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はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて

※本ニュースレターのポイント

今や先進国では商取引における重要な市場、かつ、東南アジアにおいても今後急速な成長が見込まれ
る「Eコマース業界」、そして、トラディショナルなビジネスモデルを進化／崩壊させ得る「シェアリング
エコノミー」について簡単にご紹介させて頂きます。

ASEAN 業界動向： 『 Eコマース業界 』
• 東南アジアにおいては、今後のインターネット人口の増加に伴い、Eコマース市場は急速な成長を遂

げることが見込まれます。中でも、インドネシアにおいて特に高い成長が予想されます。
• インドネシアにおいては、自社の市場ポジション次第では、速やかにローカルプレイヤーの買収/JV

設立・戦略提携を実施することにより、地域に根ざしたビジネスモデルを構築するチャンスを得ること
ができると想定されます。

• 具体的には、特定の差別性獲得を狙った「バリュー投資」、資本投入によりクリティカルマスを超え、
規模拡大を志向できそうなプレイヤーへの「グロース投資」、もしくは市場のトッププレイヤーへの
「ドミナント投資」などの投資シナリオが考えられます。

ソートリーダーシップ： 『 シェアリングエコノミー 』
• 近年注目を集めている、個人やグループが有形・無形の資産を共有し、消費者が必要なタイミングで

必要なサービスを必要な分量だけ利用する経済活動「シェアリングエコノミー」が自社のビジネスにど
のような影響をもたらすのか、また、PwC で実施している「ビジネスモデルを破壊する方法」と題した
ワークショップを通じた、シェアリングエコノミーへの対応方法について紹介いたします。

内容につきまして、ご感想やご意見・ご要望等ございましたらお気軽にご連絡下さい。皆様のフィードバッ
クにより、改善していきたいと願っております。

• 現在、東南アジアの一部の地域では、中国の景気後退、資源価格の下落等の影響により、経済の減
速が見られ、今後もその状況は一定期間継続するものと見られます。M&Aマーケットに目を向けます
と、そのような中、創業者が株式を売却する、もしくはPEファンドのポートフォリオ企業のExitの件数が
大幅に増え始めていると感じます。

• 一方、東南アジア全体を中長期的に見れば、今後中産階級人口が爆発的に増加していくことに伴い、
巨大な消費市場／経済圏が創出されていくことが期待されることから、過度に悲観的にならず、中長期
的な視点を併せ持った上で、各国市場に目を向けることが重要と考えます。

• 今後も我々JADOTは、東南アジア各拠点における地域経済との膨大なネットワークと”One-firm” に
よる付加価値提供を強みとして、皆様のお役に立てますよう、チーム一丸となって日々邁進して参る所
存ですので、今後ともご高配賜りますよう何卒よろしくお願い致します。
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ASEAN 業界動向（Eコマース業界）
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かつての先進国がそうであったように、東南アジアにおいてもEコマース市場は、今後のインターネット
人口の急激な増加に伴い、高い成長を遂げることが見込まれます。

2

インドネシアにおける今後のインターネット普及ポテンシャルがその背景

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて

各国の人口
（ASEAN、2015年、百万人）

出所： World Bank

インターネット普及率、普及人口
（ASEAN、2014年）

インドネシアのインターネット人口は既に東南アジアでは突出した水準にある一方で、インターネット普及
率は他東南アジア諸国と比してまだまだ低水準で、かつ若年人口割合も高く可処分所得の向上も期待で
きることから今後急速にインターネットが定着していくものと推察されます。

東南アジアのEコマース市場は、インドネシアが最も高い成長を遂げる見通し

東南アジアにおけるEコマース市場規模予測 （百万USドル）

出所： Euromonitor

インドネシアは、膨大な人口、インターネットの普及、及び若年人口割合の高さを背景とした今後の国民
の可処分所得の増加等により、東南アジア域内において最も高い成長を遂げることが見込まれています。
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はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて

①いつ組むのか（または買うのか）
例えば、グローバル大手のAmazonの勝ちパターンを、「自社の物流プラットフォームを構築した上で、最終
的にはバリュー・チェーン全体をコントロールすることによるビジネス規模とコストメリットを獲得していくこと」、
と捉えれば、現在のインドネシアは物流インフラが最大のボトルネックになると考えられます。
Amazonのような総合的付加価値提供型ビジネスモデルを強みとする大手の場合、必ずしも先行的に未成熟

