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愛知県に本社を置く中堅の外食チェ
ーン。有名とはいえないが連続増益
を続けている。ブラック企業が多い
業界にあって、掲げる理想は高い。
山岡淳一郎
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第１特集

第3次AIブームが到来し、あらゆ
る分野で人工知能が活用されよう
としている。AI時代に求められ
る能力とは何か。子どもが養うべ
き３つの力を徹底解説した。
本誌：井下健悟、林 哲矢、宮本夏実
デザイン：熊谷直美 進行管理：下村 恵
イラスト：関 祐子
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─地域別の有料会員数と限界利益（動画配信事業）─

（出所）
会社資料を基に本誌作成

数字で見るネットフリックス

前年比25～33％増

前年比25％増

（2018年予想 １ドル＝110円）

国で月8㌦弱〜 ㌦弱︑日本で6
50〜1450円
︵税抜き︶
︒利用

カリフォルニア州・ロサン
ゼルス︒観光地としても名

追加の選択肢として普及してきた︒

者は一定料金を支払うことで︑プ

有料動画配信会社の中でネット

高い﹁ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ﹂の文

2017年2月に開設された同
フリックスは頭一つ抜けている︒

ロが制作した映画やドラマ︑ドキ

社のロサンゼルスの新拠点︵上写

字が並ぶ丘陵を正面から望む場所

真︶に は1800人 が 勤 務 す る︒
北米全体のインターネット通信量

ュメンタリーを広告に煩わされず

主にコンテンツ制作にかかわる作
で︑
実に3分の1を占めるのだ
︵左

に︑有料動画配信サービスで世界

業や技術開発を担う︒新拠点の設
㌻図右上︶
︒中国︑北朝鮮などごく

に楽しめる︒有料ケーブルテレビ

置により︑創業以来本社を構える
一部の国を除く190カ国以上に

最大手に上り詰めた米ネットフリ

シリコンバレー︵2300人が勤
進出する配信会社は類を見ない︒

の契約者が多い米国でその代替や

務︶との2拠点体制を構築し︑
〝エ
米国で安定的に収益を拡大すると

業績も絶好調だ︒本拠地である

場開拓を全世界で加速する︒
ともに︑足元ではそれ以外の成長
が著しい︒ 年には米国外の有料

ンタメ×テック〟を武器にした市

ックスの新たな拠点がある︒

14

１９０カ国以上に進出
株価は今年６割上昇

ン︑スマートフォンなど︑あらゆ

長著しい領域だ︒テレビ︑パソコ

動画配信はＩＴ業界の中でも成
表した直近 年1〜3月の決算で

した
︵左㌻図左上︶
︒4月 日に発

海外事業も︑長く続いた赤字を脱

会員数が米国内を初めて抜いた︒

17

の発展もこれを後押ししている︒

画を見る文化が浸透した︒通信網

次々と勃興︒いつでもどこでも動

る端末に対応する配信サービスが

上昇している︒

株価は今年に入ってから ％弱も

地アナリスト予想を軽く上回った︒

も︑有料会員数の伸びが米国の現

18

16

ユーチューブのような無料動画

大の武器になっているのが︑ネッ

多くのユーザーを引き付ける最

﹁オリジナル作品﹂だ︒同社はこ

トフリックス上でしか見られない

これに対し︑ネットフリックスを

のオリジナル作品の制作に︑ 年

画再生前に挿入する広告で稼ぐ︒
はじめとする有料動画配信は会員

の1年間で 億〜 億㌦︵825

せた人物やチームにある︒ネット

作のノウハウとセンスを持ち合わ

独自作品を生み出す源泉は︑制

ニメ作品﹁デビルマン クライベ

くれる︒昨年日本で制作されたア

えもネットフリックスが代行して

場合によっては字幕作成や吹き替

だ︒
まず︑
190カ国以上︑
1・2億

フリックスは続々と囲い込みの手

イビー﹂
︵中段写真左︶は︑今年1

0億〜8800億円︶を充てると

を打ってきた︒今年2月には︑米

月の配信開始当初から字幕 言語︑

人超の利用者に向けて作品を配信

テレビドラマシリーズ﹁グリー﹂

吹き替え7言語で展開︒海外の幅

宣言︒これは前年比で3割前後増

などを手掛けた敏腕プロデューサ

できる︒各国の放送事業者などと

18

やす計画だ︒作品数にして︑70

80

個別に契約する手間が省けるうえ︑

75

0本程度になるとみられる︒

5/12号̲2特̲ネットフリックス
図1

が払う会費が収益源だ︒会費は米

中心の視聴・共有サービスは︑動

60

占所属契約を締結︒映画会社の米

ー︑ライアン・マーフィー氏と独

中には︑視聴者の9割が制作国以

リックス上で大ヒットした作品の

広い利用者が視聴した︒ネットフ

る︒特に会員数の伸びしろが大き

他社の施策と違う点だ﹂と強調す

が真にグローバルであることこそ︑

責任者︶は﹁コンテンツへの投資

イスティングスＣＥＯ︵最高経営

ネットフリックスのリード・ヘ

自由度の高さは︑制作活動その

出た際︑収益を拡大できるわけだ︒

売権は制作会社が持て︑ヒットが

が︑ＤＶＤボックスやグッズの販

配信権はネットフリックスが持つ

なビジネス展開を柔軟に行える︒

従来の制作方法と違い︑二次的

ニメ制作会社で国内最大手のプロ

日本では今年1月︑独立系のア

トフリックスは作品の方向性が固

