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52ページからの帝人の記事において、
「炭素繊維の複合材は、補強材にどんな樹脂を使うかで材料特性や部品
への成形方法が変わる」とあるのは、正しくは「炭素繊維の複合材は、どんな樹脂を使うかで材料特性や部品
への成形方法が変わる」です。また、
「炭素繊維複合材の新旧比較」の表で「補強材として使う樹脂の特性」と
あるのは、正しくは「樹脂の特性」
、
「数字で見る炭素繊維ビジネス」の図で、
「母材の炭素繊維を補強材の樹脂
と一体化」の記述を削除します。
本誌の記事は「日経テレコン」
「G-Search」
「ELNET」
「FACTIVA」等のデータベースに収録されており、
フリーキーワードで検索、
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日本のベンチャー投
資額は米国や中国と
比べて数十分の 1 の
水準だといわれてい
る。
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のメガベンチャーがついに

上場した︒6月 日︑東証

マザーズに上場したメルカリ︒同

社の初日の時価総額は7172億

円︵終値ベース︶と︑創業からわ

ずか5年で︑日本マクドナルドホ

ールディングスに次ぐ水準となっ

た︒ベンチャー界だけでなく︑株

式市場関係者の話題をさらった︒

いま日本には︑第4次ベンチャ
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１００億円級調達が続々

ベンチャー企業1社当たりの調
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資金調達額ランキングを見ると︑

クス︵東京大学発のＡＩ︿人工知

1位のプリファード・ネットワー

能﹀ベンチャー︶をはじめ︑2位
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業の事業を切り出した創薬ベンチ
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アプリのダウンロード
︵ＤＬ︶
数

メルカリついに上場
米国「巨額投資」の勝算
々の日本発ベンチャーが果

品代金の ％︶だ︒
手数料導入は 年

ン向けフリーマーケットアプリで
億円を超え︑すでに衣料品ネット

0万︶
︒流 通 総 額 も 年 間3000
通総額の伸びに従

たが︑導入後は流

前は収入がなかっ

たせなかった
〝悲願〟
に︑今

数
月のためそれ以

国内首位のメルカリが︑米国での
通販・ゾゾタウンの規模を上回る︒

達︵日本7100万︑米国375

事業展開にアクセルを踏んでいる︒
う形で︑売上高も

は3月末で1億0800万超に到
14

その成果は業績にも表れている

度こそ手が届くか︒スマートフォ

10

6月 日︑メルカリは東証マザ

10

ーズ市場に新規上場した︒国内随
成立時に発生する販売手数料︵商

︵左図︶
︒メルカリの収益柱は売買
一方︑本業の儲

急速に伸びている︒

最重要課題となるのが︑米国市
始まったことではない︒日本での

メルカリの米国事業強化は今に

目としても﹁人﹂
﹁テクノロジー﹂

場だ︒
﹁上場を通じて成し遂げた
サービス開始の約1年後には米国

期的な利益より業容拡大を優先し︑

いこと︒それはテックカンパニー

版アプリを投入︒ 年6月には︑
米

とともに﹁海外﹂を挙げる︒

として世界を目指すことだ﹂
︒メ

先行投資に踏み込んでいるためだ︒

あることだが︑短

ベンチャーによく

れは創業まもない

が続いている︒こ

は︑創業以来赤字

けを示す営業利益

一のユニコーン︵評価額が 億㌦
超の非上場ベンチャー︶として︑
大きな注目を集めてきた同社︒今
後の成長に対する株式市場の期待
も大きく︑株価は現在︑公開価格
の3000円を上回る4500円
前後で推移している︒

売り上げ急拡大の一方
先行投資でなお赤字
衣料品から家具・家電︑チケッ
ト︑さらには使いかけの化粧品や
トイレットペーパーの芯︑石ころ
まで││ ︒身の回りのあらゆる不

