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ＡＩや自動運転開発からも除外
技術流出の疑念を拭えない日本

経済安保政策の遅れは日本の産業競争力を削ぐ

国財務省は１月末︑今

連邦調達規則︑個人情報保護法の改定

だけでなく︑連邦取引委員会の運用や

専門は経済安全保障。多摩大学ルール
形成戦略研究所所長。パシフィックフ
ォーラムシニアフェローを兼任。著書
に『世界市場で勝つルールメイキング
戦略 技術で勝る日本企業がなぜ負け
るのか』
（共編著／朝日新聞出版）。

年２月 日から施行さ

多摩大学大学院教授

れる外国投資リスク審

から見直されていることだ︒

など︑既存の多様なルールが安保目線

加えて︑ 年は共和党のマルコ・ル

正に取り組んできたが叶わなかった︒

よび外国貿易法︵以下︑外為法︶の改

の動向を踏まえて昨年から外国為替お

ダの３カ国だけとなった︒日本は米国

れたのは英国︑オーストラリア︑カナ

は除外され︑ホワイト国として認めら

るホワイト国リストを発表した︒日本

会︵ＣＦＩＵＳ︶への届け出を免除す

対米投資を規制する対米外国投資委員

る視点から考案された法案が多岐にわ

ど︑新興技術情報の不正取得を阻止す

共有の製造・投資・管理調査法案﹂な

ンピューターハードウェア・知的財産・

や﹁米国安全保障ドローン法案﹂
︑
﹁コ

移転を禁ずる
﹁中国技術移転管理法案﹂

も提案された︵ 頁表︶
︒中国への技術

新たな安全保障に関する法案がいくつ

ビオ上院議員が中心となり︑超党派で

国防権限法の中でも新興技術管理を強

いる︒日本で見過ごされているのは︑

る︒改正の目玉とされた上場会社への

範囲で取り組めることに止まってい

一方︑日本は既存の外為法の改正の

造的なルールが構想されている︒

化した米国輸出管理改革法
︵ＥＣＲＡ︶

経済安全保障政策を抜本的に見直して

たっており︑抜け道を包括的に防ぐ創

ＭＡ︶を受けて︑安全保障の観点から

米

國分俊史
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今年１月末︑対米投資を規制する対米投資委員会への届け出が免除されるホワイト国リストから日本が除外された︒
新興技術の流出を抑える包括的な経済安全保障政策を急がなければ︑日本企業は技術開発競争に入れない可能性が高い︒
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技術情報流出を防止する包括的なルール整備が日本に求められている

Toshifumi Kokubun

査近代化法︵ＦＩＲＲ

13

米国は国防権限法２０１９によって
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ビッグデータの取得や分析が容易になり、広がりを見せるダイナミックプライシング。
。

収益拡大、在庫処分など導入企業の思惑は様々だが、ＡＩ値付けには一様に苦戦している。

─

消費者心理を読み間違うと、思わぬしっぺ返しを食らいかねない
文 ・ イ ン タ ビ ュ ー 依田高典、高口康太、長沢伸也、伊藤公一朗、編集部 ︵ 櫻 井 俊 ︑ 吉 田 哲 ︑ 川 崎 隆 司 ︶
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ダイナミックプライシング最前線

Wedge Special Report
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戸惑う企業と消費者

需給に応じて価格を変動
AIは顧客心理を読み解けるか

小売り、シェアリングサービス、エンターテインメントと、ダイナミックプライシングは
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哲）

