自

社店舗のみで売り、全国で 1127 の店舗を展開（2012 年 12 月末）している。商品ラインナップ



も非常に豊富で、一度に 3 つのフレーバーを楽しめるトリプルや、2009 年からはスペシャリテ

ィデザートとしてアイスケーキなども売っている。 

 次はコールド・ストーン。これは氷点下に冷やした石の上で具材をミックスする。シングルに

するかダブルにするかトリプルにするか、トッピングは何にするか、客同士、あるいは店員と

話しながら決められる。形態はクラシカルなコーンやカップのほか、ワッフル、クレープ、サンド、

フロートなど様々である。ここのポイントは、選択肢の多さだ。どんなアイスクリームが食べた

いのか、客が選べる。選ぶ楽しみの後に食べるから、いっそうおいしく感じる。 

 ホブソンズはかつては西麻布店の行列が有名になったのでその印象が強いが、東長崎、熊

本、新大久保などにも出店している。 

アイスクリーム Bar は楽しく自由 

 アイスクリーム Bar は様々な可能性を秘めている。例によって 4P のモデルでバーと Bar の

違いを考えてみよう。 

 まず Product だが、Bar だと例のマイナス 18 度にしばられない。また注文を受けてから作る

ので、ソフトクリームはもちろん、いろいろな温度帯の多様なメニューが出せる。組み合わせ

やトッピングもできる。注文の手間や待ち時間がかかるが、その分美味しい。待ち時間も、カ

チカチのカップアイスが溶けるのを待つ時間とさほど変わらない。 

 Place についても Bar は発展性がある。今はショッピングモールが主流だが、今後はホテル

やオフィス街や社員食堂などでの展開がありうる。サーティワンやコールド・ストーンのような

店舗を、グリコや森永乳業も展開してほしい。日本にも、歩きながらでも容易に食べられてお

しゃれなアイスクリーム文化を育ててほしい。 

 Promotion もバーと Bar では全く違ってくる。Bar では店員が友達感覚の接客をする。柔らか

いアイスクリームやトッピングを選ぶことに慣れていない客に対して、気楽にアドバイスをする。

バランスとしてはカフェの店員とアパレルショップの店員の中間くらい。馴れ馴れしいのと親し

みやすいののちょうど中間くらいだ。 

 さらには、客にサーバーを操作させるといい。海外ホテルのレストランなどではソフトクリー

ムのサーバーがあって、自分で盛ることができる。規制がじゃまなら、こういうことこそ成長戦

略のためだと主張して取り払ってしまおうではないか。 

 そして Price だが、グラム当たりの単価は当然 Bar の方がバーよりも高い。これは製造業か

らサービス業への業態転換に伴うものだ。差額は店員のサービス代とブレンドやトッピングを

自分で選ぶことの対価である。 



 そもそも少子化の時代である。メーカー各社は昔からの主力商品である子供向けのアイス

バーの量産ビジネスにこだわっていてはダメだろう。これから数が増える中高年を含む大人

のアイスクリーム市場を創るべきだ。その決め手となる手段が Bar である。ちなみに Bar では

価格を上げると同時に、純度も上げる。例えば今のアイスには、様々な添加物が入っている。 

 代表的なものが着色料、香料、乳化剤、安定剤である。乳化剤とは脂肪粒子と水の結晶を

融和させ、組織を均一にするためのもの。安定剤は高分子化合物で組織をなめらかにし、空

気の混入をコントロールするもので増粘剤が代表例だ。いずれも安全基準を満たしたものだ

が、なるべくとりたくないという人は多い。Bar ではこうしたニーズに着目した“ナチュラルアイ

ス Bar”も考えられないか。そうすれば少々高くても消費者は納得するだろう。 

 日系企業は、ジューススタンドのように、立ち食いをメインターゲットにした、楽しいアイスス

タンド、アイス Bar を手がけるべきだ。「バーにこだわらず、Bar も目指せ」。本稿で最も強調し

たいのはここである。 

（注 1）量産品のアイスクリームのうちロッテのクーリッシュは「－8℃の飲むアイス」とされ、通常より高い温度

帯の－8℃程度で提供されている。 

（注 2）平安時代には多くの氷室が造られ、貴族たちは氷水を食べたらしい。枕草子第 42 段には“削り氷にあ

まづら入れて新しい金椀にいれたる”とあり、アマチャヅルの蜜をかけて氷を食べていた様子がうかがえる。 

（注 3）歴史をひもとくとアイスクリームはイタリア→フランス→アメリカへと広がり普及してきたことがわかる。

1533 年メディチ家のカトリーヌがフランス王アンリ 2 世に嫁ぐ際にソルベット職人を連れて行き、彼らがフラン

スの食材を使ってそれまでの果物だけでなく卵や生クリームを使うようになった。さらにアメリカでは 1846 年

主婦ナンシー・ジョンソンが手回し式アイスクリーム・フリーザーを発明し、家庭でも作られるようになる。それ

を機に大衆化し、アメリカ人の代表的好物となる。 

（注 4）なお、このレポートは慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2011 年秋学期に行った

「アイスクリーム市場分析チーム」の成果をもとに作成した。なお、当時のメンバーは工藤壮一郎、吉原夏帆、

斎藤遥、三股地平の 4 名である。 

（構成：片瀬京子） 
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中古車市場は、ブックオフに学べ 

カーシェアリングなんてつまらない！ 

2013年 8月 8日（木）  上山 信一  

 

 筆者は最近、『風の谷のナウシカ』（コミック版）全 7巻を「大人買い」した。 

 講義で学生たちに「あの映画こそは世界に誇れる現代の日本人の自然哲学の象徴」などと

高説を垂れたら、「いや先生、ナウシカは、コミック版の方が深いです」と返り討ちにあったた

め、慌てて購入した次第である。 

 このような書籍の大人買いは、文字通り大人の嗜みである。『世界の歴史（全 10巻）』とか

『ローマ人の物語（全 15巻）』など、自分の専門や仕事と関係のない本を、財力にモノを言わ

せてまとめて買う。なんという快感だろう。 

 書籍はさらに、もう 1つの快感を与えてくれる。そう、ちょっと賢くなった気分である。ポチッと

クリックした瞬間に、すでに賢くなったような気になる。手元に届いた時点で、賢くなった感は

頂点に達する…。しかし、その感覚は、読まずに積んである状態を見るたびに、じわじわと減

っていく。やがて代わりに後悔の念が芽生えてくる。 

 それでも、他人には「ああ、あれ。全巻持っていますよ（決して読みましたよ、ではない…）」

と言える喜び。あれはなかなかのものだ。そして素晴らしい本と戯れる私も素晴らしい存在に

思えてくるあの勘違い（笑）も人生における幸福のひとつではないか。 

「そうだ、本は売ればいいんだ」 

 しかし、そのうち限界が訪れる。保管場所の問題である。仕事の資料をどっさり入手した時

や、別の知的財産を大人買いしたいという衝動に駆られたとき、ウチで積んだままになってい

る『世界美術大全集』や『宮本常一著作集』の存在が私を苦しめる。 
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 そのとき、賢くなって素晴らしいはずの私に名案が降ってくる。 

「そうだ、売ればいいんだ」 

 かくして私はいそいそと古書店へ大人買いした書籍を持ち込み、いくばくかの日本円に替え

る。買い取り値は買ったときよりはもちろん安いが、それでも、いくらかは回収できたという満

足感が湧いてくる。やっぱり、私は賢かった――。 

 これは、一時的にではあっても、本を所有していたことで生じる現象である。これらの本が図

書館や他人から借りたものであっては、このような物語は生まれない。 

 「所有からシェアへ」などと言っている輩はこのあたりの微妙な男心を理解していないと言わ

ざるを得ない。 

 前置きが長くなった。さて、今回の本題は車である。 

 車は、「所有からシェアへ」の流れが加速している商品である。所有からリース、さらにレンタ

ル、ついにはカーシェアリングである。コインパーキングに停まっている車を分刻みで借りられ

るというビジネスモデルはなるほど確かに効率的かも知れない。 

 しかし、私はそんなことはしたくない。バブルの時代に青春を過ごし、人間の三大欲求は食

欲・睡眠欲・所有欲と信じる枯れた我々世代にとっては、シェアだなんて、しゃらくさい。 

 そもそも、雨の日に車に乗るのに、コインパーキングまで傘を差して行きたくない。マイカー

はマイガレージに停まっていて欲しい。そのマイカーも、できればポルシェであって欲しい。実

はアルファロメオにも乗ってみたい。本当はフェラーリにも乗って「あれはちょっと癖があって

ね。ま、そこが可愛いんだけど」などと言ってみたい。 

 ただし、長期保有は困る。ちょっとの癖が可愛いのは、たぶん短期間だけの気がするから

だ。 

ちょい乗りの経験を味わいたい 

 それでも「はいはいはいはいロータスね。エランにちょっと乗ってたことあるけど」とか何かの

拍子にさらっと言ってみたい。日本車よりメンテナンスが大変そうなので、メカに弱い私は長く

乗り続ける自信がないのだけれど。 

 さて、このような身勝手な矛盾を、矛盾でなくする方法がひとつある。 



 中古車市場を古書市場並みに活性化することである。つまり、安く買って少しの期間だけ楽

しんだら、そこそこの値段で売れるような市場をつくることだ。そのためには、車の短期所有が

当たり前という世の中になればいいのである。 

 実はこの「さっと買って、夢をかなえ、ちょっとだけ楽しんで、さっさと処分をする」というのは、

日経ビジネスオンラインをお読みの方のうち、少なくない方々が親しんでいる行為である。 

 株式売買である。 

 何十万円、場合によっては何百万円をはたいて株を買う。しかる後に何かを悟り、十数万円、

何十万円で売り払っては「いちおうは経済の勉強になった…」と無理矢理自分を納得させてい

るではないか。 

 これに比べれば、中古車は価格が安定している。損は少ないはずだ。さらに、数字をながめ

るだけの株式とは違って、家族を乗せる楽しみという付加価値もある。 

 それなのに現状では、車の中古車市場は株式や書籍ほどには活性化しておらず、軽々しく

買い換えができない。 

 さっそく上山ゼミの中古車チームは、調査を開始した。 

 いうまでもなく日本の自動車市場は伸び悩んでいる。 

 中古車市場も、2011年までは縮小傾向にあった（輸出は除く）。だが、この 2～3年は伸びて

いる。（図 1） 

 

