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不動産 投資
 サバ イバル
進行管理：宮澤由美
デザイン：池田 梢

いた︒しかし昨年 月以降︑突如

700人以上のオーナーを集めて

たってシェアハウス物件を売り︑

スマートデイズは家賃保証をう

ナーの一人はそうつぶやいた︒

判所に申請したことを知り︑オー

4月9日︑民事再生法の適用を裁

車﹂を運営するスマートデイズが

専用シェアハウス﹁かぼちゃの馬

れるだけですよ﹂
︒女 性

う怒るというより︑あき

ブームが一服した不動産投資。徐々に空
室率が悪化するなど危うい気配も。投資
家が生き抜く道はどこにあるのか。

「も

本誌：許斐健太、中山一貴

オーナーは 〜 代の会社員が中

り支払いを完全にストップした︒

として支払家賃を減額︑今年に入

10

50

ついておカネの流れが調査される︒

がもし破産すれば︑破産管財人が

銀行が許せない︒スマートデイズ

それより被害を拡大させたスルガ

﹁スマートデイズは最低だけど︑

いたと訴えている︒

ど︑融資関係書類が改ざんされて

ナーが︑預金額や年収の水増しな

銀行に向かっている︒多くのオー

の片棒を担いだとみられるスルガ

ーの怒りの矛先は︑そのスキーム

あったことは確か︒ただ︑オーナ

提としたビジネスモデルに欠陥が

ハウスに次々と入居することを前

い女性がスマートデイズのシェア

そもそも︑地方から上京する若

そのローン返済が重くのしかかる︒

1億円を超える融資を受けていた︒

心で︑多くはスルガ銀行から1棟

30
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特集／不動産投資サバイバル
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ホンダの立ち位置は中途半端 ─主な自動車メーカーの販売台数─

（注）
2017年暦年 （出所）
各社資料を基に本誌作成

純利益は１兆円を超える見込み ─直近10年間の業績─

0.75

自動車業界には今︑ＣＡＳＥの
波が押し寄せている︒通信︵Ｃ

ンダにしかできないエッ
ジの立たせ方をしないと︑

ホンダはいなくなる﹂││ ︒
普段は強い物言いをしない八郷
隆弘・ホンダ社長が︑本誌インタ
ビュー︵ ㌻︶でそう断言し︑危

から今年で 年が経つ︒1958

本田宗一郎がホンダを創立して

機感をあらわにした︒

59

年に原動機付自転車﹁スーパーカ
ブ﹂を発売し︑ 年には米国の厳
しい環境規制を世界で初めてクリ
ア︒さらに2足歩行ロボット﹁ア
シモ﹂の開発や︑世界首位︵20
17年︶の小型ジェット機などで︑
技術者王国の地位を築いてきた︒
年度は︑アジアでの2輪車や

中国での4輪車の販売好調に加え︑
米国の減税も後押しし︑純利益が
1兆円を突破する見込みだ︵左㌻
上図︶
︒1兆円突破はトヨタ自動
車︑三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ︑ソフトバンクグループ
に続き国内企業4社目の快挙とな
る︒
だが︑ホンダの将来に危機感を
抱くのは八郷社長だけではない︒
﹁なぜホンダが地球にいなけれ
ばならないのか︒ホンダに存在意
義はあるのか﹂
︒ホンダの研究開
発子会社︑本田技術研究所︵以下︑
研究所︶では若手を中心にこうし
た議論が日々交わされている︒

ャーなど異業種との提携を加速︒
慌ただしく﹁脱・自前主義﹂へ舵
を切っている︒

社長就任から３年間は
敗戦処理に奔走した
激動の時代にあってホンダはハ
ンディキャップを背負っている︒
昨年 月︑格付け会社ムーディ
ーズ・ジャパンはホンダをＡ1か
らＡ2へ格下げした︒理由は利益
年 度︶
︒トヨタの