市場に参入する必要はなく、ある一定以上のインフラ整備とビジネス規模が見込めた段階で、ローカルの有
力プレイヤーとの連携／買収を目指す “王者の戦略” が場合によっては合理的かもしれません。但し、その
分、エントリーチケット代は高くつくことになります。

一方、その他の事業者にとっては、数の限られた有力ローカルプレイヤーとの提携余地を早期に見出すこと
で、市場ポジションと先行者利得を獲得するチャンスが生まれると考えられます。さらには、現在、インドネシ
ア政府が外資企業による出資規制の緩和検討を進めていることも、その追い風になると見込まれます。

②誰と組むのか（または買うのか）

あくまで参考ではあるものの、2015年におけるサイト閲覧数の比較では、インドネシア国内企業が上位を占め
ています。一方で、グローバル大手のAmazon、Alibaba等は、未だ越境ECを提供しているだけで、上位にも
ランクしていないことが分かります。

既に日系企業の一部でローカル事業者との提携が行われていますが、今後、グローバル大手プレイヤーの
動向を踏まえ、更なる提携・買収が進むものと想定されます。

インドネシアのEコマースサイト（上位15サイト、サイト閲覧数、2015年）

出所： EcomEye

E-コマースサイト 国* 種別 グループ/提携等
1 Kaskus ローカル オンラインコミュニティ Djarum グループ（たばこ大手）

2 Bukalapak ローカル E-コマース 日本企業、ローカル企業と提携
3 Lazada 海外 E-コマース ロケットインターネットグループ

4 Tokopedia 海外 E-コマース ソフトバンク、Sequoia Capital等

5 Olx 海外 E-コマース Naspers（南アフリカ）等

6 Klikbca ローカル 銀行決済 Djarum グループ（たばこ大手）等

7 Elevenia ローカル E-コマース XL Axiata (ID)、SK Planet (KR)の合弁
8 Aliexpress 海外 E-コマース アリババグループ

9 Amazon 海外 E-コマース アマゾングループ

10 Blibli ローカル E-コマース Djarum グループ（たばこ大手）

11 Zalora 海外 ファッション ロケットインターネットグループ

12 Alibaba 海外 E-コマース アリババグループ
13 Bhinneka ローカル E-コマース IdeoSource（ベンチャーキャピタル）等

14 Traveloka 海外 旅行 ロケットインターネットグループ等

15 Paypal 海外 オンライン決済 ペイパルグループ

* ローカル : 主要株主がインドネシア企業もしくはインドネシア人、 海外 : 左記以外

１． 参入しない

２． 自社単独で展開

３． 買収/JV・提携

インドネシア市場
への展開

特に、買収/JV設立もしくは戦略提携で展開する場合のオプションは以下の通り。

① いつ組むのか

② 誰と組むのか

③ ビジネスモデルは

展開手段 検討項目

インドネシア市場にどのように展開していくべきか
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はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて

投資戦略投資対象

① 小規模だが、差別性/
ニッチ領域で高収益
性のある企業

② 中規模で「死の谷」を
越えるための規模獲
得が必要な企業

③ 「死の谷」を越え、
更なる成長のための
資金を要する企業

④ トッププレイヤーの
一角を担う企業

対象企業が有する差別性を踏まえ、自社の事業ポート
フォリオに組み込むこと、または自社の技術、ノウハウ、
ネットワーク等を提供することにより、規模拡大を狙う

対象企業の強み及び成長の潜在性を慎重に見極めた
上で、自社の技術、ノウハウ、ネットワーク等を活用し、さ
らに資金注入を行い成長を促す

対象企業の迅速な規模拡大を目指し、資金注入を行い
更なる成長を促す

必要資金は増大しがちだが、大手の事業者が自社のプ
ラットフォームに組み込むことで、市場におけるトップポ
ジションを確かなものにする

バリュー投資

グロース投資

ドミナント投資

③どのようなビジネスモデルを志向するのか

ａ）V字カーブ／死の谷
V字カーブとして知られる現象は、特に、新規参入が比較的容易な業態（小売業、レストラン業等）におい

て、差別化、コスト・リーダーシップ、リソース集中を実現できない企業が規模だけを追求することで一気に利
益率が悪化し、そうした多くの企業が「死の谷」と呼ばれる不採算状態に陥る傾向があることを示しています。
Eコマース事業は、特に同様の傾向を示す産業として知られています。