 現在、全世帯のうち、新車を所有するのは約 6割、中古車は約 2割である。新車対中古車

の比率は 3：1にまでなってきた。（図 2） 



 

 また、中古車に対するイメージも改善してきている。ガリバーの調査によると、プラスイメー

ジとしては「安い」「お買い得」がもちろん多いが、「車の品質が高まったので中古車で問題な

い」「新旧いろいろな車が選べる」といったものも多い。マイナスイメージとしては、「故障が多

い」「事故車がわからず不安」など旧来のものが残るものの、品質が低いとかだまされるとい

った懸念は少数だった。（図 3） 

 

 中古車はどこで売買されているのか。 



 一般の中古車ディーラーが最多だが、カーディーラー系で買う人も多い。意外に多いのが個

人間売買で、17％もいる。（図 4） 

 

 余談になるが、中古車は輸出市場も大きい。リーマンショック前までは、中東やロシアへの

輸出が多かった。 

 今は、ニュージーランドやアラブ首長国連邦、チリ、ロシア、南アフリカ、ケニア、バングラデ

シュなどがお得意先である。こういった国々に共通するのは、所得はそこそこ高いものの、そ

の一国だけで自動車産業が成立するほどの人口規模がない点である。 

中古車の品ぞろえを「仕入れ営業型」に 

 さて問題は、中古車市場を古本市場並みに活性化するにはどうすべきかである。 

 ここから先は、やれ車庫証明が、やれ自賠責保険が、といった話はいったんおいておく。た

だ一言述べるならば、車庫証明は原則廃止すべきで、国営の自賠責は民営化し、車ではなく

免許証に付帯させるべきだろう。要するに、気軽に買い換えできるような規制緩和が望ましい

のである。中古車市場の活性化は、内需拡大と成長戦略にもつながる。中古車業界はロビー

活動をしっかりしていただきたい。 

 さらに、中古車業者による“カーハンティング”も奨励すべきである。たとえば街に出て、これ

はうちで売りたい、買い取りたいと思う車を見かけたら「きれいにお使いですね」と持ち主に声

をかける。要するに、仕入れ側でも営業をするのだ。声をかけるのがはばかられるようであれ

ば、駐車中の車のワイパーにお手紙を残せばいい。 



 あるいは、駐車場業者と組む。そして「この駐車場に駐車の方で、無料査定サービスにご興

味ある方はワイパーにこの札をはさんで置いてください。駐車料金を割り引きます。買い取り

額も上乗せします」などとやればいい。 

 だが、ここが大事なところなのだが、単に 1台を売って満足していてはいけない。さっさと買

い替えをしてもらい、回転率を上げるのだ。何もやましく思うことはない。お客の方も「あの車

なら乗ったことがある」と言いたい、あるいはエクスペリエンスのために所有したいという人た

ちなのだから（少なくとも私は）。 

 「一時所有ならレンタカーでもいいじゃないか」という人は、マイカーを所有する意味というも

のがまったく分かっていない。レンタカーはあくまで借り物だ。車内をカスタマイズできないし、

結果的には高額に過ぎる。原状復帰なんてめんどうだ。そして日本には「買った方が安い」と

いう言葉があるではないか。高額消費財のレンタルなど、根付かないと思う。 

 さて、一度顧客を掴んだ中古車ディーラーは、4カ月もしたら、次の車を薦めるべきだろう。も

ちろん「今月中の下取りだと○○万円になります」といったトークは欠かせない。 

数カ月おきにあこがれの車を所有する至福 

 会員制による割引も大いにありである。あらかじめお客に乗りたい車のリストを書いておい

てもらう。「お客さん、ベンツ CLK320カブリオレ、入りましたよ。来月から 4 カ月くらい、いかが

ですか。リセールバリューも高いです」といったアプローチもすべきである。 

 さて、私がここまで外車にばかり触れてきたのは、私がグローバル人材（笑）だからというわ

けでも、西洋コンプレックスがあるからというわけでもない（ただし、米国製シリアルを除く）。ま

してや外資系企業の出身だからというわけでもない。 

 外車が、車ヒエラルキーに新しい評価軸を持ち込む存在だからである。 

 かつてこの国には、「いつかはクラウン」という言葉があった。しかし、その言葉が生まれて

からの日本は失われた 20年近くを過ごし、本当はレクサス、あるいはクラウンに乗りたいと思

いながら、マーク Xなど“ふつうのトヨタ”に甘んじている人も多いと聞く（注・“ふつうのトヨタ”

の悪口を言いたいのではありません）。 

 では、年式が古くなった“ふつうのトヨタ”を何に買い換えるか。またしても“ふつうのトヨタ”な

のか？ それとも家族の声に屈してワンボックスカーなのか？ 

 そこで、ベンツだ。5年落ちの Cクラスの中古なら手が届く（今年マイナーチェンジした Eクラ

スの新車がいいという本音は胸の奥にしまい込もう）。 



 ただし、ここでシルバーや白を選んでいるようでは、レクサスやクラウンへの憧憬を捨て切

れていない証拠である。ここはあえて、赤を選ぼう。 

 するとどうだ。白いクラウンには見向きもしなさそうな息子も、デートに使いたいから貸せと

言うかも知れない。娘はゴルフへ連れて行けとねだるかも知れない。 

 そうやって車に乗る面白さを見つければ、彼ら（彼女ら）も自分で車を買うようになるかも知

れない。 

 「風が吹けば桶屋が儲かる」というが、「オジサンが外車をとっかえひっかえすれば、若者は

車を買う」ようになるかも知れない。こういうアイデアこそ成長戦略、そして国家戦略プロジェク

トの名に値するのではないか。 

 ご賛同いただけるようであれば、この際、中古車という呼称も考え直したい。 

 ブックオフの素晴らしいところは、古本屋に変わる名前を自らにつけたことである。中古車業

界もこれを見習うべきだ。“オートオフ”はどうか、と思ったら、資生堂が商標を登録済み。洗顔

料のようである。無念である。 

 ブックオフにはほかにも学ぶ点が多い。 

ブックオフが変えた消費者の購買行動 

 持ち込んだ本の査定をしている間に、手持ち無沙汰で、つい新しい古本を買ってしまうとい

うシステムである。あそこに行くと、元気な掛け声と笑顔に励まされ、めぼしいものがなくても、

何か 1冊は買ってあげなくては、という気にさせられる。言うなればブックオフは、ブックハンテ

ィングという新しいライフスタイル、そしてエンターティンメントをクリエイトした企業である。 

 大人が全集を衝動買いできるのは、仮に読まなくても売ればいいと思えるから、そして実際

に売る場所があるからである。衝動買いへの心理的なハードルを大幅に下げたブックオフは、

「本は買うか借りるかするもの」という常識をひっくり返し、「買う」と「借りる」の間にある「有料

で手元に有限の期間滞留させる」という選択肢を手軽なものにしたのである。 

 車もそうなれば、回転が早くなる。そして日本人にカーハンティングという新しいライフスタイ

ルをクリエイトできる。長期所有とシェアの間に、ブルーオーシャンは穏やかに広がっている

のである。 

（構成：片瀬京子） 



 

 

ゴディバの 1 人勝ちを打破する「チョコレー

ト維新」 

チョコの薀蓄でモテるためのマーケティング 

2013 年 8 月 29 日（木）  上山 信一  

 

