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第一章 新車販売について 
自動車にはメーカ希望小売価格というものが存在するが、実際にその価格で販売されて

いると信じる者はいないであろう。スーパーなどで売られている商品のほとんどは値引後

の価格で販売されていることを考えると、ここでいう値引き販売自体が特殊な形態という

ことではない。自動車販売が特殊なのは、ディーラーの店頭での表示価格すら形式的なも

のであり、消費者が購入時に価格交渉をおこなうことによって初めて真の値引額つまり購

入価格がわかる仕組みとなっているということである。そして、交渉力のある顧客には値

引きを大きく、また反対に、あまりうるさくない顧客にはそれほど値引きをしないという

ふうに個別の商談ごとに価格交渉をおこなうスタイルをディーラーは取ってきた。 
 
1、オートバイテルの事例 
インターネットを使って自動車の販売仲介サービスを提供するのがオートバイテル・ジ

ャパンのサイトである。米国では 95年からインターネットを使った eビジネスを開始して
おり、1年間で 240万件の購入依頼を受け、成約率は約３０％、年間の総取引仲介金額は１
兆円を越えるまでの実績を持つに至る。この米国オートバイテルの e ビジネスモデルを日
本国内で立上げ、99年 11月 1日よりサービス提供を開始している。 
販売環境を背景とする米国と日本の環境では、セールスのアプローチや自動車販売の仕

組みに大きな違いがある。その為、米国オートバイテルのビジネスモデルをそのまま日本

国内で行うことはできない状況があった。そこで日本国内でオートバイテルのビジネスを

展開するに当たっては、日本市場特有の自動車流通と顧客心理を踏まえたローカライズが

行われた。特に日本でのビジネスモデルでは、ディーラーの営業支援としての機能充実に

力点を置き、メーカー、ディーラー、ユーザの各々にメリットをもたらす「情報提供機能

の充実」は米国のモデルと大きく違った特色となっている。したがって、オートバイテル

のサイトでは、新車購入に関わる見積仲介サービスに留まらず、中古車、自動車パーツ、

保険など車購入に際して必要とされる周辺事業に関わる総合サービスを提供するコンテン

ツ充実も大きな特徴となってる。 
オートバイテル社の新車販売仲介サービスの特色は以下の通り。 

1、新車購入を希望する顧客がインターネットで希望する車（車型と仕様）の価格見積りを
オートバイテルに依頼。 
2、オートバイテルは契約しているメーカー系列の販売店に顧客を紹介し、販売店が見積り
価格を顧客に Eメールで直接伝える。希望しない電話や訪問は一切無し。最短で 60分、最
大でも 48時間で見積りが届く。 
3、オートバイテルは顧客との取引には全くタッチせずディーラーの紹介のみ行う。商談は
ディーラーと顧客間で行う。従いオートバイテル社と契約ディーラーは競合しない。 
4、オートバイテルの収入は契約している販売店から得る会費や手数料であり顧客には費用
請求しない。 
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5、加盟ディーラーは専従のマネージャーとスタッフを置きオートバイテル社による研修を
受ける。 
現在のオートバイテルは、加盟ディーラー数４５０社（01年 2月）を擁し、新車販売仲