※ 上記投資シナリオにつきましては、業態や取り扱う商材などによっても大きく異なるため、詳細につきまして
は、別途、意見交換をさせて頂ければと存じます。

ｂ）４つの投資シナリオ
上図「V字カーブ」を前提とした場合、以下のような投資戦略が考えられます。

規模

収益性

①

②
③

④

差別化、リソース集中

コスト・リーダーシップ

V字カーブ （イメージ）

難易度

中

高

低

中

結び

インドネシアにおけるEコマース市場は多くのマクロ指標が示すとおり、ビジネスポテンシャルは間違いな
く大きいものの、参入企業にとっては、自社の強み／志向するビジネスモデル等により市場参入のタイミ
ング・投資オプションが大きく異なります。まずは、自社にとって“有意な”市場ポテンシャルを十分に見
極め、何を補完する必要があるのか、そのために誰と組むのか／組まないのか、その結果何を実現する
のか、を戦略的に検討すことが肝要と思われます。

死の谷
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ソートリーダーシップ紹介
『シェアリングエコノミー』
コンシューマーインテリジェンスシリーズ (*)

個人やグループが有形・無形の資産を共有
し、利用者が必要なタイミングで利用する経済
活動「シェアリングエコノミー」が、シリコンバレー
を起点にグローバルで驚異的な成長を見せて
おり、当該市場は、今後も継続的な成長を遂げ
るものと推察されます。

これに対し、既存業界ではシェアリングサービ
スの取り込み、遊休資産活用の手段、顧客ロイ
ヤルティを高める手段として活用する動きが見ら
れます。

本レポートでは、米国で行われた消費者調査
と業界専門家からのインタビュー、ソーシャルメ
ディア分析をはじめ、シェアリングエコノミーが最
も発展している米国における動向、消費者が感
じているメリット、懸念事項、グローバルでの収益
機会などをまとめております。

今回は、その一部「シェアリングエコノミーは自
社のビジネスにどういう影響をもたらすのか」を
抜粋してご紹介いたします。

* 以下のURLに全編を掲載しております。
シェアリングエコノミー ‐コンシューマーインテリジェンスシリーズ ‐
http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/the-sharing-economy1602.pdf

特に、我々の支援展開地域である東南アジアでは、1) インターネット通信インフラが急速に整備される
一方で、その他の様々なインフラが未だ整っていない状況であること、2) 消費者の多くが様々な手段（例
えば、個人資産を共有あるいは貸出）により自身の収入を補う潜在的なニーズがあること、3) 高価な商品
購入は困難であるものの、他の消費者から手頃な値段で借りたいと考える潜在的なニーズがあること、等
から、当該地域においても、シェアリングエコノミーが大きく広がる可能性があると考えられる。また、シェア
リングエコノミーがもたらす事業機会及び脅威を念頭に入れた上で、事業展開を行うことが今後一層求め
られるものと考えられる。

東南アジアにおけるシェアリングエコノミーの可能性

はじめに

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて
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ビジネスモデルの破壊手段

自社がどういう形態であろうと、シェアリングエコノミーは大きすぎて見逃すことのできないチャンスで
ある。また、あるいは大きすぎて軽減できないリスクでもある。

シェアリングエコノミーは自社のビジネスにどういう影響をもたらすのか

成熟産業に属する既存企業にとって、目先の課
題はビジネスモデルを破壊されるのを避けることで
ある。

例として、従来型メディアはこれまで、音楽や映画
を消費する方法は所有とレンタルのモデルしかな
いという前提に甘んじていた。すなわち、ストリーミ
ングが現われて全てを破壊するまで、彼らは、ソー
シャルメディアと利用者の共有を通じたつながりの
重要性を軽視していたと言ってよい。そして彼ら
は、最初はダウンロード、次いでストリーミングと進
化したデジタルメディアの領域において、所有とレ
ンタルが時代遅れであるということに気付くのが遅
かった。

対照的に、自動車業界は早い段階でシェアリン
グエコノミーを脅威と認識し、応用可能な範囲でそ
のモデルを採用した。今では多くの自動車メー
カーが自前のカーシェアリング事業を運営している
他、AvisがZipcarに、BMW がJustParkに投資する
など、新規参入企業への戦略投資を行っている企
業もある。