ルカリの山田進太郎ＣＥＯ︵最高

グーグルや米フェイスブックなど

就任早々に着手したのが︑米国版

で要職を歴任した
〝超大物〟
である

メルカリのＣＥＯに就任している︒

サービスにおけるブランディング

経営責任者︶は上場会見でそう明

﹁米国という多様性のある巨大

全般の見直しだ︒サービスのロゴ

ジョン・ラーゲリン氏を経営陣に

市場で︑サービス水準をシリコン

は︑日本の赤を基調としたポップ

言した︒上場で同社は600億円

バレー企業級に引き上げられれば︑

なものとは一線を画した︑
﹁ＭＥ

招き入れた︒
同氏は昨年9月︑
米国

︵米国以外の国を含む︶世界に挑

ＲＣＡＲＩ﹂というサービス名を

超を調達したが︑その重点投資項

戦するためのカギになる﹂と︑ラ

強調するクールな青色のものに変

はない︒米国版ア

業ほど順風満帆で

ルカリの米国事業の現状は日本事

ーが勝ち残るのは至難の業だ︒メ

トサービス業界で日本のベンチャ

﹁信頼性﹂や﹁成熟したブランド﹂

ンドにしたい﹂
︵ラーゲリン氏︶
︒

け入れてもらえるナショナルブラ

齢︑性別︑経済条件に関係なく受

ット︑ウォルマートのように︑年

﹁
︵流通大手の︶イケア︑ターゲ

更した︒

プリのＤＬ数は日
通総額は日本の

分の1以下にとど
まる水準だ
︵下図︶
︒

プリで物が簡単に

しない︒また︑﹁ア

ではその策が通用

まで強くない米国

地上波放送がそこ

知 度 を 高 め た が︑

Ｍ投下で一気に認

を表示︒これをキャッチコピーに

ｐｐ．
︵売るアプリ︶
﹂という文言

には﹁Ｔｈｅ Ｓｅｌｌｉｎｇ Ａ

に取り組む︒アプリのトップ画面

りやすさを向上する開発に優先的

側面に軸足を置き︑機能面でも売

変えた︒フリマの﹁売る﹂という

きた﹂
︵ラーゲリン氏︶という︒

幹部人材がそろい︑体制が整って

昨年は採用に奔走︒現在は﹁いい

きたラーゲリン氏が人脈を駆使し︑

シリコンバレー企業を渡り歩いて

トに移転︒広さは約2倍となった︒

活発な売り買いを

年5月末には︑米国本社オフィス

り組むのが組織の基盤固めだ︒今

もう一つ︑メルカリが現地で取

界内外からの注目度はさらに高ま

るか︒上場という節目を迎え︑業

続けてきた日本の現状を変えられ

おいても〝ガラパゴス〟と言われ

躍を狙うメルカリ︒ベンチャーに

促すのにも苦戦し

をサンフランシスコ市内から︑シ

ているようだ︒

る︒

ラーゲリン氏が

︵本誌 長瀧菜摘︶

リコンバレーの中心部・パロアル

メ ー ジ を 醸 成 し︑

徹底的な現地化で米国事業の飛
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仕様も大幅 変更
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ーゲリン氏は意気込みを語る︒
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始以来︑爆発的に成長してきた︒

1 マジックミラーを張った部屋を活用し、利用
者のアプリの使い方を徹底分析 2 米国版の
ロゴは青色に 3 米国新オフィスは約200人を
収容可能 4 開放的な中庭もある 5 日本の
アプリとはまったく異なるデザインに
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港を建設し︑自前の 人乗

││ 異色の実名ノンフィクション

早稲田大学法学部卒、
カイロ・アメ
リカン大学大学院修士（中東研究
科）
。銀行、証券会社、商社に 23 年
余り勤務し、国際協調融資などの
業務を手掛ける。2000 年作家デ
ビュー。
『巨大投資銀行』
『法服の
王国』
はじめ作品は１００を超える。

ンでどこからがフィクションかわ
での2年と立ち上げ後1年の業務

実はある人が︑空港立ち上げま

││ 空港立ち上げからドラマに満

からないとの感想が寄せられるこ
日誌を貸してくれた︒それには関

れにはこだわった︒僕の過去の作

とがあった︒一種の苦情だが︑そ
係者の私事まで詳しく書いてあっ

ちています。

の疑問を今回は解消できた︒
た︒たとえば華やかに見えるＣＡ

品は︑どこまでがノンフィクショ

││ 主要舞台は天草、熊本。

ほしいとメールを送ってはいたが︒

っているところがあれば知らせて

誌での連載が先行していて︑間違

基本的に事実に即している︒週刊

││ 執筆に３年かかっています。

うと思っていた︒

これは物語があるぞ︑調べてみよ

る︒同じ機体1機で︒この頃から︑
縦シーンにも。

実証試験飛行で
ＣＡが全員︵当
時3人︶泣いた
とか︑脱出訓練
の様子など迫真
性に満ちていた︒
ＣＡは室内の清
掃まで自分でや
らなければなら
な い︒
﹁田 舎 Ｃ
Ａかな﹂と軽く
見ていたが︑む
しろ大手よりも
頑張っているよ
うだった︒
││ 迫真性は操