介（国産・外国を含め１７メーカー）、中古車販売仲介、アフターパーツ販売仲介、各種ロ

ーン紹介などのサービスを提供。このよな各種仲介サービスを提供するオートバイテルで

あるがこのビジネスモデルの主な収益源は、ディーラの加盟費用と仲介情報による成約件

数に応じた手数料収入で占められている。また、総収益の約８割は新車販売仲介にかかわ

る収益で占められているという。そのため、オートバイテルにとっては配信した仲介情報

によって、ディーラーが如何に成約率を高めることができるかを支援することが重要な課

題となってくる。そこで、Ｗｅｂシステムの充実やコンテンツの充実といったネットワー

ク上の技術的充実度以上に、加盟ディーラのネットビジネス教育を通じた営業支援を重視。

具体策としてオートバイテルは、加盟時の集合研修や研修後も１０名のフィールドサポー

トスタッフによる継続的なコンサルティング機能を提供し、ディーラーの専任販売員の成

約率向上を技術・営業の両側面で支援する態勢を取っている。インターネット経由の顧客

相手に営業活動する場合、ネットビジネス特有のルールやコツを習得することが成約率ア

ップにつながるという傾向がある。eビジネス特有のビジネス手法をディーラーが取得する
ことで、ディーラーは従来の営業方法以上のより精度の高いピンポイント営業が可能にな

る。既に加盟ディーラの中には１人の専任販売員が年間１２０台近くの成約を達成してい

るケースもあるという。 
 
2.、レクサスの事例 
レクサス店では店に入ると、必ず名前を呼ばれて出迎えられる。ホテルのドアマンのよ

うに、スタッフが得意客の顔と名前をすべて記憶しているのかというと、そうではない。

実は店舗にからくりがある。駐車場の入り口の天井に、ETC(自動料金収受システム）に使
われるセンサーが埋め込まれている。レクサス車に搭載された ETC端末を通じ、車種や氏
名、顔写真や予約の有無などがカウンター内の端末に表示され、営業やサービススタッフ

の携帯電話にメールが届く。来店客がカウンターに到着するまでに点検の準備を進めれば、

待ち時間が短くなり、業務が効率化する。最新技術を活用した接客手法である。このシス

テムは以前からアイデアとしてあったが、車にETC端末を搭載していなければ意味がない。
全車に ETC端末を標準装備し、店舗をすべて新設したレクサスだからこそ実現できた。 
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レクサス店の情報武装はすさまじい。例えば、商談デスクの上に置かれた液晶モニター

には、実物のような精巧な CGが映し出される。「レクサスギャラリー」と呼ぶシステムで、
トヨタが新車の設計時に使う 3 次元データを使い、外観や内装の色を変えて比較検討でき
る。レクサスでは、内外装の色やオプション類などで多くの選択肢があり、そこから自分

の好みを選ぶオーダーメードシステムが特徴だ。 画面上で色やオプション類などを選んだ
ら、自動的に見積書が作られ、ローンやリースなどの金融商品の提案も同じ端末でできる。

注文データはトヨタの生産管理システムとつながっているので、その場で納車日を提示す

ることも可能だ。店舗から工場までの一気通貫のサプライチェーンとして機能しており、

工場や販売会社がムダな在庫を持たなくていい。 最新の情報技術でも、各店舗がバラバラ
に使っては威力はない。レクサスでは店舗と商品、生産の仕組みまでも再構築したことで

不可能が可能になったという。 
レクサス車には専用のテレマティクス（車載型双方向情報通信システム）「G－Link」が

標準搭載されている。新車登録から 3 年間は無料で使うことができる。最大の特徴はボタ
ン 1 つでつながる「レクサスオーナーズデスク」だ。オペレーターに声で要望を伝えるだ
けで、カーナビの目的地設定からレストランの紹介、トラブル時の対処などを代行してく

れる。さらに事故時にエアバッグが作動すると自動的にオペレータに通報する機能を備え

ている。オペレータの呼びかけに乗員の応答がない場合は、救急車を手配をする。ディー

ラーにとっても、オイル交換や車検などの時期を伝えて来店を促すメールをクルマに送る

など大きな武器となる。  

 
店舗とクルマを情報網でつなぐインフラを構築すれば、新しいサービスを付加し、顧客
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満足度を高められる。 例えばレクサス帯広（北海道音更町）では、店長に相当するゼネラ
ルマネジャー（GM）も含め 6人のスタッフが、レクサスオーナーだけに番号を教える携帯
電話と、荷台にクルマを搭載できる専用トレーラーを交代で家に持ち帰る。24 時間いつで
も、顧客のトラブルに対処するためだ。とはいえ、北海道東部で唯一のこの店の商圏は広