 立秋を過ぎ、暦の上では秋。そして、世はアベノミクス景気である（少なくとも去年よ

りはかなり明るい）。そろそろ、しっぽりとクラブ（オジサン向けの踊らない方だ）あたり

へ出かけたくもなってくる。デフレ期間は会社近くの 290 円均一の居酒屋に潜伏して

いたお歴々も、銀座あたりへの復帰戦をお考えではなかろうか。 

 さて、銀座のクラブに出かけるとなると、紳士の皆様方の関心事は、何といってもモ

テであろう。 

 夜の街でモテたいと思う男性は後を絶たない。モテるために話題を仕入れようとす

る男性もまた、後を絶たない。しかし、そこでクールジャパンのアニメ戦略とかジャパ

ネットたかたの成長物語の知識を披露しても、大概モテない。それにこの手の話題は

意外に詳しい人が多いから、付け焼き刃ではボロが出る。 

 では、何の話をすればモテるのか。 

 筆者の独断と偏見からすると、それは、チョコレートである。あくまで一般論だが、女

性はチョコレートが好きだ。チョコレートについて語れる男は、新型のスマートフォンや

レゲエの蘊蓄を垂れる男よりもずっと愛される。 

日本では、チョコのライバルはお米 



 お菓子業界は 3 兆 1700 億円市場。チョコレートはその約 14％を占める（約 4500 億

円）。用途は製菓などの業務用と、個人消費用に分けられる。個人消費用はさらに、

自己消費向けとギフト向けに分類される。 

図 1 

 
 わが国の 1 人当たりのチョコレート消費量は年間約 2 キロ強だが、これは欧州の約

5 分の 1 にすぎない。なぜか。日本では米（夕食）と小豆（あんこ）に負けるからだ。 

 欧米人は日中だけでなく、夜にもチョコレートを食べる。チョコレートが、ホテルでベッ

ドサイドに置かれているゆえんである。寝る前、ちょっと小腹が減ったときの必需品な

のだ。 

 ところが日本人にはこの習慣はない。夕食に米を食べる。米には糖分が多く含まれ、

そこで十分に摂取できる。かくして日本では、米がチョコレートの強力なライバルとな

っている。 

 もう一つライバルがいる。あんこである。あれは日本人にとってチョコレート的な存在

である。豆からできていて砂糖との相性がいいところも似ている。 

 ちなみにあんこは、白いもの（餅など）の周囲にまぶして食するのが正統かつ最も美

味しい。伊勢の赤福のあの姿が、正しい。しかしなぜか関西以外では、あんこは大抵、



もちなど白いものにくるまれている。米の中にあんこを入れてどうしようというのか…。

あれは、あんこに対して失礼ではないか。 

 米と小豆との戦いを前にしてチョコレート業界が編み出した作戦が、バレンタインと

ギフト需要の開拓である。チョコの売り上げの約 4 分の 1 を 2 月が占める。 

 もう一つのギフト需要のパイオニアが、おなじみ「ゴディバ」である。同社の売り上げ

の約 7 割程度がギフト用途と推定される。バレンタインはもちろん、それ以外の季節で

も、「贈り物ならゴディバのチョコレート」という確固たる存在感を築いている（「とらや

の羊羹」や「六花亭のマルセイバターサンド」もがんばっているが）。 

 ゴディバはもともと 1926 年にベルギー・ブリュッセルで設立された。その後パリに進

出したが、やがて米キャンベル・スープ・カンパニーに買収された。へえ、アメリカ企業

かあ、と思われるかもしれない。それを日本へ導いたのは片岡物産である。「トワイニ

ング紅茶」で知られる商社だ。その後、2007 年に、ゴディバはトルコ企業に買収された。

実は、ゴディバは今や東京とオリンピック招致を争う、かの国の会社なのである（勝敗

に関しては、微妙な情勢ではあるが）。 

チョコはリラックス目的の販売が多い 

 次に、自己消費用のチョコレートはどういう状況かを見てみよう。 

 販売理由をほかのお菓子と比較してみると面白い。図 2 の通り、ほかのお菓子の場

合は「空腹を満たすため」といった理由が多いが、チョコレートの場合は、「リラックス

目的」が 35％、そして「頭の回転率向上」が 26％を占める。「空腹を満たすため」はわ

ずか 13％だ。 

図 2 



 
 この調査結果は実はチョコレートの伝統に即した回答である。チョコレートの原料は

カカオ豆だが、原産地の中南米では、古代から栄養、強壮薬として飲まれていた。ス

ペインに紹介されてからもカカオ飲料として飲まれ、それがオランダのバンホーテンや

イギリスの菓子職人の手を経て、1847 年に砂糖とともに固形にして食べるチョコレー

トに進化した。 

 翻って現代の日本。店頭に並ぶ固形チョコレートを眺めてみよう。リラックスしたい、

頭の回転率を上げたいという消費者ニーズにちゃんと応えているだろうか。マーケティ

ングの姿勢をみる限り、ストレスと闘う人を対象にしたメンタルバランスチョコレート「ギ

ャバ」（グリコ）などの例外を除き、一様に腰が引けている。 

 多くの商品は「もともと甘くて体に悪いものでございますから…お菓子ですし」という

立ち位置である。良さを伝えるにしても、やれ「甘くない」だとか「カフェイン控えめ」だ

とか、「こんなこともちょっとやってみているんでございます」といった姿勢だ。どうにも

あいまいだ。この際、「大人はブラックチョコで頭が良くなる」くらいのことを言い切った

らどうか。ガムだって、キシリトール入りで虫歯にならないとか、味より機能を打ち出す

ものが増えている。あれを見習うべきだ。 

チョコレートはもともと薬で、お菓子ではなかった 



 食品だから能書きの表現に法令上の制限があるのはわかる。しかし、チョコレート

はもともと薬であり、お菓子ではなかったという歴史をテコに、効能をもっと主張してほ

しい。 

 さて、チョコレートの成分に踏み込むにあたっては、ブレンダーの育成も必要だ。 

 本当にコーヒー好きな人は、どの産地のどの豆を、どれくらい焙煎し、どれくらい挽く

のか、そして、ドリップするのかサイフォンを使うのかなどいろいろ選んだ末にやっと

一杯にありつくらしい。 

 チョコレートの付加価値向上を狙うなら、こういう面倒くさい薀蓄のプロセスがあって

もいい。カカオ豆とひとことで言っても、様々な産地や発酵、焙煎の方法がある。何と

何をどれくらいでブレンドしたカカオがいいだとかと、ミルクの黄金比率は何パーセント

だとか、あるいは昼寝のあとの目覚ましには○○産の豆を長めに焙煎したのがいい、

といったアプローチがあってもいいだろう。 

 農産物は原料よりも加工品が、そして加工品の中でも嗜好品が、さらに中でも薀蓄

もの、マニアックなもの（タバコ、酒、チーズ、コーヒーなど）が儲かる。チョコはまだ加

工品のレベルに留まっている。 

 チョコレート需要を増やす方法はまだある。例によってマーケティングの 4 つの P に

注目すると、売り場に工夫の余地がある。 

 たとえば、チョコレートをもっと喫茶店で売れないか。ホテルのラウンジなどではコー

ヒーを頼むと、しばしばロータスオリジナルカラメルビスケットが付いてくる。お茶請け

用のビスケットだ。この座をチョコレートも本格的に狙うのである。コーヒーはリラックス

目的で飲まれることも多い。組み合わせとしては最適ではないか。 

 しかし、板チョコを添えるわけにはいかない。一方、生チョコは高すぎるし、柔らかく

て手間がかかる。 

 だとしたら、お茶請けに小粒のドロップ状のチョコはどうだろう。となると、自信を持っ

て提案したいのが、関西ではよく知られている「呼吸チョコ」である。 

 この呼吸チョコは、大阪が誇る株式会社マルシゲ（1953 年（昭和 28 年）創立）が生

産している。総合食品商社の同社が、呼吸チョコの前身となる商品を開発したのは

1992 年だ。ティラミスチョコが、キャンディのように銀紙で包まれているもので、これが

北新地の高級クラブのおつまみとして大ヒットした。 



関西が生んだ「呼吸チョコ」 

 呼吸チョコは、ドロップ状に加工されたチョコが個別にパッケージ化されている。われ

われはチョコレートの板を前にすると、太るのではないかと罪悪感を覚えるが、呼吸チ

ョコは警戒心を解く。一粒くらいなら食べてもいいという安心感を与えてくれる（結局た

くさん食べてしまい、後で後悔するのだが）。 

 最初の商品がヒットした後、名称を「呼吸チョコ 北新地ティラミスチョコレート〈ココ

ア〉」とした。今では関西の 3 都を制覇すべく、「呼吸チョコ 祇園」（抹茶味）、「呼吸チョ

コ 神戸北野」（コーヒー味）を展開。さらに「呼吸チョコ きな粉」もある。 

 関西に出張でお越しの際に、その手の店へ出かけたならば、「呼吸チョコある？」と

お声掛けいただきたい。「えっ？知ってはりますのん」と一気に話がはずむだろう。北

新地のクラブのお姉さんたちの郷土愛をくすぐること間違いなしである。そして機会が

あればお土産にもお買い求めいただきたい（マルシゲは天満橋の OMM ビルの地下

などにある）。 

 そしてそれを祇園や銀座、赤坂、中洲に持っていく。各地でまたモテること請け合い

である。こうしてあなたは呼吸チョコで全国のクラブ制覇を達成するのだ。これは何も

私の地元の企業マルシゲを儲けさせ、大阪経済を活性化させるために言っているの

ではない。読者のモテにつながるからこそ申し上げるのである。 

 呼吸チョコの素晴らしいところは、形態ばかりではない。チョコレートを臆することなく

日本化した点がえらい。 

 実はラーメンもそうだった。ラーメンは中国四千年の歴史が詰まった食事である。そ

れを大阪が誇るわが日清食品は、即席袋めん、そしてカップ麺へと昇華させた。チキ

ンラーメンもカップヌードルも、今や“グローバルスタンダード”のヌードルである。もは

や中国のラーメンとは別物のグローバル商品に進化した。 

 呼吸チョコもそれと同じ道筋をたどりつつある。どうみても食べ物とは無関係の奇妙

なネーミングのインパクトをもって、人々にチョコの本場はベルギーだとかヨーロッパ

だとかいったことを瞬時に忘れさせる。そして「呼吸チョコの本場は北新地」、「チョコ

はマルシゲ。マルシゲはゴディバの兄弟（？）」というイメージを作り上げた。さすがで

ある。 



 ラーメンはもはや日本食である。それと同様に、呼吸チョコはもはや大阪のソウルフ

ードである。チョコレートは大阪人の力によって和菓子化されたのである。 

東京はつくづく底の浅い街だ… 

 この通り、わが故郷の大阪では、チョコレートはすでに西洋から独立し、文字通り呼

吸をして街に根付いている。翻って、辺境の東日本地方ではどうだ。東京のデパ地下

ではあいかわらずのスイーツブームだ。舌を噛みそうなフランス語だのイタリア語だの

のわけの分からない菓子が次々と出ては消えていく。つくづく底の浅い街だと思う。独

自文化の香りがない。 

 東京人はいつまで洋物をありがたがるのか。それに引き替え大阪はエライ。いいも

のは何でも咀嚼の上で地元化し、それをテコにグローバルスタンダード化すらやって

のける。東京人には大阪人のスピリッツを見習って、洋物スイーツを強引に日本化し

てもらいたい。このように、大阪発の「チョコレート維新」は、全国に広まるべきもので

ある。 

 …というような話は、バカバカしく聞き流すのに適している。つまり、夜の街で披露す

るのに最適なのだ。銀座や中洲、すすきののクラブで、大阪北新地のクラブが育てた

その名も奇妙な呼吸チョコへとたどり着く壮大なチョコレート物語を、1 粒、2 粒とつま

みながら語る。素晴らしいではないか。これでモテないわけがない。多分。 

 さあ、男ならまたクラブに行こう。部下を連れてパーっと行きましょう！ 

（注）このレポートの執筆にあたっては慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で

2010 年秋学期に行った「チョコレート市場分析チーム」（篠原慶美、西岡一）の成果を参考に

した。 
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「カリスマ」が資本主義社会で持続可能に

なる条件 

カリスマの、カリスマによる、カリスマのためのビジネス 

2013年 9月 5日（木）  上山 信一  

 

 