り︑熊本言葉がいま一つうまくい

熊本弁と天草弁を織り交ぜてあ

ていたが︑宣伝になるかもと判断

つした︒先方は誰もがびっくりし

書かせてほしいといきなりあいさ

ート三輪と同じとたやすく言う︒

ていて︑直に説明を受けたが︑オ

が天草エアラインの操縦桿を握っ

リアルに描かないと︑迫力が出

形式は小説だが︑中身はノンフ
っていなかった︒最終段階でそれ

││ プロペラ機とジェット機では

て︑細かいことでも教えを請うた︒

なった機長の携帯にもよく電話し

切に教えてもらえたこと︒親しく

かったのは整備士に操縦手順を懇

アルを丹念に読んだりもした︒よ

れなかった︒3カ所での別々の会

おおらかで︑うるさいことを言わ

で説得力を持たせた︒九州の人は

本拠地がある航空会社がもっぱら

ラビア航空︑それに北アフリカに

らない︒エジプト航空やサウジア

のすごいので担保として当てにな

の船か飛行機︒船は価格変動がも

るしかない︒それも動かせる担保

いとローカル色が出ないので︑こ

得できる感じに直せた︒方言がな

ば指摘してほしいとメールし︑納

色ない応答になっている︒

本人同士がわかりやすく直してく

航空管制の用語は省略だらけだが︑

会話で全面的な添削が必要だった︒

しく教えてもらった︒プロ同士の

役の管制官を紹介してもらって詳

いものの最たるものだ︒だから現

でもきちんと組織対応してくれた︒

んな内容になるかわからない段階

し︑受諾してくれた︒
その後も︑
ど

い︒だが︑メールで聞くと︑思い

では相手からの確かな答えは難し

うが効率がいい︒いきなりの取材

と電話で取材する︒むしろそのほ

にいてもインターネットとメール

取材する一方︑ロンドンなど海外

る︒年に3回ぐらい帰国して直接

並行して3〜4作を執筆してい

ーを見て学び︑航空会社のマニュ

チューブやＤＶＤでシミュレータ

実際の機長の話に加えて︑ユー

出しながら詳しく書いてくれる︒

弁のなまりとはどういうものかも︑

つくづく感じたのは︑飛行機を

本県と天草市がや

音声データを添付したメールで確

おそらく今回はメールで300

っている︒苦労は

認できた︒

飛ばすのは本当に全当事者が大変

れたので︑管制の場面はプロに遜

まくってもいた︒
││ 操縦士と管制官との会話の描

当初ボーイング737のＤＶＤ

かなり違う？
で勉強して︑それをベースに執筆
写も詳細です。

計り知れない︒

︵聞き手・本誌 塚田紀史︶

年ぐらい前から考えていた︒

経験だ︒ラストをどうするか︑1

ても評価されないのがこれまでの

まらないと︑いくらいい話を書い

小説はラストが8割︒ラストが決

人は見た目が9割といわれるが︑

と︑ことさら工夫した︒

ば鮮烈な印象が残るのではないか

ダッシュ8の第二の人生で締めれ

8という飛行機の物語でもある︒

の物語であると同時に︑ダッシュ

しい︒天草エアラインという組織

活躍した︒詳細は本書を読んでほ

突き当たった︒ここでもメールが

クスというカナダのリース会社に

二の人生﹂を追いかけ︑アブマッ

使用機体の初代みぞか号の﹁第

││ 小説として大団円に成功？
しています。

││ メールを重宝

0通ぐらいはやり取りした︒天草

人は見た目が９割
小説はラストが８割

会話の内容はほとんどわからな

していたら︑プロペラ機とは大い
に違うものだった︒実は今回の単
行本化に当たって関連部分を全部
チェックして書き直した︒
小説の最後に出てくる︑機体の
リース先のノルウェー・フライバ
イキング航空に取材に行ったとき
に︑そこの機長がコックピ
ットに乗っていいと︑4区
間乗せてくれ︑操縦の仕方
をすべて見せてくれた︒そ
れも描写に大いに役立った︒
││ たしか飛行機オタクで
は。
飛行機にはよく乗る︒3
000回 近 く は 乗 っ た か︒
飛行時間にして1万500
0時間ぐらい︒大手航空会
社の機長と肩を並べると言
っていいかもしれない︒
金融マン時代に中東・ア
フリカを担当していた︒そ
の国で商売できるとしても︑
リスクが高すぎ︑担保を取

だということだ︒それを素人の熊

だった︒そのファイナンスで動き

かん

ない︒政府専用機の元パイロット

ィクション︒しかも︑ほとんどの
ぞれの地元の人に不自然さがあれ

3年前の夏に天草︑熊本に行き︑

形式は小説だが
中身はノンフィクション

事実を外すことはできない︒実名

撮影：梅谷秀司

双発機1機が地域の生活︑医療︑ ︵客室乗務員︶の動静︒開業前の
観光を支える︑第三セクターの小
さな航空会社の苦難と挑戦の﹁実
名物語﹂になった︒
││ なぜこの地域に着眼？
前作の﹃法服の王国﹄の取材で
天草へ行った︒2011年のこと
だ︒今回の主役の天草エアライン
に搭乗して福岡と天草を往復した︒
すぐそばに雲仙岳のどでかい姿が
見えて︑遊覧飛行のようだった︒
空港では年齢や身長がバラバラの
何でもやる︒市役所の航空会社か

職員が機内案内や荷物の受け渡し︑
話を一つにまとめるようなことは

毎日新聞出版
上316＋ⅸページ／下334ページ
各1500円＋税

と思ったら︑1日 便も飛んでい

島のエアライン
上・下

登場人物が現役で活躍中だから︑

です。

著者 くろき・りょう● 1957 年生まれ。

したが︑それも極力少なくした︒

黒木 亮氏に聞く

口 万人の島が 億円の空

作家
40

り双発機1機で空路を支える︒

人

『島のエアライン』を書いた
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