く、3 時間近くかけて来店する客もいるという。顧客の位置を把握できる G－Link と連携
してこのサービスを提供した。店舗独自のきめ細かなサービスを提供できるのも、新しい

仕組みが整備されているからであるという。 

 
新車の販売台数が少ない分、サービス収入を確保する必要がある。これはトヨタの販売

店の弱点でもあった。国内販売シェア 4 割を超えるトヨタでも、ディーラーの利益の半分
以上を占めるサービスや中古車販売などは専門業者に奪われている。レクサスでは、「バリ

ューチェーン」の確立、つまり顧客の囲い込みという長年の念願を実現しようとしている。

その目玉が、中古車である。レクサスでは独自の認定中古車制度を設定する予定で、目下

ネット上で全国のレクサス店が在庫を共有する新しいシステムを開発している。各店舗が

在庫を持たなくても、店内の専用端末を通じて全国のレクサス中古車を検索、購入できる

仕組みで、中古車が市場に出回る 3～5年後をメドに新制度を立ち上げるという。こうした
考え方に、ディーラーも呼応している。名古屋トヨペットの小栗一朗専務は「これまでバ

リューチェーンを強化しようにも、既存の店舗では限界があった。レクサスではゼロから

スタートするのでディーラーも準備できるし、収益構造も変わってくる」と話す。同社が

名古屋市の中心部に出店したレクサス高岳は、店舗にオーナーだけが出入りできる豪華な

クラブルームを設けるなど、全国でも有数の規模と設備を誇る。そしてその隣には、400
坪の空き地があり、レクサスの中古車を展示する場所として準備している。 
トヨタはそのほかにも、金融子会社トヨタファイナンスと共同で専用のローンやリース

の商品を開発した。各ディーラーの地元の金融機関などに顧客を奪われてきた金融分野で

も外部流出を徹底的に防ごうとしている。 こうした囲い込み戦略の成否を占うのが納車か
ら 3 年の初回車検で、レクサスは獲得率 100％を狙っている。この数字はトヨタ販売店で
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60％程度。100％は常識を超える数字だが、これが実現すれば「顧客の外部流出防止→レク
サス車の再購入」という理想の循環が完成することになる。  
レクサスは最新の店舗や囲い込み戦略で、国内販売に新たな価値を創造しようとしてい

る。その一方、既存のトヨタの販売店の競争を激化させる起爆剤にもなりそうだ。今後は、

レクサス店のように来店客がくつろげる大型店舗が主流になるといえるだろう。店舗のリ

ニューアルや統廃合に大きな投資が必要で、体力のない販社は追い込まれる可能性が高い

と思われる。 
 
3、トヨタの事例 
トヨタ自動車は、2005年 6月から 1枚のカードを国内のトヨタ車ユーザーに配布してい

る。カードの名称は、「トヨタサービスカード」だ。カードの配布に併せて、同社はバック

エンドのシステムとして「アフターサービス情報ネットワーク」を構築した。トヨタが車

を販売した後の、アフターサービスの品質につながるカギをこのカードと情報ネットワー

クが握っている。 

 

自動車メーカーとユーザーの付き合いは、「ユーザーが車を購入したら終わり」ではない。

ユーザーは、車検（24 カ月）や定期点検（12 カ月、6 カ月）で少なくとも 1 年もしくは 2

年に 1 回は、車を購入した自動車ディーラー（販売店）や整備工場に車を持ち込む。また

故障や事故があった場合、万が一リコールが発生した場合にも、販売店に車を持ち込むこ

とになる。 

 その際、販売店の担当者がたまたま不在であったり、突然の故障などでやむを得ず担当

ではない販売店に車を持ち込む場合でも、その販売店のスタッフが持ち込まれた車やユー

ザーに関する情報をスムーズに照会でき、いつでも「トヨタ」ブランドに相応しい上質で

均質なアフターサービスを提供できるようにするのが、この「アフターサービス情報ネッ

トワーク」の狙いだ。 

2005年 6月 1日以降は、トヨタ車を新しく購入する場合、あるいは既存ユーザーが車検
（2年に 1回）や 12カ月点検などの際に車を販売店や整備工場に持ち込むと、販売店のス
タッフから「トヨタサービスカード」の発行について説明を受ける。ユーザーがカードの