率の低迷だ︒ホンダの営業利益率
は6・0％︵

7・2％︑日産自動車の6・3％
ない︒だが︑ホンダの収益を支え

などと比べ︑著しく低いわけでは
オートノマス︶
︑シ ェ ア リ ン グ

2輪事業︒肝心の4輪事業は4・

ているのは営業利益率9・9％の
9％と弱い︒

原因は過去の拡大路線のひずみ
を引きずっていることだ︒ 年の
リーマンショック時︑ホンダは北
米市場の急激な落ち込みで収益が
の一方で︑中小のメーカーは大手

アジアで各地の嗜好に合わせた車

以外の販売を伸ばそうと︑中国や

急悪化した︒その反省から︑北米
の連合に組み込まれた︵中段図︶
︒

る前提で 年︑当時の約2倍の6

を続々と投入した︒その成果が出

からソフトバンクや中国系ベンチ

新領域に対応するため︑ 年ごろ

ていない︒とはいえＣＡＳＥなど

かの自動車会社との資本提携をし

規模しかないにもかかわらず︑ほ

500万台とトヨタの半分程度の

ホンダは技術者の自尊心が強く︑

リティ社会を構築する構えだ︒そ

人との競争も視野に︑新しいモビ

り︑米グーグルなどＩＴ業界の巨

0年に一度の大変革の時代﹂と語

トヨタの豊田章男社長は﹁10

り方を変えようとしているのだ︒

自動車産業の製品やサービスのあ

︵Ｓ︶
︑電動化︵Ｅ︶の技術革新が︑

撮影：尾形文繁

「ホ

10月に
「アーバンEV
コンセプト」
を発表

コネクティッド︶
︑自動運転︵Ａ

72
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00万台を4年後の世界販売の目
標台数として打ち出した︒
その結果︑確かに北米依存度は
下がった︵ ㌻下図︶
︒が︑現場
の独立心が強いホンダならではの
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本誌：森川
郁子、宮本夏
実
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1000 万台前後の大規模
メーカーがしのぎを削る
フォルクスワーゲン
ルノー・日産・三菱連合
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ホンダが消える日

公正取引委員会・杉本
委員長が激白

本誌：一井 純

占禁止法違反が

後を絶ちません。

﹁和 を も っ て 尊 し と

も

るためか︑日本企業の
談合はやむをえないんだ︑それ

││「よい談合」は存在せず、と。

米国では話し合いの
疑義だけでアウト

コンプライアンス意識
を違反だと断じる公正取引委員会

なす﹂という伝統があ

は低い︒野球でルール
は血も涙もない︑との声があるが︑

競争によって消費者の利益を確

違反をすると制裁を科

こによい︑悪いという
保することは大原則︒海外では︑

国際標準からあまりにも懸け離れ

判断は存在しない︒日
談合は市場メカニズムを歪める行

されるように︑ルール

本では独禁法違反に対
為であるため重罪とされており︑

た議論だ︒

する罰則も軽く︑行政
罰則も厳しい︒米国なら話し合い

違反自体が問題だ︒そ

罰で済んでしまう︒刑
をしているようだと疑義を持たれ

ＦＩＬＥ

３ 月、 リニア中央新幹線の品川

リニア談合

ネコン大手の大成建設、鹿島、大林

・名古屋駅工事の入札をめぐり、ゼ
組、清水建設が落札業者や価格を調
整していたとして、独禁法違反の容
疑で刑事告発した。大林と清水が容
疑を認めて課徴金減免を申請した一
方、大成と鹿島は「独禁法違反には
当たらない」 と否認。 業界からは
業他社との話し合

「土木営業では同
いはよくあるこ
と」
「大 手 し か で
き な い 難 工 事 だ」
などと同情の声も
ＦＩＬＥ

上がる。

地銀統合に待った
２０１６ 年 ８ 月、 長崎県の十八
銀行とふくおかフィナンシャルグル
ー プ（傘 下 に 長 崎 県 地 盤 の 親 和 銀
を延期した。統合