何年もかけて、ある消費モデルがその産業に浸
透している場合、破壊のリスクは最も大きくなる。
PwC ではしばしばクライアントと、
「ビジネスモデルを破壊する方法」
と題したワークショップを開いている。
シェアリングエコノミーの世界では特に適切で有
効な訓練である。厳しい感じがする表現かもしれ
ないが、自社が自社を破壊する方法を見極めら
れなければ、代わりに他社がそれをやるだろう。

ビジネス
モデルの
破壊手段

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて
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4. 人材のシェアリング

成人の78％は、30 年以内に複数の仕事を持つことが勤労者にとって一般的になると思う、と答えた。企業
はこうした声に合わせて雇用戦略を調整する必要がある。

優れた人材を引きつけるために、今の勤労者が求める価値を投影した賃金と福利厚生を提供することが
望ましい。雇用主は、他の企業とであれ、自社の人材基盤の相当部分を「シェアリング」することの影響を評
価してもよい。グーグルでは「20％タイム」の取り組みにより、社員は、認められた時間に、今の仕事とは無
関係でも革新的な発想を突き詰めることができるようになった。

3. 資産のシェアリング：自社の資産基盤のシェアリングに乗り出す

有形資産及び無形資産の共有により、余剰能力を収益化し、無形資産の共有を通じて業績を改善する
可能性を秘めている。また、これは多くの組織にとって簡単に模倣することができる。

有形資産： 平均すると、製造施設の稼働率は20％を割り込んでいる。平均的なオフィスにあるデスクの半
分は使われていない。また、米国を走る全トラックの4 分の1 は荷台が空いている。これらは全て、企業が
シェアリングのプラットフォームを使って効率性を最大限まで高めることのできるチャンスである。

無形資産： 無形資産とは、世界全体の企業価値の80％前後を占める知的財産、脳力（ブレインパワー）、
ブランドである。ジェネラルエレクトリック（GE）は、オンライン発明家コミュニティのQuirky と提携した。この
3,000 万ドルの取引により、Quirky の発明家はGE の特許と技術を自由に利用できることになり、合弁事業
による製品が誕生した。スマホ制御の窓用エアコン、燃料センサー付きのプロパンタンク測定器、動作や
音、光を追跡できるようにしたホームモニターなどがその例である。

1. 市場の創出

物品とサービスが広く流通し、固定費は高いが利益率が低く、最大限活用されていない産業において
は、消費者同士が結びつくことによって、新たな市場が創出され、その結果、企業による価値提案が打ち
崩される可能性が高くなる。例えば、自動車、ホスピタリティ、高級小売や公益事業において影響を受けや
すい。

2. 緩和戦略の策定

例えば、ハイエンドのハードウェア製品のメーカーなら、シェアリングエコノミーのネットワークと提携して自
社製品を流通させてもよい。こうした製品は、より高品質で耐久性があり、買い手にとっては再販の可能性
や製品寿命の長さが魅力となる。また、C2C 型（消費者間）のモデルをB2C 型（企業と消費者）やB2B 型
（企業間）の市場に合うよう再構築するといった方法が挙げられる。

ビジネスモデルの破壊手段（続き）

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて
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7. 変化への対応：安定に安住しない

シェアリングエコノミーが何かを証明したとすれば、それは、高度に接続し急速に変化する世界では「ビジ
ネスモデルを当然のものと受け止めてはならない」ということである。今の破壊者は、明日は容易に破壊され
る側になる可能性がある。

例えば、相乗りモデルは、セルフドライビングカー（自動運転車）が実用化された時点で時代遅れになる
可能性がある。あるいは、これらの企業は自前のセルフドライビングカーを購入し、今のドライバーのコストを
取り除くことで状況に適応するかもしれない。

企業は敏捷性を失わないために、最大限の消費者利益と最大限の競争上の優位性構築の方法を継続
的に検証する必要がある。シェアリングエコノミーにおいて効果的に競争するには、消費者心理と競争市
場に対する鋭い洞察力と、実現に必要なオペレーションの明確化が求められる。