発行に同意すれば、氏名、住所、電話番号、自動車登録番号を用紙に記入してユーザーの
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手続は完了する。販売店はそれを元に、カードの裏面にあるシールに、顧客の書名と自動

車登録番号を記入して、ユーザーに渡す。ユーザーは受け取ったトヨタサービスカードを

常時携帯する必要はなく、車検証などほかの書類と一緒に車のグローブボックスなどに保

管しておけばよい。 
販売店側では、ユーザーが提供した上記の「お客様情報」に併せて、その自動車につい

てメンテナンスや修理を施した整備記録などの「メンテナンス情報」をアフターサービス

情報ネットワークの「車両情報データベース」に入力する作業を行う。登録後、新たな整

備や修理を施した場合には、それに関する情報をデータベースに追記して履歴を残してい

くことになる。 このデータベースのポイントは、車の情報を「人系」の情報に紐づける「顧

客情報データベース」ではないということ。トヨタ車 1 台につき 1 枚のカードをユーザー

に配布し、そこで蓄積していくデータは 1台ごとの車に紐づけられるのだ。そのため、1人

のユーザーが 2 台のトヨタ車を所有している場合は 2 枚のトヨタサービスカードをもらう

ことになる。カードそのものには、ユーザーの個人情報や整備履歴に関する情報などは一

切記録されない。情報が必要な時には、販売店や整備工場で、カードの表面に印刷された

バーコードを読みとることによって、アフターサービス情報ネットワークにアクセスし、

整備や顧客対応に必要な情報だけを画面に表示させて業務の参考にするという仕組みだ 
現在、トヨタグループの販売店各社には、「ai21」という業務統合システムのネットワー
クが稼働している。そのシステムには、車両販売、サービス、保険、経理、人事などの基

幹業務アプリケーションが入っており、販売店本社と各拠点間、トヨタ自動車本体や保険

会社との間で情報のやり取りを行っている。「ai21」の機能の一つに、バーコードを読みと
る仕組みがあるので、それを活用している。カードそのものにデータを記録する方法を選

ばず、カードにはデータを参照するための「アクセスキー」としての役割しか与えていな

い。顧客情報や整備履歴などは、販売店とトヨタ自動車本社をつなぐアフターサービス情

報ネットワークの中に「車両情報データベース」を構築し、そこに蓄積していく。 
「アフターサービス情報ネットワーク」の構想を始めた 2000 年の段階では、IC カード
に整備記録などの情報を蓄積するというアイデアもあった。当時、政府が住民基本台帳ネ

ットワークを構築する動きがあって、IC カードのインフラが整うかもしれないという状況
だったからである。しかし最終的に ICカードを選ばれなかったのは、住基ネットの普及ス
ピードがまだ不明であったことや、IC カードの読み取り機を販売店各社に設置できるかど
うかが不透明だったため。新たなインフラをゼロから構築して導入するのは、大変な時間

とコストが掛かり、販売店にとっても新たな作業負担が生じることになる。それならば、

すでに全販売店に入っている業務システム『ai21』の機能を使って、業務の標準化を図りや
すい方法で進めようと考えられたわけである。 
 
「アフターサービス情報ネットワーク」の仕組み 
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今後、情報の整備が進んでくれば、販売店や整備工場などからトヨタに集約した点検記