文・編集部（吉田

「

万円も出して買った

のに︑数列後ろの席

が数千円だったと知

り損をした気分にな

った﹂

２０１９年 月に千葉市の幕張メッ

2

高止まりし︑販売が伸びなかった︒

月中旬からの第二期︑ 月上旬からの

10

前列の多くの席が埋まった後に価格は

が５万円超まではね上がった︒
しかし︑

そ２カ月前の第一期には︑最前列の席

ト販売は３期間に分かれ︑開催のおよ

︵ＤＰ︶
﹂が全席で導入された︒チケッ

で初めて﹁ダイナミックプライシング

このフェスでは日本の音楽イベント

た男性は︑冒頭のように肩を落とす︒

連日出演したこの音楽フェスに参加し

クローバーＺなど有名アーティストが

ＶＯＬ．
１﹂
︒ゆず︑大塚愛︑ももいろ

ｏ！チケット ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ

セで開かれた音楽イベント﹁Ｙａｈｏ

11

イベントを主催したヤフーとエイベ

が出た︒

たが︑それでも開催日によっては空席

券を利用すると２０００円で販売され

低迷した︒最終的に当日券はクーポン

される席もあるほど︑全体的に価格は

第三期でも︑３０００円ほどで売り出

11

14
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様々な企業で導入されているが、各社ともAIによる値付けの難しさに直面している。

り組みだ︒これまでも︑青果店の閉店

時の均衡点を探り︑価格を提示する取

ミックプライシングは需要と供給の瞬

依田高典教授︵以下︑依田︶ ダイナ

っていない︒その原因は何か？

悩んだりするなど︑必ずしもうまくい

消費者の反感を招いたり︑価格設定に

シングの導入が始まっている︒
しかし︑

さまざまな商材でダイナミックプライ

が手軽に安く活用できるようになり︑

編集部︵以下︑

努力も必要になる︒合理的な判断を下

意思決定するには考えるという費用や

は限定合理的な存在であり︑消費者が

難しい︒行動経済学的に言えば︑人間

販売開始から購買までの時間がないと

る︒ただ︑
そのような商材であっても︑

低価格で販売したとしても利益が出

︵１部屋︶追加した時の費用が低く︑

航空券のチケット︑宿泊などは︑１人

しく低い商材に適している︒例えば︑

増やしたときに生じる︶限界費用が著

く︑固定費に比べ︑
︵ 生産量を１単位

に様々な要素で変動する︒今︑導入さ

しかし︑当然だが︑実際には需給共

依田 需要にはピークとオフピークが

争に陥り利益が減るのではないか？

う﹂消費者によって︑企業は低価格競

ダイナミックプライシング導入により利益の拡大を図る企業が増えてきたが課題も多い。

行動経済学の第一人者であり、GAFAなどプラットフォーマーへの規制にも詳しい

京都大学の依田高典教授に、
ダイナミックプライシングの注意点とその展望について聞いた。

京都大学大学院経済学研究科教授

いだ・たかのり 専門は行動経済学、応用経済学
等。1989 年 3 月京都大学経済学部卒業、95 年 3 月
京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取
得退学、97 年 1 月京都大学博士号 ( 経済学 )。2007
年より現職。デジタル市場競争会議 WG の座長を
務める。著書は『
「ココロ」の経済学』
（筑摩書房）
等多数。
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︶ ビッグデータ