 今回はいきなり英語のクイズから。あなたは“ドメスティック・ディーバ（Domestic Diva）”とい

う英単語をご存知だろうか？ これは日本語でいう“カリスマ主婦”のことで、米国ではほぼ自

動的にマーサ・スチュアート（後述）のことを指す。ここの Domesticは家事を意味する。そして

Diva とは歌姫（もともとイタリア語で女神。AKB48 から分かれたグループ名にも“diVA”がある）

のことだ。だから Diva=神=カリスマという意訳は実は正しい。 

 カリスマ（charisma）はもともとギリシャ語に由来し、原始キリスト教では「神から授かった特

殊な能力」を意味した。滅多にいない、圧倒的かつ神秘的な存在である。カリスマという言葉

を広めたのは独の社会・経済学者のマックス・ヴェーバーである。ヴェーバーは 『支配の諸

類型』の中で、「合法的支配」「伝統的支配」とともに「カリスマ的支配」を統治の 1つのモデル

とした。 

 そこから転じて、今の日本では、カリスマシェフ、カリスマ美容師、カリスマ節約主婦などカリ

スマがあふれている。現代の日本では統治や政治の世界のカリスマがあまり見られなくなり

（多分困ったことだがそれはさておき）、代わりにプロフェッショナル業界で使われる用語にな

った。さらに最近では、読者モデル、主婦などを修飾する言葉にもなった。彼らはもちろんプロ

ではないが、他の読者、主婦から一目置かれる存在である。予備校にも「カリスマ講師」が大

勢いる。ただなぜか、学校の先生や大学教授のカリスマはあまりいない。先生は単位を与え

る権限を持っているので、教室の中では”神“だからだろうか（そして教室の外に出るとふつう

の人だし…）。 



 さて、カリスマには 2つのタイプがある。 

生活密着型の耐久消費財に多いカリスマビジネス 

 1つはクリエイティブ型だ。ファッション業界におけるジョルジオ・アルマーニ、テレンス・コンラ

ン、ココ・シャネルなどだ。非凡な才能を駆使して素晴らしいアートや商品を創造する。先ほど

のマーサ・スチュワート、日本の栗原はるみに代表されるカリスマ主婦（主に料理）もクリエイ

ティブ型である。 

 もう 1つはユーザー型だ。パリス・ヒルトン、英国の故ダイアナ妃、そしてやんごとなき方々を

擁する宮内庁。彼らが使う商品は珍重され神秘性を帯び、“○○御用達”、“○○さんが愛用”

とありがたがられる。 

 ちなみにカリスマが成り立つ商品は、生活に身近な耐久消費財が多い。典型的には服や靴

などのファッション。椅子などのインテリア（イムズなど）。そして車（ポルシェなど）、建築（コル

ビジェなど）へと対象物はだんだん広がった。 

 以上は 19世紀から 20世紀にかけての動きだが、押しなべて小さなものから大きなものへと

対象物は拡張した。それが最近は対象物がものからサービスに広がり、アイテムも小さくなっ

てきた。また、短期間に消費される食べ物などにも広がった。アクセサリー、花、スイーツ、料

理などがその例だ（図 1）。かくして今やカリスマビジネスは、生活産業の全般に渡ってブル

ー・オーシャンを開拓し続けている。 

図 1 

 



 ところで、カリスマビジネスの成功の条件は何か。クリエイティブ型について上山ゼミで分析

したところ、5つあるとわかった。1つ目は非凡な才能、2つ目は権威付け（入賞歴など）、3つ

目が補助要員（助手）の確保、4つ目が後進者（弟子）の育成、そして 5つ目が「ブランド化」で

ある。この 5つがそろうと非凡な個人の才能がカリスマビジネスへと転換、つまりマネタイズで

きる。 

 そして面白いのは、カリスマ（個人）がカリスマビジネスに育つためには、あるところで創作

の手を止める必要があるという点だ。 

 どんなに素晴らしいパティシエでも、朝から晩までスイーツを作り続けていては、カリスマに

はなれない。どこかで弟子に任せないと、資本主義が求める拡大再生産ができない。最終的

にはブランドビジネスに進化し、コンビニと組んだ自分のブランドのオリジナルスイーツを企画

したりする。さらに、消費者を生産者に転換すると“生産”はさらに拡大する。「○○さんと同じ

ようにあなたも自分で作りましょう」というビジネスだ。 

 この点でマーサ・スチュアートや栗原はるみはすごい。消費者を自分のカリスマ商品の生産

者に転嫁（ハイジャック！）してしまった。もはや宗教に近い。ここでは、プロの料理人ではなく、

もとは普通の主婦という経歴がアピールする。 

 この資本主義の拡大再生産の法則に照らすと、ユーザー型カリスマも、他人の作る物をセ

レクトして薦めているだけでは儲からない。オリジナル商品の開発ビジネスに関わってこそ、

本物のカリスマビジネスとなる。 

マービン・バウワーのカリスマは今も健在 

 余談になるが、読者の皆さんはマービン・バウワーというカリスマ・コンサルタントをご存じだ

ろうか。私がかつてパートナーを務めた大手コンサルティング会社、マッキンゼーの事実上の

創業者である。彼は元弁護士。発展途上だった経営コンサルティング業をプロの職業に育て

た立役者である。 

 彼はもちろん仕事がものすごくできたが、“クライアント・ファースト”に代表される強い職業

倫理を体現した人物として、業界内はもとより米国のビジネス界で広く知られる（詳しくは『マッ

キンゼーをつくった男 マービン・バウワー』（ダイヤモンド社）を参照）。マッキンゼーの社内で

は、重要判断は必ず彼の行動規範に沿っているかどうかが問われる。 

 その神格化、カリスマ度合いは、アップルにおけるスティーブ・ジョブズ、慶應義塾大学に於

ける福沢諭吉先生に並ぶ存在である。若手パートナーの間では、今は亡きバウワー（2003年

没）と会ったことがあるか、同じテーブルで食事をしたことがあるかが一大事となる（カリスマ



の近くでリアルな時間を過ごした経験は、その人物の社内カリスマ度につながるのだ）。ちな

みに、筆者はもちろんバウワーと同じテーブルで食事をしたことがある（だからエライ！とこの

ような場で自慢しても仕方ないのだが…）。 

拡大再生産と持続可能性を担保する「ブランド化」 

 ところで、一般に、カリスマ自体は一代限りである。 

 しかし、カリスマ本人が死に絶えようとも、カリスマビジネスは拡大再生産と持続可能性を求

めて、後継者を探し、育てようとする。だが、後継の新カリスマは、たいてい旧カリスマほどの

力を持たない。そこで、繰り出される手法が「ブランド化」である。たとえばシャネル。ココ・シャ

ネルが亡くなったあとも特異なスタイルを保って、新商品を出し続けている。変わりゆくユーザ

ーに対し、時代のトレンドを反映しつつも変わらぬ価値観を発信し続けている。 

図 2 シャネルスピリットに基づくデザインのルール 

デザイン 機能 

上着の内側にチェーン 上着に重みを与え、定位置に落ち着かせる 

袖山は高い位置に 格段に楽に動くことができる 

上着にカフス 取り外しや洗濯が可能 

ウエストバンドの内側にリボン ブラウスの滑り止めの役割を果たす 

ヒップの内側にジッパー たくさん食べてもお腹のラインにひびかない 

スカートにスリットやプリーツ 体に合わせて服が動く 

飾りのポケット 鍵や口紅をいれたり、手の置き場にもなる 

 世には数多のブランド論が溢れているので、そのあたりの話は省略する。カリスマビジネス

にちなんでここで力説しておきたいのは、ユーザーへのブランドの刺さり方である。 

 上山ゼミで調べたところブランドのユーザーへの刺さり方には大きく 3通りある。それによっ

て、ブランドは 3分類できる。 



 まずは「アウトロー」型だ。ナイキやハーレー・ダビッドソン、アディダスやポルシェ、初期のア

ップルなどがそうだ。 

 これらはとにかく尖がっている。万人に愛されるブランドではない。素行不良なのになぜかモ

テるスーパースターのようなブランドだ。アンチも多いが、一部に熱狂的ファンがいる。ファン

の間には強い仲間意識がある。「世の中は分かっちゃいないよね」という共通認識がある。 

図 3 

 
 続いて、「マスライフスタイル型」だ。無印良品やユニクロ、L.L.Beanが属する。ある種のこだ

わりとスタイルを持った先進的な価値観を打ち出しているものの、基本は万人向けである。ち

ょっとだけ普通でないもの、少しだけこだわりたい良いモノ好きのファンが集まる。そこには商

品の良さ、スタイルへの共感がある。ファンはゆるい連帯感でつながっている。アンチは少な

い。ファンには気持ちの余裕がある。 

 そして「貴族型」。メルセデス・ベンツ、エルメス、リッツ・カールトンなどいわゆる超一流を自

認するブランドである。誰が貴族なのかというと、客である。客は、自分こそが超一流ブランド

にふさわしい客であり、支持者だと思っている（あるいは、人からそう見られたいと願ってい

る）。だから、リッツでベルボーイとの会話に割り込んでくる他の客は許すまじ敵となりうる。S

クラスのオーナーは、A クラスのユーザーを自分と同じベンツのオーナーだとは認めたくない

（多分）。 

みんなの党や日本維新の会はアウトロー 

 この 3分類は日本の政党にも当てはまる。みんなの党や日本維新の会はおそらく「アウトロ

ー型」だろう。一昔前までの民主党（最近はあまり元気がないが）はたぶん「マスライフスタイ



ル型」だった。そしておそらく自民党は、本質的には「貴族型」である（自分の業界、地域のた

めに仕事をしてくれる先生が第一である）。 

 ちなみに、アップルはアウトロー型からマスライフスタイル型への転換を遂げた。ルイヴィト

ンは貴族型からマスライフスタイル型に変化して売り上げを伸ばした。このように、スタイルの

転換が、カリスマビジネスの成長につながることもある。 

 ここでふと思うのが、人間、つまり個々のヒトのブランドの意味だ。多くの日本人には死んだ

ら戒名というブランドが付く。居士に大が付くとか付かないとか…。しかし、あんなのはどうでも

いいと筆者は思う。 

 私の場合、死んだら、亡骸は宅配便か引っ越し便に引き取りに来てもらってもいい。「あ、ご

遺体 1つですね」と担いでどこかへ持っていって適切に処理して欲しい。高価な棺も華美な祭

壇も複雑な戒名も無用だ。そういったブランドには興味がない。カリスマビジネスを営むつもり

は毛頭ないし、上山家にはブランドを必要とする資産もない。 

カリスマは一代限りでよいのだ…が… 

 要するにカリスマは一代限りでよいのだ…とここまで書いて、ふと気がついた。そもそもブラ

ンドはいらないという前に、まずカリスマにならなければならないのだ…。 

（構成 片瀬京子） 

（注）このレポートは慶應 SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）の 2007年秋学期の「カリスマ・クリエ