録や故障情報、あるいは顧客からの意見や要望などを編集して、販売店にフィードバック

することも考えられるという。 
 
4、ホンダの事例 
ホンダディーラーの接客サービスを支えているのが、「e-ディーラー」と呼ぶ営業支援シ

ステムである。2003 年から一部のディーラーで実験導入を開始し、昨年 9 月から約 2600
店に全面展開した。既にアフターサービスで成果が出ており、車検の実施台数を 2 年間で
1.4倍に増やした店舗もある。 

e-ディーラーは、商談履歴、点検や保守の履歴情報、支払い情報を本部のデータベースに
集約、接触履歴を顧客一人ひとりと関連付けて一元管理する。従来は、営業、サービス、

経理の各部門で別々に業務支援システムを活用しており、部署間の情報共有が進んでいな

かった。担当外の部門で顧客とどんなやり取りがあったかを知るためには各部門が発行し

た伝票をひっくり返さなければならず、結果的に自部門での接触履歴しか詳細をつかめて

いない状態だったのである。例えばオイル交換に訪れた顧客がいたとする。その際、顧客

が加入している自動車保険の満期が近づいていたとしてもサービス担当者はすぐには分か

らないため、保険の更新を勧めずに帰すケースがあった。これでは、顧客に再度、来店し

てもらって保険の説明をするといった二度手間が生じ、顧客満足度を下げてしまいかねな

い。 個人に依存した従来のサービスではもはや成り立たない。店全体として顧客を競合他
店に奪われないように守っていく必要があり、e－ディーラーは、そのための重要なツール
だと位置づけられる。 
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ホンダベルノ埼玉東（埼玉県和光市）は、2003 年 9 月から先行して e－ディーラーを活
用し始めた。和光店では e－ディーラーはもはや神経になっている。これがないと業務が一
切できないという。 和光店では、7 人いる営業担当者にノートパソコンを配布。店長ほか
サービス担当者や事務担当者を含めて合計 20人程度の社員が e－ディーラーを利用する。
営業担当者は、毎月初めに店長と面談して受注計画をすり合わせ、お互いが合意した数値

をシステムに登録しておく。その後は営業担当者が日々の活動実績を入力していくのがお

およその流れである。 訪問、電話、査定、試乗、見積もり等。いつどの顧客にどんな活動
を実施するかという予定と、実際にその通りに活動したかどうかという実績が記録として

残る。活動予定と実績の差から進ちょく状況は一目りょう然。そればかりか、「訪問件数は

計画通りだが電話の件数が計画より少ない」といった具合に実績を分析すれば営業担当者

の得意・不得意が分かるという。弱点が見つかると店長が個別に指導する。計画に届かな

い要因は、たいていは時間の使い方にある。そこで、店長は営業担当者に、いつどこで何

をしていたかを事細かく紙に書き出させている。そこからムダを洗い出すとともに、どう

すれば効率化できるかを助言する。  
営業担当者全員の活動をガラス張りにするのも和光店の大きな特徴である。週 2 回、午
前中に営業担当者が事務所に集まり、店長が各営業担当者の実績を皆に見せながら、一人

ひとりに説明を求めたうえで、ほかの営業担当者に助言するように促す。 会議の時間はわ
ずか 15分。個人の進ちょくを管理する e－ディーラーの画面をプロジェクターでスクリー
ンに投影するというちょっとした工夫が、短時間で意思決定できる秘けつだ。こうするこ

とによって、営業担当者全員が一人ひとりの活動状況を瞬時に把握、共有できる。 以前は、
営業担当者がそれぞれのパソコンで閲覧するという体制だった。なかには違う画面を見て

いる人がいるなど会議に集中しているとはいえない状態で、全員の進ちょくを議論するの

に 2～3時間もかかっていた。 
代替購入の獲得が難しい現在、ディーラーは点検や保守といったアフターサービスで稼
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ごうという考えが強い。新システムを積極的に活用するのはそのためでもある。実際、ホ