間際の安売りなど︑需給に応じて価格

すには１日︑２日では少なく︑１カ月

れているダイナミックプライシングの

あり︑ピーク時には価格が高くなり︑

価格のバロメーター機能を損なえば
市場経済の「自殺行為」になりかねない

│

を変動して販売する取り組みは行われ

販売期限のある商材では﹁ぎりぎ

ほどの期間がないとできない︒

│

てきたが︑ＩｏＴの浸透で需給が刻一
刻と把握できるようになり︑その頻度

アルゴリズムは︑過去の予約や販売の

オフピーク時には下がる︒企業は価格

りまで待って低価格になることを狙

実績を用いて販売期限までの需要だけ

差別を通じて︑一律の価格で販売する

があがった︒

を想定して価格を決定していることが

より利益はあがるはずだ︒
ダイナミックプライシング導入に
より企業は利益の拡大を期待できると

│

多い︒何が価格を決定づけるかのデー
タをもれなく把握し︑需給ぞれぞれの
要因を識別して分析できていない︒

のことだが︑
企業や消費者にとって
﹁副
作用﹂はないのか︒

ダイナミックプライシングはどの

ような商材に適しているのか︒

依田 本来︑
﹁価格﹂には二つの機能

│

依田 販売期限があって在庫性がな

Takanori Ida

依田高典

パーソナルプライシングには自衛が必要
Part 2

特集 「AI 値付け」
の罠

Ｔの進展で﹁定価﹂
や﹁一物一価﹂とい

かなければならない︒
そのためにはどのような経営戦略を

日本企業は長らく︑ものづくり企業

策定︑実行すれば良いのだろうか︒

る︒例えば︑サブス

の成功に基づく経営戦略に縛られてき

結果的に低価格化と同質化︑ブランド

比較されることは︑過当競争を生み︑

ト上で同品質の商品やサービスと常に

要視する︒また︑インターネットサイ

付加価値より︑全体のバラエティを重

る︑③他社にまねされないよう知的財

②他社にまねされない技術で差別化す

生涯を通じていろいろ買ってもらう︑

な戦略が考えられる︒①一人の顧客に

の状況を変えるためには︑以下のよう

する価格競争からは抜け出せない︒こ

SE AN GL ADWELL /GET T YIMAGES

う概念が崩れつつあ

クリプション︵定額

た︒品質︵Ｑ︶についてはＴＱＣ︵全

I
課金︶で使い放題といった仕組みが︑

社的品質管理︶
︑コスト︵Ｃ︶につい

先に決めてコストダウンを図

音楽や映像にとどまらず︑車や住宅に

にかかわるデータの取得が容易になっ

る原価企画を徹底した︒納期

ては製品企画の段階で売価を

たことで︑ダイナミックプライシング

︵Ｄ︶や在庫については︑ト

まで及んだ︒また︑販売や予約︑決済

や商品・サービスの価格を比較するプ

ヨタのジャスト・イン・タイ
ム生産方式を生み出し徹底し

ライスマッチングが浸透している︒
そん

その間もＱＣＤについてカイ

き

てきた︒そして︑完成した製

しかし︑こうした流れは企業の付加

ゼンを繰り返して利益を増や

品を長期間︑
大量に生産して︑

価値を高める上で非常に危険だ︒定額

すことに成功してきた︒

ブランドを毀損する
プライスマッチング

で使い放題のような仕組みにおいて

の毀損をもたらして企業の持続可能性

産権を獲得して阻止する︑④デザイン

しかし︑
これでは＂泥沼化＂

を低くする︒今こそ日本企業は︑価格

などの感性品質で差別化する︑⑤ブラ

は︑消費者は個々の商品・サービスの

破壊に抗い︑それぞれの業界における

ンドイメージで差別化する︑などであ

あらが

高付加価値化︑高価格化を目指してい

March 2020
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「カイゼン」からの脱却
P a rt 3

泥沼化する価格競争から抜け出す
「高くても売れる」ブランド戦略

ITの進展によって、他の商品・サービスと常に価格を比較され、企業は過当競争に陥っている。
今こそ、高付加価値、高価格で市場での地位を築いた企業から学ぶ時だ。
文・長沢伸也 Shinya Nagasawa

特集 「AI 値付け」
の罠
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データに基づく価格変動が
社会の非効率を解消する
料金の上げ下げで需給を調整

価

格変動は交通渋滞や

非効率な電力消費を

解消する力を秘めて

いる︒ダイナミック

プライシングの導入

によって公共インフラの低コスト化や

効率化といった社会課題の解決を図る

ことができるのだ︒需要と供給のバラ

ンスによって価格が決まるということ

は︑裏を返せば︑価格を上下させるこ

とによって需給の調整が図れることを

意味する︒

例えば︑朝の通勤時間帯を考えてみ

よう︒ピーク時間帯で鉄道運賃や高速

道路料金を上げ︑その前後の時間帯で

は逆に下げることで︑利用者に対して

価格の安いピーク前後の時間帯での移

動を促し︑通勤混雑の解消につなげる

ことができる︒

日本でも︑高速道路において昼間と

深夜帯で利用料を変更したり︑飛行機

や新幹線では繁閑期によって料金に差

を設けたりするなど︑需要に合わせた

変動価格自体はこれまでも公共交通に

導入されてきたが︑データの収集およ

び分析の精度が向上したことで︑より

精緻かつ弾力的にプライシングができ

るようになった︒
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米国の高速道路の一部ではダイナミック
プライシングの導入が進んでいる