イター市場分析チーム」（染矢明日香、佐藤仁美）、同年春学期の「ブランド研究チーム」（中村憲佑、山崎百

華、木下みらい）の調査結果を参考に作成した。 

（注 1） マーサ・スチュワート 

 1941年米国生まれ。世界的に有名なカリスマ主婦。「家事の楽しみ方」を提唱し、家事の定

義を更新した。裕福でない家庭に育つが、ケータリングビジネスの経験から、レシピ本

『Entertaining』（1982）を出版、ベストセラーとなる。「マーサ・スチュワート・リビング・オムニメ

ディア」を設立しビジネスを展開（売上高約 2兆円）。扱うジャンルは料理のほか、キッチン、園

芸、インテリアなど幅広い。自ら CEO（最高経営責任者）を務め、レシピ・通販を取り扱うインタ

ーネットサイト、雑誌『マーサ・スチュワート・リビング』、同名のTV番組（昨年終了）などから収

益をあげる。また、大手ディスカウントチェーン Kマート社と提携して手頃で高品質な商品を売

る「マーサスチュワートエブリディ」という統一ブラントを立ち上げた。 



（注 2） 栗原はるみ 

 1946年生まれ。専業主婦から料理番組のアシスタントを経て、料理研究家、カリスマ主婦へ

と変貌。ミリオンセラーの著書『ごちそうさまが、ききたくて』で日本人初のグルマン世界料理

本賞を受賞（2005年）。1995年に「ゆとりの空間」という会社を設立し、「栗原はるみのライフス

タイルをかたちにした衣食住の総合ブランド」として生活提案型のショップを展開する（全国 57

店舗）。栗原レシピの料理を楽しめるほか、セレクトされたキッチン用品やウエアなどが買える。

メグミルクと提携したデザートシリーズ「栗原さんちのおすそわけ」、全日空の機内食の監修

など、他力活用によるビジネスも展開。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



 

 

俳優業の社会的地位向上で、日本人をプ

レゼン上手に！ 

俳優業キャリアの出口戦略が、日本人の演技力を育て

る 

2013年 9月 12日（木）  上山 信一  

 

 