行）は、基本合意に至った経営統合
で長崎県内での融
資シェアが ７ 割
に達し「競争性が
失われる」と、公
取委が待ったをか

債権譲渡などで融資シェアの低下を

けたため。両行は

模索し、金融庁も統合に理解を示し

けで違反のおそれがあると明記し

や︑過去の受注実績を交換しただ

﹁取りにいかない﹂といった情報

ラインでは︑
﹁受注を取りにいく﹂

われわれが公表しているガイド

をした場合に︑消費者の乗り換え

し︑その企業が5〜 ％の値上げ

ある商品に対する独占企業を想定

的な手法を用いる︒具体的には︑

るのが国際標準︒そこには経済学

否は市場におけるシェアで判断す

問題は︑その方法だ︒統合の可

はそんなことはしない︑と主張す

りすることが可能になる︒銀行側

たり儲かる企業にだけ貸し出した

競争がなくなると︑金利を上げ

を選ぶ必要性はない︒

ざわざ競争を制限する形での統合

は隣県や地域を越えた統合だ︒わ

値引き分や販売システム更新費用の

のアマゾンジャパンに対し、商品の

３ 月、 ネット通販（ＥＣ） 大手

年 ７ 月には再び延期

ている︒企業に対する研修や意見

るだろうが︑そうできてしまう構

統合しなければ経営が成り立た

の統合に待ったをかけています。

││ 長崎県の十八銀行と親和銀行

だと知らしめる必要がある︒

摘発し︑隠していても見つかるの

った違反事例に対しては︑厳正に

徹底を図っている︒それでも起こ

隣県に借りに行くという実態があ

行っているが︑その結果︑すでに

長崎県の企業にアンケート調査を

るのか︑というだけのこと︒現在

関まで借りに行くような実態があ

地元企業がわざわざ隣県の金融機

都道府県の広狭は問題ではなく︑

市場の範囲も都道府県が原則だ︒

うか︒競争政策は全産業共通のル

はあくまで競争が制限されるかど

だろうが︑われわれが着目するの

金融庁には金融庁の見解がある

請では？

ます。地銀の経営統合は時代の要

││ 地方では人口減少が進んでい

者に保証させたとして、立ち入り検

Ｃより有利な価格や品ぞろえを出品

年 ８ 月にも、 ほかのＥ

２ 月、 個人請負など企業の指揮

フリーランスの働き方にもメス
命令を受けない「フリーランス」に
ついて、公取委は独禁法の運用指針
を公表した。従来はフリーランス契
発に慎重だったが、働き方の多様化

約が「取引」に当たるかが微妙で摘
を受け、過度な専属契約や成果物の

構えだ。

保護の網を掛けていく

などにも独禁法による

芸能人やスポーツ選手

用」 に当たるとした。

項は「優越的地位の濫

利用制限など個人に著しく不利な条

ャパンに立ち入り検査をしました。

需要者と供給者をつなぐプラッ

るだろう︒

ビジネスの投入財として重要にな

データだ︒今後はビッグデータが

のビジネスの先にあるのは膨大な

︵アマゾンのような︶ネット企業

個別案件にはお答えできないが︑

││ ネット通販大手のアマゾンジ

命するだけだからだ︒

落し︑消費者利益を犠牲にして延

われわれの立場としては認められ

ＦＩＬＥ

目の摘発となった。

たのもつかの間、二度

申し出て調査が終結し

ン側が契約の見直しを

査をしている。アマゾ

同社には

反の容疑で立ち入り検査を行った。

ない︑それを妨げる公取委はひど

ールで︑企業は市場メカニズムで

すぎもと・かずゆき●1950年兵庫県生まれ。東大法学
部卒業後、大蔵省
（現財務省）
入省。財務事務次官、み
ずほ総合研究所理事長などを経て2013年から現職。
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4

ない︒競争がなくなれば企業が堕

動いている︒それに反するものは︑

るのなら︑市場の範囲を見直す可

担させようとしたとして、独禁法違

一部を「協力金」として出品者に負

アマゾンへの立ち入り検査

ＦＩＬＥ

り、白紙撤回も懸念されている。

を発表。統合の時期は未定としてお

17

いといわれるが︑われわれは統合

造こそが問題なのだ︒

が生じるかどうかで判断する︒

たものの、

公取委はこれまで多くの地方銀

事告発をしても実刑に

い︒むしろ競争政策の理念に照ら

公取委が手掛けた注目
の事件を解説しよう。
「市場の番人」はどん
な判断を下したか。

行統合を認めてきたが︑ほとんど

ただけでアウトだ︒配慮せざるを

えない理由があるなら︑発注者に
せば望ましいことだ︒

まで至る例は少なく︑

掛け合えばよく︑受注者同士で話

事件簿

交換も行っており︑独禁法の周知

し合う必要性はない︒

大抵が執行猶予付きだ︒

談合に地銀の統合、
ハイテク企業の寡占まで、
公正
取引委員会の
「一喝」
が市場を揺らす場面が増えて
いる。
その司令塔である杉本和行委員長を直撃した。

国際標準で判断した」

「談合 も地銀統合

一委員会でありなが
ら、その存在感は時
に省庁をも凌駕する

公取委の
3

能性はある︒

杉本和行
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による経営体質の強化は否定しな

公正取引委員会 委員長
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インタビュー
公正取引委員会・杉本委員長が激白