P a rt 4

ダイナミックプライシングの導入は社会全体の経済合理性を高める効果がある。

公共インフラの効率化を図りつつも、いかに公平性を確保していくかが重要だ。

文・伊藤公一朗 Koichi Ito

月 日深夜︑英国は欧

る欧州共同体︵ＥＣ︶

した︒ＥＵの前身であ

州連合︵ＥＵ︶を離脱

31

に加盟して 年︑拡大を続けるＥＵと

1

午後 時︑ロンドンのダウニング街

来はあるのか︒最前線から報告する︒

る船出となった﹁栄光ある孤立﹂に未

采と虚無︑そして不安と希望が交錯す

袂を分かつ国家は英国が初めてだ︒喝

47

番地︵首相官邸︶玄関は英国旗︵ユ

11

35

を引き締めた︒サンダーランドには最

れは終わりではなく始まりだ﹂と表情

部サンダーランドで閣議を開き︑
﹁こ

強硬離脱派の牙城︑イングランド北東

ボリス・ジョンソン首相はこの日︑

えた︒

強硬離脱派の市民は英国旗を振って応

脱を唱えてきた同党首の呼びかけに︑

ーストリヒト条約批准から一貫して離

と喝采を叫んだ︒ＥＵ創設を定めたマ

ージ党首が
﹁この歴史的瞬間を祝おう﹂

︵ＥＵ離脱︶党のナイジェル・ファラ

議会前広場では新党ブレグジット

像が歴史的な時を鳴り響かせた︒

光で彩られ︑観光名所ビッグベンの映

ニオンジャック︶の青・赤・白３色の

10

盛期に年 万台を超えた生産台数が

50
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英国のＥＵ離脱に沸くロンドン

WEDGE REPORT

ルポ・EU離脱に沸く英国

「栄光ある孤立」へ船出した英国
未来を拓くフリーポート構想の最前線

1月31日にEUからの離脱という歴史的瞬間を迎えた英国。

EUに縛られずに世界と繋がるグローバル・ブリテンの要となるフリーポート構想の行方をレポートする。

文・木村正人 Masato Kimura

26
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マカオは模範にならない

香港・台湾政策で悪手を連発
習近平の誤解と誤算
総選挙で圧勝した台湾の蔡英文総統。最大の要因は、習近平の「悪手」の連発だった。
「一国二制度」への無理解と強国路線への転換が、
「両岸」の距離を遠ざける。
剛 Tsuyoshi Nojima
文・野嶋

治家には実力プラス運
が必要だと言われる︒
１月 日の選挙で圧勝

国が打ち出した
﹁恵台政策 項目措置﹂

は無効化されている︒２０１８年に中

入国を拒まれる形になり︑制裁として

国人観光客の削減も︑逆に台湾側から

中国にとって︑最大の圧力になる中

はなくなった︒

われ︑台湾へ﹁制裁策﹂を講じる余裕

中国自身が未曽有のクライシスに見舞

新型コロナウイルスの大流行により︑

げていたはずだ︒ところが︑武漢発の

させる戦略を︑中国はしっかり練り上

民進党を選んだことを台湾社会に後悔

員選の両方で敗北を喫した︒
それでも︑

中国が推す国民党は総統選︑立法委

ではないだろうか︒

統は︑今風に言うと﹁持っている﹂人

した民進党の蔡英文総

11

いなど︑人道より政治を優先させる姿

して︑チャーター機を一時飛ばさせな

武漢に滞在する台湾人５００人余に対

機関︵ＷＨＯ︶から排除する姿勢や︑

それだけではなく︑台湾を世界保健

施不可能であろう︒

就職を優遇するプログラムも当分は実

の目玉として︑
台湾の若者の中国就学・

31
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19 年末、マカオ返還 20 年の式典に出席した習近平国家主席の前で宣誓するマカオの行政官

政

30