ンダの国内販売台数は、ここ 2年間は 70万台強で横ばいの状態にある。  
営業担当者は e－ディーラーを活用して、当月や翌月に定期点検や保険の満期を迎える顧
客をリストアップし、顧客との関係を維持しようと試みる。「発送推進表」と呼ぶこのリス

トに載った顧客には、営業担当者が 1 人ずつ手書きで案内状を送るのである。送付対象者
に実際に案内状を送ったかどうかもシステムで管理。店長が確認して発送漏れを徹底的に

なくさせる。 点検を実施する予定日や保険を販売する予定日が決まれば、営業担当者が e
－ディーラーに登録しておく。点検を予定通りに実行していなければサービス部門が営業

担当者に連絡する体制になっており、アフターフォローの強化につなげている。  
e－ディーラーを導入する以前は、販売機会損失も大きな課題だった。というのも、土日
に車両の持ち込みを希望する顧客が集中してしまい、対応できない顧客が出てくるからで

ある。希望日に点検してもらえないと他店に流れていく顧客が少なからず出てくる。 整備
工場の空き状況を新システムで即座に確認できるようになってからは、入庫日を営業担当

者が逆に提案するようになった。 顧客が希望した土日が埋まっていれば、平日なら受け入
れられると営業担当者は伝える。平日は働いている顧客には、家族に車を持ち込んでもら

うか、営業担当者が顧客宅まで取りに行くことで点検を確実に自店で実施してもらうわけ

だ。サービス担当者でないと工場がいつ空いているかがすぐには分からなかった従来では、

なかなか取れなかった行動である。 こうした取り組みの結果、和光店では車検の実施率が
上昇傾向にあるという。その年に車検を迎える顧客のうち同店で車検を実施した比率が、

2004年度は 75％となり 2002年度と比べると 7ポイント改善している。車検を実施した台
数でいうと、年間で 333台増の 1．4倍になったという。 
和光店が成果を生み出せている要因として、営業担当者のモチベーションを向上させた

点も見逃せない。 「営業担当者は 5年ぐらい経つと壁にぶつかる。お客様の数が多くなり
過ぎると何をやっているかが分からなくなるからだ。アフターフォローを徹底できずにお

客様からの苦情が増えるようになれば売る気がなくなってしまう」。和光店の渋谷店長はこ

う話す。 顧客の苦情は直接受けるものだけとは限らず、時には別部門を通じて間接的に伝
わるケースもある。例えば、営業担当者に対する不満をサービス担当者にもらす顧客がい

れば、「アフターフォローが全然できていないようだな」と同僚から言われかねない。身内

から小言をもらえば営業担当者のモチベーションは下がってしまう。 e－ディーラーを導
入して、きめ細かいアフターフォローができるようになってからは顧客や社内からの苦情

が減っているという。 
魅力ある商品を開発するのは大前提だが、ディーラーの営業力向上が伴わなければ国内

で販売台数を増やすのは容易ではない。e－ディーラーをどれだけ有効活用できるかどうか
がカギを握る。 
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第二章 中古車販売について 
中古車市場を巡る業界の動きが活発である。新興業者やメーカーなどが事業モデルを競

いながら、「安心して買える」市場に変ぼうしたからである。新車販売の日陰に隠れていた

中古車販売が、自動車メーカーや正規ディーラーが本腰を入れ始め、自動車ビジネスの表

舞台に立とうとしている。最近の中古車市場は年間登録台数が約 800 万台（業者間の登録
も含むため。実際の販売台数は 500 万台程度）と横ばいにとどまる。それでも各社が力を
入れるのは、低迷する新車販売より堅調な上、事業モデル次第で新車より高い利幅が見込

めるからだ。中古車は新車と異なり、商品の仕入れ値と売り値の裁量が大きく、商品の確

保力や在庫管理、売れ筋の把握を含め、業者の知恵とノウハウが勝負のビジネスであるか

らである。 
 
1、日産カレスト座間の事例 
日産自動車系の販売会社である日産カレスト座間が、無線 LANと無線 ICタグを利用した
顧客支援システムを導入した。中古車コーナーにおける顧客の利便性向上が狙い。だがそ