 最近の若者たちはプレゼンがうまい。「ポイントは 3つ…」「結論から言えば…」と実に滑らか

だ。おそらく小さい頃に週刊こどもニュースで池上彰さんを見ていたからではないか。いや、最

も影響を与えているのは、ジャパネットたかたの髙田明社長かもしれない。彼は間違いなく名

優である。相手を引き付け、楽しませ、説得し、気分よく物を買わせる。並みの俳優をはるか

に超えたすさまじいコミュニケーション能力である。 

 さて、今回の上山ゼミの業界分析のテーマは俳優である。 

日本の職業俳優の平均年収は約 200万円 

 日本には今、およそ 1万 1700人の職業俳優がいる。うち、女性が 4割。平均年齢は 40歳。

年収はかなりの幅があるが、平均約 200万円（「平均年収.jp」などによる）。世の中の平均より

は少し低く、またこの額は、ほかのクリエーティブ系ビジネスの従事者（例えば演奏家、演出

家、作家、音楽家など）よりやや低い。 

 俳優は間違いなく憧れの職業の 1つである。最先端のファッションを装い、スポットライトを

浴びる。旅番組やグルメ番組の仕事もある。ベテラン俳優が小説を書いたら、すぐに何かの

賞がもらえる（という印象がある）。 



 しかし現実はきびしい。そんな俳優はごくごく一握りである。 

 クリエーティブ系ビジネスの中で最も恵まれているのは、意外にもクラシック音楽の演奏家

である。平均年収は約 400万円（当人たちへのインタビュー、各種データからの推計）と高い。

彼らにはフルオーケストラの演奏会だけでなく、ミニコンサートや結婚式などの出番がある。

一流プロだとCDも出せる。また、演奏（俳優で言えばカメラの前や舞台で演技する仕事）だけ

でなく、教える仕事がある。街を歩けばピアノ教室やボイストレーニング教室に出くわすし、小

中高には必ず音楽の先生がいる。 

 こうしたクラシック音楽の産業としての裾野の広さの背景には、音楽が義務教育の必修科

目になっているという事実がある。全国民がいやおうなしに、小中学校の授業でクラシック音

楽にふれる。そこには音楽で生計を立てる先生と、悪い成績を付けられたくない児童・生徒と

親がいる。 

 課外で親に言われてピアノを習う子どもたちもいる。ほとんどの子は最初はしぶしぶやって

いる。ところが、いつしか面白さに目覚めてくる子たちが出てくる。そのうち「高校生になったら

甲子園のアルプススタンドで NHKの朝の連ドラ『あまちゃん』のテーマを奏でたいなあ」と考え

る子も出てくる。さらに、大人になったら音楽で身を立てたいと夢見る若者も出てくる。この業

界、たとえプロの演奏家になれなくても、音楽の先生という安定した職業の道がある。恐れる

ことはない、好きな道を究めてみようと音楽、芸術系の大学に行く人も多い。 

 このようにクラシック音楽の場合、若い頃から身近に触れ、早くから楽しさに目覚め、プロを

育てる仕組みがうまくできている。かくしてクラシック音楽は日本人の暮らしに根付き、音楽家

たちも食べていける。この仕組みは、同じく義務教育の科目である美術やスポーツ（体育）に

もある程度当てはまる。 

キャリアの出口に乏しい俳優業 

 翻って、演劇はどうか。 

 国の政策では舞台芸術に対して、体験型のかかわりを増やしていく方向にあるそうだ。劇団

関係者によれば、そのあおりで学校ぐるみの舞台芸術鑑賞の機会が激減しているほどだとい

う。だが残念なことに、日本の小中高では演劇を正式な科目として教えない。国語の授業の

一部でしかない。学校外の教育機関も少ない（文学座・劇団四季・宝塚などを除く）。街を歩い

て演劇教室を見かけることも少ない。演劇や映画の面白さに目覚めて、将来は俳優になろう

と思っても、食べていけるかどうか不安だ。俳優になれなくても、学校で教える仕事ならアリか

も、とはとても思えない状況だ。つまり、キャリアの出口がない。 



 しかし演劇は、ギリシャ文明の頃からの伝統である。欧米社会では、今も、演劇は民主主義

の基盤と考えられている。演じる、すなわち、説得力をもって振る舞うということは、異なる文

化を持つ人々がコミュニケーションし、問題解決し、政治を動かすうえで欠かせない要素だか

らだ。 

 現代人の生活には、ますます演劇的素養やスキルが不可欠となっている。だからこそ海外

の学校では、ミュージック（音楽）やアート（芸術）と並び、シアターすなわち演劇が独立した科

目として成り立っている。 

 ところが日本では、演劇に対するリスペクトがあまりないようだ。単一民族の仲間うちの社会

だったから、たいていのことは「あうん」の呼吸で分かりあえる。空気を察する力こそ大切で、

深い対話や討論はあまり必要とされてこなかったからだろう。 

 そのせいか、俳優に対するリスペクトも足りない。観る対象としては、美人女優や一部の歌

舞伎役者、映画やテレビのタレントが人気を集める。しかし、本多劇場やシアターモリエール

あたりで活躍する俳優に何かを学ぶという発想はない。演劇を観るというと「情操教育にはい

いんじゃないの」という程度の理解が大方のところではないか。 

演じることもディベートの一環 

 実は、筆者は米国アスペン研究所の経営者向けの思想哲学の合宿研修に参加したことが

ある。大手企業の役員や官庁の局長クラスが 15人で 2週間合宿し、朝から晩まで語り合う。

そこでの課外プログラムとして、班対抗でギリシャ悲劇（ソポクレス作『アンティゴネー』）を演じ

る機会があった。舞台の上では各人が別の人格になりきる。 

 すると、もとの役職はもちろん、日中の教室内での姿とは違った本人のキャラクターが浮か

び出してくる。演者の個性と配役がうまく溶け合い、お互いの理解がぐんと深まった。演じるこ

とは観客を意識したディベートの一環であり、対話術を磨くことにもつながると確信した。また、

なるほど演劇は政治風刺で威力を発揮するはずだとも悟った。 

 ここまで、あたかもグローバル人材（笑）による日本批判に終始しそうな流れ…（？）だが、も

ちろんそうはならない。 

 私は、古代のギリシャ演劇の劇団チームで練習しているうちに、子供の頃、知らず知らずの

うちに演技を学んでいたことを思い出していた。 

 私が幼少期を過ごした大阪の街では、日常の大人たちの会話が演劇的だった。舞台は街。

すべての人が俳優である。店舗では、売り手と買い手は、売り手らしい振る舞い、買い手らし

い振る舞いを強いられていた。 



 「このタンスえらい高いやん」「いやこれ、順番待ちの人気ですねん」「そしたらチラシで宣伝

せんでもええやん」「いや、ちょっと値が張るんで宣伝せんと売れませんのや」「えっ？」といっ

た具合だ。 

ボケとツッコミは経済学の実践なり 

 真面目なのか冗談なのかわからない。そして一見脈略のなさそうな会話を繰り返す。だが、

やがてそれを通じてお互いの立場や状況に対する理解が深まり、商談における妥協の余地

が急に見えてくる。「買ってよし、売ってよし」の価格と気分の均衡点を探っているのである（経

済学の実践なのだ）。 

 この場合、演技を通り越して熱くなったり、感情的になったりするのはルール違反だ。ユーモ

アと演技力で相手の主張にツッコミを入れる。そのあとは相手を立てて、すかさずこちらのお

願いを泣き落とさんばかりに切々と訴える。この切り換えができなければ一人前の大阪人と

は言えない。 

 今の日本人に必要なのは、単なるディベート力ではない。ユーモアを交えたこの大阪人的な

演技力ではないか。論理的に正しいかどうかに加え、それを正しいと相手に思わせる力量と

愛嬌が問われている。ジャパネットたかたの髙田社長のセールストークも、あの顔と声と表情、

立ち居振る舞い、そして方言なまりがあるから、説得力がある。自分の立場（要するに売りた

い）を明示しつつも、相手の立場（買い手が抱く心配や不安）への理解と共感を示す。だから

名優なのだ。 

大阪の街では、今でも演技が学べる 

 大阪の街では、今でも、家でも街でも、知らず知らずのうちに演技を学べる。 

 人の多いところ、電車の中や雑踏で、たとえば 2人の小学生がボケとツッコミを互いに繰り

出す場面に遭遇するだろう。あれは、彼らの舞台なのである。後で必ず「今日はウケたな」「周

りの大人、凍ってたやんか」などと密かに反省会が開かれる。彼らは 2人の間でコミュニケー

ションを取っているようでいて、会話を披露し、実は周囲ともコミュニケーションしているのであ

る。そんな彼らが大人になって、大阪はもとより東京やニューヨークでタフなネゴをこなすよう

になる。 

 だからここで是非とも言っておきたいのは、何と言っても 400年前のあの事件、大阪夏の陣

の理不尽さである。あのとき豊臣氏が天下をとっていれば、日本は演劇国家になっていただ



ろう。生き馬の目を抜く現在の国際社会でも、丁々発止の交渉ができる日本人がたくさん輩

出されていたはずだ。ところがあのとき徳川氏が勝ってしまった。 

 そこから日本の没落は始まった。三河の徳川の生真面目さが日本をダメにした。（中略…）

それがひいては山県有朋に代表される精神主義の陸軍文化を生み出し、（中略…）ついに太

平洋戦争で負けるに至った。そして戦後も今も、ひたすら黙々とモノづくり一本やりで来てしま

った。それが日本の産業構造の転換を遅らせてきた…。要するに、日本は平成不況よりも前

の 1945年 8月の敗戦よりもそのまたはるか昔の 1615年の夏（大阪夏の陣）、豊臣氏が敗れ

たときに、今日のグローバル化において負けるべく運命づけられていたのだ…。 

 日本の将来のため、俳優のためにも学校教育に演劇を取り込むべきである。一部では、学

生の研修現場に精神科の患者さんを演じる俳優を派遣するビジネスを始めている劇団もあ

る。 

演劇を必修科目にし、資料棒読みやマニュアルトークを撲滅 

 今後はさらに裾野を広げ、あらゆる教育現場に演劇を浸透させるべきだ。英語の授業にお

ける英会話の比率が高まっているように、小中高の正規の授業科目として演劇を採用するの

だ。国語の時間に、1人で教科書を読み上げる朗読なんかに時間を費やすくらいなら、掛け

合いやディベートを練習させるべきだ。 

 そうすれば、俳優業もクラシック演奏家と同じく、ちゃんと食べていける稼業になるだろう。ク

ラシック音楽は元々日本になかった文化だが、政府と関係者の努力ですっかり定着した。今

からでも遅くない。400年前の失敗（まだ言ってる…コイツ…自己批判）は取り返せるはずだ。 

 そうすれば、記者会見で資料の棒読みを繰り返す経営者や、こちらの反応なぞお構いなし

にマニュアルトークを繰り出す店員もいなくなる。そしてまた、大阪のようにバスや電車を待つ

ベンチで隣の客と楽しく語らう習慣が全国に広まるだろう。かくして、日本全体が大阪のように

素晴らしい街になれる（？！）。あと 2年で大阪夏の陣から 400年、やっと日本にも素晴らしい

時代が訪れる。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）の2008年春

学期「俳優ビジネス分析チーム」（山崎百華、小西恵里子、岡田紗也加）及び 2007年秋学期「クラシック音楽

ビジネス分析チーム」（新井優大、松野慶香）の成果を参考にした。 
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 8月 1日のこのコラムではうっかり海外旅行自慢をしてしまったので、今回は国内旅行自慢

から始めたい。 

 筆者は国内外を問わず見知らぬ土地に出かける際には、なるべくつてを頼ってその土地の

人を紹介してもらう（地方在住の読者の方にもぜひお会いしたいのでよろしく！）。現地で会っ

たら一緒にメシを食う。そして尋ねる。 

「何かお土産にいい名産品、特に珍しい食べ物はないですか？」 

 最初の返事は大抵ありきたりだ。全国にも名が知られた誰もが思い浮かべる名産品の名が

挙がる。そこで尋ね直す。 

筆者が感動した「江木なうなう」 

「東京で一人暮らしをする子供に持たせたくなるような、地元でしか食べられない旨いものは

ないですか？」 

 すると今度は「ちょっと見た目はアレですが」のエクスキューズと共に、素晴らしい食品が推

挙される。 



 そうやって出会った素晴らしい食べ物のひとつに、島根は浜田の江木蒲鉾店の「江木なうな

う 赤天」がある。これは魚のすり身に赤唐辛子を練りこんだ薩摩揚げのようなものだ。見た

目はピンクで辛い。が、食べているうちにハマる。つまみによし、おやつによし、カットして焼き

そばに入れてよし。なんというかハムにパン粉をつけてカツにした感じで粉モノ風の不思議な

味がする。 

 味だけでなくネーミングもいい。「なうなう」である。ツイッターの「なう」、あまちゃんの「じぇじ

ぇ」の両方取りかと思いきや、双方が存在しない頃からの人気商品である。 

 形状もまたいい。オーソドックスな薩摩揚げスタイルで好きな形に切って食べられる。 

 練り製品は全国の水産加工品の 2割を占める。しかし、年間生産量はこの 10年間コンスタ

ントな右肩下がりを続けている（図 1、ただしこの 1～2年は若干回復）。特にひどいのがカマ

ボコだ。チクワも微減。カマボコの中でも板フリーの揚げカマ・ゆでカマ・風味カマなどは健闘

しているが全体にさえない。原材料であるホッケとスケトウダラの不漁がダメな原因らしい。 

 