5. 規制と政策への関与

規制はシェアリングエコノミーの成長に最も直接的な障害になる。これは、破壊する側の企業と成熟企業
の両方に大きな影響を与える。

PwC の調査では、回答者の59％が、シェアリングエコノミー事業は適正に規制されない限り、信頼できな
いと答えた。規制が明確に定義された時、これらのビジネスモデルは法律によって完全に正当化されるば
かりか、消費者の支持も得る。そのため、どの産業の企業も、政策立案当局との対話の中で発言権を高め
るよう努力すべきである。

6. ブランドの見直し：シェアリングエコノミー体験を通じてブランドを拡大する

シェアリングエコノミーは、設計によっては、それが触れるほぼ全ての産業のマーケティングのバランスを
破壊する。価格設定は一変し、製品は新しい価値基準で評価される。そこでは品質に新しいプレミアムが
付き、標準化と一貫性は、市場によっては重要になり得る。新しいアクセスポイントが出てくるにつれ、消費
される場所も見直される。

企業はこれらの新しい市場、新しいビジネスモデル、新しい消費者の価値観と、自社ブランドの中核的要
素とを照らし合わせて見直す必要がある。物を所有することは社会的地位を示すいい方法だと答える消費
者は半数にとどまり、ソーシャルネットワークも、物の所有より体験を求める傾向を強めており、社会的地位
を得るための方法が変化していることを示している。

その結果、先見性のある企業は、何がブランドの価値を作り、市場での自社の立場を決めているのかを
見直さなければならない。例えば、多くの自動車メーカーは現在、消費者の嗜好の変化を踏まえ、自らを自
動車メーカーではなく「モビリティプロバイダー」と見なすようになっている。

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて
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JADOTは、貴社のM&Aおよび資本・インフラプロジェクトを上流から下流まで一貫
して支援致します

Dealの各ステージにおける支援具体例

バリュエーション

モデリング

財務・税務ＤＤ

ビジネスＤＤ

戦略策定
ﾊﾟｰﾄﾅｰ

選定
交渉 評価 契約

統合
融合

マネジメントの意思決定サポート

PMI

Value-up
戦略策定
/事業再生

実行支援

案件
ソーシング

スクリー
ニング

個別戦略

M&A/提携
戦略策定

カーブ
アウト

戦略策定

市場調査
ファイナンシャルアドバイザリー

全
社
戦
略

~

CP&I（資本プロジェクト＆インフラ）サポート

Pre-deal段階

 市場参入戦略の策定
 買収＆Exit戦略の策定
 M&Aターゲットのソーシング

Deal実行段階

 デューディリジェンス
(財務/ 税務/ ビジネス/ 人事/ IT)

 ストラクチャリングに関する助言
 価値評価及びモデリング
 ディール条件についての交渉支援
 想定されるシナジー/負のシナジーの

検討・評価

Post-deal段階

 クロージングレビューの実施
 PMIプロセスの計画とモニタリング

(短期/長期)
 ディール実施後の段階におけるM&Aに

より創出された価値の評価

資本プロジェクト
& インフラ (CP&I)

 マーケット＆フィージビリティスタディ
 PPPアドバイザリー
 プロジェクト構築、

およびファイナンスアドバイザリー
 ディールアドバイザリー

はじめに ｜ ASEAN 業界動向｜ ソートリーダーシップ｜ JADOTについて



Talk to us

© 2016 PwC Singapore. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member
firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/sg for further details

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation
with professional advisors.

西谷 和芳
Kazuyoshi Nishitani

Japan-ASEAN Deals
Operating Team Leader
Japan Desk Leader
Partner
kazuyoshi.nishitani@sg.pwc.com
T: +65 6236 3318

武貞 聡
Satoshi Takesada

Japan-ASEAN Deals
Operating Team
Capital Projects & Infrastructure
Senior Manager
satoshi.takesada@sg.pwc.com
T: +65 9755 5524

池田 道生
Michio Ikeda

Japan-ASEAN Deals
Operating Team
M&A
Director
michio.ikeda@sg.pwc.com
T: +65 9653 7665

野寺 大輔
Daisuke Nodera

Japan-ASEAN Deals
Operating Team
Corporate Finance
Senior Manager
daisuke.nodera@sg.pwc.com
T: +65 9088 8522

白兼 昌樹
Masaki Shirokane

Japan-ASEAN Deals
Operating Team
TS-DDV
Senior Associate
masaki.shirokane@sg.pwc.com
T: +65 8349 2486