の根底には、日産自動車全体のマーケティング戦略がある。 
日本最大級の自動車販売店が，神奈川県座間市の日産自動車の工場跡地にある。日産自

動車の 100％子会社である日産カレスト座間が運営する「カレスト座間」だ。東京ドーム九
つ分の敷地面積があり、まるでテーマ・パークのようである。ここの中古車コーナーで 2004
年 12月、無線 LANと無線 IC（RFID：radio frequency identification）タグ、PDA（携
帯情報端末）を駆使した最新の顧客支援システムが稼働。従来の販売手法を一新させる取

り組みが始まった。 
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 新システムでは、顧客に無線 IC タグのリーダーと無線 LAN 機能を搭載した PDA を貸
与する。PDA からは(1)車両の展示位置の検索(2)車種や年式、修復歴など詳細情報の閲覧、
(3)試乗の申し込み、(4)概算見積もりが可能だ。販売スタッフに PDA を持たせ、業務支援
に使うこともある。 
 PDAは，日本ヒューレット・パッカードの IEEE 802.11b無線 LAN機能を内蔵した「HP 
iPAQ Pocket PC h5550」を採用した。コンパクト・フラッシュ（CF）型無線 ICリーダー
「RFID CF-Reader SYSCAN」を、PDAの CFスロットに挿入して顧客に渡す。PDAに
は顧客支援システム用にカスタマイズしたブラウザをインストール済み。全画面で表示し、

特別な操作をしない限り終了できないようになっている。顧客支援システム以外の用途に

は使えないようにするためだ。無線 LAN のアクセス・ポイント（AP）は、屋外用の機器
をカレスト座間敷地内にある事務所と休憩所の 2 カ所に設置。米シスコシステムズの製品
を採用した。 

 
無線 IC タグは縦 14cm，横 17.4cm の大型サイズを利用する。フロントガラスの内側に張
るため，遠くまで電波が届く必要があるからだ。バーコードを使うという案もあったが、

ガラス越しでは読み取りにくいことから採用を見送った。システムの構築は日本ヒューレ

ット・パッカードが担当した。 
顧客がカレスト座間を訪れた際，まずは目当ての車両がどこにあるのかを検索すること

になる。敷地が広大なため、目的の車を見つけにくいからだ。新システムでは、顧客は受

付で運転免許証を提示して PDAを借りる。 
PDA 上で車名や車体の色、予算などを入力して検索ボタンを押すと、中古車コーナーの事
務所にある車両情報サーバーにアクセス。条件に適した車両と展示車両の位置を検索でき

る。サーバーにアクセスする際、PDAは無線 LAN機能により通信するので、APの電波が
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届くカレスト座間の敷地内ならどこからでも検索可能。検索結果の画面から、車種や年式、

車検の期限、修復歴、整備状況、装備といった車両の詳細情報も閲覧できる。 
 展示車両を見て歩いているときに興味を持った車があれば，PDA に付加した無線 IC タ
グのリーダーを無線 IC タグにかざすと車両の詳細情報を見られる。無線 IC タグには一つ
ひとつに異なる ID番号が割り振られており、PDAのリーダーでその ID番号を読み込んで
事務所の車両情報サーバーに問い合わせる。車両情報サーバーは展示車両と ID番号を対応
付けて管理しているので、問い合わせを受けた ID番号に応じた車両の情報を PDAに返信
する。 
車両情報の画面から、概算見積もりの閲覧や試乗の申し込みも可能だ。概算見積もりは「見