出されることはまずない﹂
﹁ネッ

む中でネットフリックス側に口を

ものにも当てはまる︒
﹁制作が進

ダクション・アイジーなど2社と

者はそう口をそろえる︒裏を返せ

まった後の手離れがいい﹂
︒関係
ば今まで以上に実力が問われるが︑

包括的業務提携を結んだ︒世界各
充が狙いだ︒両社はネットフリッ

﹁新しい作り方に挑戦しなければ︑
い﹂
︵プロダクション・アイジー

クスに複数本のアニメシリーズを
制作側もネットフリックスとの

の郡司幹雄プロデューサー︶
︒ネ

5年 後 に 生 き 残 れ る か わ か ら な
提携にメリットを感じているよう

数年間にわたり供給する︒

国で人気が高まるアニメ作品の拡

作にさらに踏み込む︒

い欧州やアジアで︑独自作品の制

外の利用者だったという例もある︒

世紀フォックスから引き抜き︑

23

0

5/12号̲2特̲ネットフリックス
図2

業界関係者を驚かせた︒

20

（注）北米におけるインターネット通信量
（下り）
のシェア
（2016年）
（出所）
米サンドバインの調査を基に本誌
作成

米

「DEVILMAN crybaby」
（左）
は字幕23言語、
吹き替え7言語
で展開。
「Jessica Jones」
（右）
ではマーベルとタッグを組む

20

なぜ世界中の視聴者や制作者を引き付けるのか。エンタメ業界に
ゲームチェンジを起こしつつあるネットフリックスの実像に迫る。

8250億～8800億円
60本
前年比12％増

1億4000万時間

40

破壊力

（2018年3月末）

（2017年 1ドル＝112円）

自社コンテンツ制作費
$

会員当たりの年間映画
視聴本数（2017年）
世界における１日当たり
の視聴時間（2017年末）

1億2500万人
前年比120％増

前年比32％増

全世界の総会員数
全世界の営業利益
（2017年 1ドル＝112円）

$

全世界の年間売上高

939億円
1兆3095億円

ネットフリックスの
$

60

25
20
15
10
5
0
▲5
▲10

2012年 13 14 15 16 17
（注）
各年12月期。会員数は12月末時点。限界利益は売上高
会社資料を基
から変動費を引いたもの。▲はマイナス （出所）
に本誌作成
本拠地である米国は技術開発中心のロスガトス、コンテン
ツ制作支援中心のロサンゼルスという２拠点体制

100

会員数（左目盛） 限界利益（右目盛）
■米国 ■海外
米国
海外

80
（億ドル）

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

は、初めて通期で黒字化。
会員数も米国を上回った

（万人）

（%）

代
エンタメ新時
有料動画配信の覇者
■ネットフリックス
■ユーチューブ
■アマゾンビデオ
■HTTP
■アイチューンズ
■フールー
■SSL
■エックスボックス
■フェイスブック
■ビットトレント
■その他

2017年の米国外の事業

ネットフリックス創業者で
CEO のリード・ ヘイステ
ィングス氏

ユーチューブしのぐ
ダントツの存在感
米国以外での成長が顕著
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2018.5.12 週刊東洋経済
週刊東洋経済 2018.5.12

55

第2特集
ネットフリックスの破壊力

個｢の尊厳 と
｣ 大｢家族主義 ｣
異彩を放つ外食経営者

知県豊橋市︑静かな住宅街
前︑物語コーポの店舗数は5︑社

物を買い取って︑拠点とした 年
大切にし︑進むべき針路を示す︒

写真 尾形文繁

しゃぶ︑お好み焼きと多様な業態

ース︶の見込みだ︒

小林は経営の根本理念に﹁物語

リーダーである︒

最近では珍しい﹁教祖タイプ﹂の

期連続で増収増益︵経常利益ベ

を展開し︑中国にも進出︒今期は

こばやし・よしお

愛知県に本社を置く中堅の外食チェーン。有名とはいえないが連続増益を
続けている。ブラック企業が多い業界にあって、掲げる理想は高い。
ノンフィクション作家山岡 淳一郎

に大正モダン風の一軒家が
員はわずか7人だった︒それが今

物語コーポレーション 創業者

立っている︒太いはりと白いしっ
や売上高445億円︑店舗数42

愛
くいの壁︑ステンドグラスに高い

的大家族主義﹂を掲げる︒その真
意は何か︒小林が語った︒

が営む割烹を継ぎ︑一代で東証1

﹁人間︑この世に生まれたから

か っぽ う

会長の小林佳雄︵ ︶は︑母親
部上場企業を作り上げた︒立志伝

に は 自 ら 人 生 の 筋 書 き を 作 り︑

192︶
︑ 社 員1163人 に 成 長
し た︵2017年6月 時 点︶
︒浮
中の人ではあるが︑そろばん勘定

﹃自分物語﹄の語り部でありたい

4︵直営222︑フランチャイズ

な建物が︑
﹁物語コーポレーショ
き沈みの激しい外食産業界で︑和
に血眼の経営者ではない︒言葉を

雑誌のグラビアから抜け出たよう
ン︵物語コーポ︶
﹂の本社である︒
食から焼き肉︑ラーメン︑しゃぶ

天井︑洗練された調度⁝⁝︒建築

13

21

この元高級フランス料理店の建

ファッションにもこだ
わりがある。店舗のデ
ザインや雰囲気も独自
のセンスで勝負する。
東京・六本木の店舗で
撮影
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