 だが、それだけではない。商品改良がされていない。あまりにも工夫が足りず、これはもうヨ

ーグルトやコンビニおにぎりの比ではない…。 

 ならばどうすればいいか。いきなりだがオブラートと薬の話が参考になる。あのぺらぺらした

オブラートは、日本にしかないものらしい。それでフランス人のシェフたちが料理に使うため、

来日すると大量に買っていく。 



 しかし最近はてんでお目にかからない。なぜなら、薬の世界のイノベーションで粉薬が減っ

たからだ。あるものは錠剤に、あるものはカプセル入りへと形を変えた。これは「剤形変更」

（薬業界の専門用語だ）が起きたからだ。薬に限らない。カタチの変更は業界に大きなイノベ

ーションをもたらすことが多い（実はオブラートも液体のものが出てきている）。 

 食品業界でいうと、チーズはこれがうまい。粉になったり扇形になったり、最近はタラとくっつ

けたおつまみなどもある。こんにゃくもよくやっている。ゼリーや刺身になった。食品業界では

多くの商品が他業界の動きをヒントに消費者ニーズにあわせた剤形変更をやっている。 

かまぼこは「板依存症」から脱却せよ 

 ところが、かまぼこはどうだ？いつまでたっても板離れができない。なぜ、あの板にべったり

くっついていなければならないのか？ 

 最近の消費者は、骨のある魚は食べにくいとかの理由で、鮮魚を食べなくなっている。その

一方で、世間では「頭、頭、頭、頭が良くなる～」と喧伝されてきた。だとすれば、かまぼこは、

うまくすると精肉業界におけるソーセージのような強力な地位を確立し得る。なのに、そのチ

ャンスをみすみす逃している。カマボコを見るたび、やればできるはずのダメな息子をじっと見

つめる親の気持ちになる…。 

 かまぼこが抱える問題は「板依存症」に限らない。 

 まずいけないのは、魚業界のヒエラルキーの一番下に自らの身をさっさと置いてしまった点

だ。最上位は、やっぱり生。刺身はエライ。これはまあ仕方がない。その次は焼き魚、そして

煮魚の順である。その後がやっとチクワやカマボコだ。しかし、加工品は本当に最後でいいの

だろうか。 

 実は冷蔵・冷凍技術がないころは、かまぼこは結構偉かった。だから贈答品にもなった。と

ころが、いつの間にか地位が低下し、ついにアイデンティティまで喪失しつつある。だが、魚離

れの今は、再びチャンスだ。今こそ堂々と、「加工品の方が食べやすい」、「俺たちには骨がな

い」、「手も汚れない」と主張したらいい。ちなみに筆者がかつて住んでいた米国メリーランド

州にはクラブケーキ（カニのほぐし肉で作ったケーキ）というおしゃれな料理があった。あれを

ヒントにしたらいい。 

「ジャパニーズ・ミステリアス・ヘルシー・フード」へ 

 そしてニューヨークの寿司店あたりに、日本酒を売り込むが如く、クリスピー・フィッシュ・ケー

キとかいって売ったらいい。能書きも強気でいく。新鮮な魚をあえて加工しているのでエキス



が、旨み（UMAMI！）が凝縮されているとかいうのはどうか（例のカキエキス1粒には新鮮なカ

キ 50個分のエキスが入っているとかいう宣伝、あれをヒントにする？）。カマボコは今こそジャ

パニーズ・ミステリアス・ヘルシー・フードとして売り込むべきだ。 

 ついでに言うと、かまぼこという名前もいまひとつかもしれない。何というか高級感がない。

かまぼこと聞くと、人はてらっとしたあのピンク色、そして体に悪い着色料を思い浮かべる。実

際には高級なかまぼこがあるのに、全体的に安物のイメージができてしまっている（失礼）。と

ころが同じ系統の練り物でも、シンジョウ（真丈）と聞くと、エビシンジョウですかカニシンジョウ

ですかと、急に高級感が増す。 

 さらについでに言うと、魚肉ソーセージという言い方も良くない。「ソーセージと言いたいけれ

ど所詮はたかが安物の魚肉ですから」という卑屈さを感じさせる。ここもいっそ、明石の鯛サラ

ミとか関サバと城下カレイをブレンドしたフィッシュ・ケーキというとか…（以下略）どうだろう？ 

 さらにかまぼこの問題は、独特の調理方法の提案や付け合せ（マリアージュ）がないことで

ある。人々は単に薄く切って、そのまま醤油をつけて食べている。わさびをつける人もいるが、

要はそのまま食べるだけだ。本当にこんなのでいいのかと人を不安にさせる。さらに付け合

せについては、ソーセージにはザワークラウトがあり、ビールもひかえている。ポトフなどのプ

レートメイト（皿の友）もある。しかしかまぼこにはそういう相棒がいない。 

 そのまま食べるだけでいいならいいで、豆腐のようにもっと風に吹かれたり波に乗ったり、挙

げ句には男前を名乗るなどやり様はないのか？かまぼこよ、板にしがみついていないで、た

まには消費者を無理矢理にでも振り向かせろ。そんな中、「江木なうなう」は偉い、実に偉いと

しみじみ思うのだ。 

 そこで、話はもっと身近なうどんへと飛ぶ。 

 うどんは日本人に愛されている食品だ。食べても飽きないメニューの 2位に蕎麦と並んでラ

ンクインしている。生産量も安定している。世代別で見ると若者からの支持はやや低いが、中

高年には人気だ。そして若者もいつまでも若者のままではいない。従ってうどんの未来は明

るい。 

ブランディングがないまま全国ブランドに… 

 さて、都道府県別の消費量を見ると、トップは当然うどん県、もとい香川県。次はなぜか茨

城県。讃岐うどんはブームを超えて我々の食生活に定着しつつある。さぞかし香川県や讃岐

うどんに関わる人々は潤っているだろう…と思いきや、そうでもない。 



 ブームにめざとい新参者やよそ者が、香川県内での讃岐うどんのカジュアルさをそのまま

大都市圏へ持ち込んでビジネスにしてしまった。ビジネスの世界では、地元ではただのカジュ

アルブランドなのに、地元を出た途端高級ブランドとして成功する例には枚挙にいとまがない

にもかかわらず、だ。実にもったいない。悔しいではないか。おまけにその手の讃岐うどんは、

香川の本物の讃岐うどんに比べるとまるでおいしくないから困ったものだ。 

 讃岐うどんは薄幸である。都市部での展開戦略を練る暇も与えられないまま、知名度だけ

が上がった。讃岐うどんは地元では手軽な食べ物、農家の庭先で食べると言われている。そ

のイメージ、つまりどこでも食べられ、かつ安いというイメージが最初から拡散されてしまっ

た。 

 筆者は讃岐うどんほど知名度（の高さ）と地元経済への貢献度（の浅さ）に大きなギャップの

ある食品は珍しいと思う。 

 その点、秋田の稲庭うどんは作戦展開がうまい。単価が高く、見た目もはかなくつるっとして

いる。美味しいだけではない。売り方もうまい。漆器などとのコラボを推し進め、料亭でトリを

飾る定番の 1つにまで成長した。 

 さて、大都市への進出で躓いた讃岐うどんはどうすればいいのか。活路を見出すには、他

の食品に学べばよい。 

なぜうまいのか、サイエンスが欲しい 

 そもそもブランドのカテゴリーがざっくりし過ぎていないか。「讃岐のうどん」というブランドカ

テゴリーは、「九州の焼酎」と同じくらいアバウトだ。九州の焼酎の場合、安い物があれば高い

物もあり、原料も芋や麦と多彩だ。そこでそれぞれの商品が独自のブランディングをしている。

これにならって讃岐も地域をさらに区分（ブランド化）するなり、特徴を際立たせるなりしたらど

うか。 

 もうひとつの問題は、サイエンスがないことだ。なぜ讃岐うどんはうまいのか、なぜこの出汁

と合わせるといいのか、分析と説明とウンチクがほしい。なぜ天ぷらやおでんと共に食すると

いいのか。科学的裏付けもほしい。多少無理矢理でもこれがあるとないとでは大違いだ。ワイ

ンの格付けを見るがいい。 

 さらに、讃岐うどんの問題をあげれば、これはカマボコと同じだが、マリアージュの提案がな

い。「すうどんが一番だ」とか「生じょうゆとショウガでつるっと食べるのが通だ」とか言っていて

はダメだ。日本酒の○○と合うとか何かないのか。 



 ここまで検証してきたら、どうやら見えてきた。かまぼこと讃岐うどんは、本気のブランディン

グとグローバル化への野心に欠けているのだ。さて、実はこうしたかまぼこが直面する問題

は日本酒にも共通する。つまり、日本酒、讃岐うどん、かまぼこというニッポンの優等生がじ

わじわと没落している。彼らはかつて成功したが故に、おそらく変われていない。 

 だが手本はいくらでもある。たとえば焼酎、そば、豆腐である。すでに豆腐やそばはヘルシ

ー・コンシャスな人々から多大な支持を得ている。また焼酎も元々は日本酒に比べるとマイナ

ーかつ地味な存在だった。ところがいつの間にかブランドが立ち、あっという間に国民の酒に

なった。 

 ここで、日本人の食への覚醒ぶりをロジカルフレームワークで解説したい（図 2）。もともと外

来種だったのに日本人の暮らしにすっかりなじんだ物が〈ビール・ラーメン・ソーセージ〉の 3つ

である。これらはドイツや中国に何か言われても、もはや立派な日本食である。 

 
 戦後の日本で、〈ワイン・スパゲッティ・チーズ〉がブレイクした。こう書くだけで、地中海を渡

る風が感じられる。これらは日本人の食卓ではいわゆる舶来品、「お客さん」的ステータスを

占める。 

何から何までエラそうなそば 

 以上が図 2の下半分でこれは輸入品の定着のパターンである。これに対して、図の上半分

には日本に古くから根付いてきた伝統食品を並べた。まず〈焼酎・そば・豆腐〉だが、これらは

米が採れずに必ずしも土地が豊かではない地方で独自の食文化を形成してきた。そして江

戸時代になってやっと開けた偉大なる田舎、つまり東京などで特に近年、大事にされ始めて

いる。 



 ちなみに筆者にとってそばは、得体の知れない食べ物である。あんなもの、つゆの味しかし

ない。なのに、のどごしだのなんだのマニアが多い。のどごしなんて文字通り味わったことに

ならない。全くロジカルじゃない。そもそもそばは小麦の採れない痩せた土地の救荒作物だっ

たはずだ（と大阪では幼少の頃教えられたが…）。なのに、何から何まで偉そうだ。 

 実に腹立たしい。これと同様に清酒業界の方々も焼酎に対しては複雑な気分でおられるの

ではないか。いつの間にか本格焼酎なるものが出てきてブームになった。清酒業界として舶

来のワインやビールとはもともと戦うつもりはない。しかし国内の格下というか枠外の地酒の

はずの焼酎に客を奪われるのは心外だろう。 

 ここで再び図 2を見ていただきたい。〈日本酒、讃岐うどん、カマボコ〉の 3つはもともとメジャ

ーだった。ところが今や〈焼酎、そば、豆腐〉に負け続けている。戦前舶来モノの〈ビール、ラー

メン、ソーセージ〉とは棲み分けてきた。戦後になっても〈ワイン、スパゲティ、チーズ〉と直接対

決することはなかった。ところが〈焼酎、そば、豆腐〉は〈ワイン、スパゲティ、チーズ〉のノウハ

ウを真似て売り上げを伸ばしてきた。これは不文律を破る行為ではないか…と嘆いてみても

手遅れだ。 

家電メーカーの愚痴にも似ている！？ 

 そして、こんな弱音はあのサムソンや LGに負けた日本の家電メーカーの愚痴に似ているな

あとふと思う。そうだ、〈日本酒、讃岐うどん、カマボコ〉の負けっぷりは、日本的なるもの、日

本の本質の負けっぷりを象徴している。 

 だとすれば逆に、これらが力を得てニューヨークの高い寿司屋で重宝される日が来れば、日

本は再生するのではないか。そう、世界で〈日本酒、讃岐うどん、かまぼこ〉が売れてこそ、つ

いに本来のクール・ジャパンが成功したといえるのだ。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2007年秋

学期に行った「カマボコ市場分析チーム」（川嶋奏輔、久保田彩香、鈴木結美子）及び「讃岐うどん市場分析

チーム」（中野亜耶、守屋茂樹、槙田裕、馬越初美）の成果を参考にした。 
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「ホリエモンラジオ」が日本を変える 

日本人よ、ラジオを“音声ブログ”化せよ！ 

2013年 10月 3日（木）  上山 信一  

 

 

 筆者が少年の頃は、夜、寝床でラジオを聞こうとすると、お目当ての放送を邪魔するように、

北京放送（1044kHz）、平壌放送（主に 621kHz）、モスクワ放送（1251kHz・当時）などが聞こえ

てきた。無論日本語だ。迷惑この上ないと思っていたのは最初だけ。だんだんと、その奇天烈

な内容に夢中になっていった。 

 「巨大独占資本の横暴」「米国の覇権支配」「日帝打倒」などなど、少年期の私は社会科学

の入門編を社会主義国から飛んでくる電波で学んだ。 

深夜のラジオでサヨクになった 

 これらの放送局が言っていることは、実は「政府はアホや、だまされたらあかん」とくだを巻

いていた近所の大阪のおっちゃんたちの主張と一致していた。身近なおっちゃんと異国のラ

ジオのお姉さんが同じことを言っている！…これすなわち世界の真実なり、とナイーブな少年

だった私が心情的左翼になるのは当然の成り行きだった。その延長でやがて私は“京大サヨ

ク”に憧れ、勉学に励むようになり、長じて大人になっても改革だの維新だのにかかわるのだ

から、ラジオの影響力はバカにならない。 

 さて、今日の本題はサヨクから転向した私の人生ではない。ラジオ業界のビジネスモデルで

ある。 

ラジオ、ウイスキー、ノートは日本の３大衰退産業  



 ラジオ業界の売上げは、2000年に 2505億円だったのが 2011年には 1463億円にまで下が

った。やっと昨年下げ止まったが、ずっと縮み続けてきた。 

【図 1】地上波民放ラジオ営業収入（億円） 

 
（社）日本民間放送連盟編「日本民間放送年鑑」各年版、「2012年度のテレビ、ラジオ営業収入見通し」およ

び（株）放送ジャーナル社「週刊テレビ研究」2012年 7月 30日付を基に作成 

 この衰退ぶりは、ノートやウイスキーにも似ている。我が国のウイスキーの販売量がピーク

を迎えたのは 1983年（38.3万キロリットル）。それが今は 5分の 1近く（7.3万キロリットル）に

激減した。昨今、サントリーが仕掛けたハイボールがブームとなり、やっと下げ止まった。 

 ノートも同じだ。ずっと縮小を続け、今や 200億円強の市場だ。やっと 2008年頃から社会人

が手帳代わり、本代わりに使うという需要を掘り起こし下げ止まった。 

 ラジオ、ウイスキー、ノートはいわば日本の３大衰退産業である。しかし、決してその需要は

なくならない。そしていずれも近年、少しずつ持ち直してきている。すばらしい。折しもアベノミ

クスで日本株も少し持ち直してきている。日本再生のかすかな兆しがここにも表れている（…

と信じたい）。だがこの程度で満足していてはいけない。たとえば我が国の GDP（国内総生産）

にラジオ産業が占める比率は米国の約４分の１、ドイツ・台湾の３分の１でしかない。まだまだ

伸びしろがあるはずだ。 

 伸び悩みの原因は、筆者は、ラジオ業界人が生真面目すぎる点にあるように思う。つまり、

「電波は社会の公器であり、報道機関の体裁を守らねばならない」という「思い込み」がじゃま

をしているのではないか。確かに、大衆に届くメディアが少なかった時代には、そうだった。思

い込みではなく、それは報道にかかわる者に必要な「矜持」であった。だがひょっとして、ラジ

オはもはやそういう存在ではないのではないか。もっと気軽に人々に語りかける、もっと気さく

な存在であってもよいのではないか。 



ラジオは布教や教育のために生まれた 

 ここでラジオの沿革と特性をみてみよう。 

 日本のラジオ放送のスタートは、大正時代。やがて 1950年には民間放送も始まるが、目的

を布教や教育とするものが多かった。例えばこの頃に誕生した文化放送（1134kHz）は、聖パ

ウロ修道会が 1951年に免許を取得して始まった（現在も筆頭株主）。また TOKYO FM

（80.0MHz）は、東海大学が遠隔地教育を目的に開設したのがルーツだ。 

 そして実際、ラジオは布教・教育で威力を発揮してきたように思う。先ほどは北京放送が少

年期の私に与えた影響について語ったが、もっと分かりやすいのは、あの名パーソナリティの

中村鋭一氏の存在だ。40代半ばより上の大阪人がみんな六甲おろしをちゃんと歌えるのは、

彼が朝日放送（1008kHz）の番組「おはようパーソナリティ中村鋭一です」で繰り広げた、阪神

タイガースが勝った翌朝は、必ずそれを熱唱するという渾身の布教活動のたまものである。

あの勢いはすごかった。もしもあの番組が全国ネットだったら、一億総虎キチ化計画が完遂し

たかもしれない。 

 中村鋭一氏の例だけでなく、ラジオ番組にはパーソナリティの個人名を冠するものが多い。

このことが物語るように、ラジオはマスコミ（マス向けコミュニケーション）のひとつだが、その

本質はパーソナルなメディアである（もちろん放送は国の免許事業だから、立場上は公共のメ

ディアなのだが）。 

 平日朝から夕方にかけての AM ラジオを実際に聞いてみて欲しい。公共的といえるのは、

NHK第 1（594kHzなど）の定時ニュースくらいだ。それ以外は、音楽を除けばパーソナリティの

極めて個人的なおしゃべりで埋め尽くされていると言っていい（ちょっと誇張表現）。 

ラジオのリスナーは浮気をしない 

 しかも聴取者はそのおしゃべりを浮気することなくじっと聞いている。ラジオはテレビに比べ

ると、番組の途中での他局への切り替えが少ない。テレビでいうザッピングやネットのサーフィ

ンのような浮気をあまりしない。 

 ラジオのリスナーはなぜ局を切り替えないのか。仕事から手が離せないのだ。熱心なラジオ

のリスナーの多くは主婦やお針子さん、魚を下ろし続ける魚屋さん、床屋さん、アイロンをか

け続けるクリーニング屋さん、運転手など文字通り手が離せない人々が多い。 

 ホワイトカラーみたいに仕事のフリをしながらネットサーフィンをする余裕もない。だからラジ

オを、そして一局を、ずっと聞き続ける。そして「またこの人こんなことを言ってる！」と笑ったり、



リスナーからの手紙に共感したり、しんみりしたりしながら、友達との会話に耳を傾けるように

話を楽しんでいる。 

【図 2】ラジオリスナーの聴取スタイル 

 

出典：（株）ビデオリサーチ 2011年 4月度 首都圏ラジオ調査より 

 これもあって、ラジオはテレビやネットよりも通販番組の打率が高いそうだ。物が売れる比率

が高く、返品の比率も低い。なぜなら、リスナーは、毎日ずっと耳にし、好感を持っているパー

ソナリティに愛着を覚えている。その彼(彼女)が「使って良かった」と言うものなら、きっといい

商品なんだろうと素直に受け止めやすい。 

音声ブログ化するラジオ 

 ラジオの本質がパーソナルなメディアであり、人々もそれを受け入れている。ならば、ラジオ

局はこの際、タテマエとしての公器性を思い切って捨てたらどうか。かつては電波は希少で有

限で、影響力の大きな社会の公器だった。しかし、今や FMもあり、ネットラジオもあり、そして

言うまでもなくテレビがある。ラジオ局の公器性は相対的に薄れ、むしろ“音声ブログ”化しつ

つある。ならば、それに合わせて役割、ミッションを書き換えるべきではないか。 

 時代の変化に合わせてミッションを書き換えて再生した例に、米国のミュージアムがある。

かつてのミュージアムは、作品と入場者（個人）が静かに対峙する（あるいは、すべき）場だっ

た。しかし今は違う。友人同士や家族連れが「うわー、きれい」「何だろう、これ」などと、他愛

のない会話を交わす場所に変わってきている。そこで、家族の対話や思い出作りをミッション

として掲げるミュージアムが増えている。 



 同じく衰退産業のウイスキーは、ロックではなくソーダに割られることを受け入れ、復活しつ

つある。ラジオ局も自らのミッションを書き換え、番組だけでなくもはや局全体を個人、パーソ

ナルのカラーで装う方が魅力的になるのではないか。 

 もちろん、すべてがそうなるべきだと言っているわけではない。専門チャンネル（例・ラジオ

NIKKEI＝3.925MHzなど）のような例外もあってよい…。という、明らかに唐突な一文をはさん

で本題に戻る。 

 さて、どんなパーソナリティにラジオ局の“音声ブログ化”、いや“私物化”を託すべきかとい

うと、例えばホリエモンである。あの過激なインターネットの人こそ、あえてラジオ局を持つの

がよい。 

 彼はかつて、テレビ局を買おうとし、その手段としてラジオ局を買おうとした。だがラジオ局だ

けでなく本当はテレビ局を手に入れたいとなったものだから、話がややこしくなった。その結果、

残念なことにインターネット資本によってラジオ産業を再生する芽は摘まれた（※個人の感想

です）。 

インターネットはメディアとしての信用度が低い 

 いやいや、インターネットこそ十分にパーソナルなメディアだ。あれで十分だろうという人は

見識が足りない。 

 すでに指摘したとおり、ラジオに親しむ人々の多くは、ネットをしながら仕事をする環境にな

い。それに、インターネットは本当の発信者が誰かわからない。メディアとしての信用度が低

いのだ。たとえば筆者がどれだけこのコラムの執筆に心血を注いでいても、「実際は、上山さ

んのところのゼミ生が書いているんでしょ」などと言われる。とんでもない。うちのゼミ生はもっ

と理性的な文章を書く。 

 したがって、インターネットは人々の意識の表層にしかアピールしない。だからインターネット

は本質的な意味において、日本人の意識を変えない（と思う）。 

 翻って、アナログなラジオには、実は日本を変える潜在能力がある。毎日ユーザーにささや

き、いつの間にか考え方を変えてしまう。そしてそこではパーソナリティ、個性が大きな役割を

果たす。「政府や企業のいうことは信用できないが、○○さんなら信用する」という人は多いの

だから。 

 おまけにラジオはもともと布教と教育のメディアなのだ。まさに原点回帰である。さあ、勇気

あるラジオ関係者よ、ホリエモンに言いたい放題に話してもらおう。そしてネット関連企業に広



告を出稿してもらおう。ほかにも例えば孫さんはどうか。あるいは坂本龍一や村上春樹、勝間

和代さんがプロデュースする局なんかもいい。 

 聞きたくない人は聞かなくて結構というスタンスは今と同じでよい。何となく聞き続けている

人が、パーソナリティに感化されていくのも同じだ。 

ラジオ関係者は、アクの強い番組をどんどん作れ！ 

 そして、おそらくホリエモンラジオや勝間ラジオを聞いている人たちはだんだんと革新的にな

っていく。少年の頃の私のように「資本家の搾取はおかしい」とか、社会に対する問題意識に

目覚める若者たちが増えてくるのではないか。 

 革命はラジオから興る。歴史はラジオが作るのだ。聞け、万国の労働者たちよ。ラジオ関係

者は使命感を持ってイノベーションを起こし、聞かれるにふさわしく、かつパーソナル色の濃

い番組を作ろう。手本はかつての某人民民主主義国家の教宣放送にある（！？）。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2009年春

学期に行った「ラジオビジネス分析チーム」（田村修己、横田真人、富田剛史、鈴木恭佑）の成果を参考にし

た。 
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