積概算」ボタンを押すだけ。試乗申し込みは、「試乗申込」ボタンを押して、販売スタッフ

に見せれば済む。 
 車両情報サーバーのデータベースには，日産自動車がインターネット上で公開している

既存の中古車検索システム「Get-U」のデータベースを流用。カレスト座間の分を、事務所
内に設置したサーバーに夜間のバッチ処理でコピーする。車両情報サーバーへの無線 ICタ
グの ID番号は、販売スタッフが PDAの専用メニューから登録する。 
 新システムの導入前は、顧客は事務所にあるパソコンで車を検索するしかなかった。し

かしこれでは、途中で別の車を見たくなった場合、いったん事務所に戻るか敷地内を適当

に歩いて探すしかない。概算見積もりは販売スタッフに依頼する必要があったし、試乗申

し込みは事務所まで戻らなければできなかった。 
 カレスト座間の敷地は広大。事務所に戻ったり販売スタッフを呼ぶことを面倒と感じる

顧客も少なくなかった。新システムはこの面倒を解消する。 
新システム導入の狙いは、顧客に短時間でより多くの車両を見てもらうこと。中古車を

買いに来る顧客は、良い車両があればすぐに買う傾向がある。このため、顧客が欲しいと

思う車をいかに迅速に提案できるかがポイントになる。多種多様な中古車を一堂に集めた

カレスト座間のような販売店を作ったのも、そうした意図があった。 
 しかし逆に車両台数が増えたため、目的の車を探したり試乗などの事務手続きに時間が

かかるようになってしまった。そこで日産自動車グローバル情報システム本部は、そうし

た時間を短くする新システムの構築を 2003年夏から検討開始。同年 11月に導入を決めた。 
 顧客の事務手続き負担を軽減する効果は、2004年 5月 30日と 6月 2日に仮導入したシ
ステムですぐに実証された。顧客の来店から成約までの時間は 30％以上も短縮できたのだ。 
 
2、ヤナセの事例 
ヤナセは従来、輸入権を持った自動車を輸入し、販売店に卸すことで収入を得る輸入・

卸事業と、自社の拠点網で販売する小売事業の両輪で成長してきた。しかし、自動車メー

カーが続々と日本法人を設立。これに伴う輸入権の返上で、従来のビジネスモデルを抜本

的に改革する必要に迫られた。 
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しかし、3年間にわたる営業改革によって、経常損益は 2001年 9月期の 61億 5800万円
の赤字から一転して、2004年 9月期は 41億 1400万円の黒字に回復した。アフターサービ
ス・中古車部門は、売上高では全体の約 31％を占めるだけだが、売上総利益では 53％と半
分を超える。この 3年間の改革が功を奏したのだ。 小売業を強化するために、ヤナセは長
期にわたって収益が見込める得意客を囲い込む戦略を打ち出した。さらに、従来は富裕層

に限定されていた顧客層の拡大も狙う。その要となるのがアフターサービスと中古車部門

だ。  
新車を購入した顧客のうち、ヤナセでアフターサービスを受けているのは半数にすぎな

かった。そのほかは大手のカー用品量販店などに流れていた。 新車を購入した既存顧客か
ら得られる収益を最大限に生み出しきれていなかった。販売拠点の現場でも、アフターサ

ービスで細かく稼ぐよりも、1 台数百万円する新車の販売に力が入っていた。それゆえに、
アフターサービス部門の位置づけは、依頼があったものだけを修理する受け身であったと

いう。アフターサービス部門が攻めに転じられるように、サービス工場内の効率向上など

に取り組んできた。  
アフターサービス部門の改革で中核に位置するのが、「オートライン」と呼ぶ新システム。

2001年に 20億円を投じて刷新した基幹システムだ。 このシステムの大きな特徴は、新車
や中古車、アフターサービスなど全部門の業務データを一元管理すること。各拠点から、「売

上高」「整備台数」などの販売店の状況を示す項目が毎日オートラインに登録される。これ

によって、本社にいながらにして日次で販売店の動きが把握できる。  

 

これまでヤナセは、主力事業である新車販売に合わせて、業務プロセスや情報システム

を最適化してきた。以前は顧客ではなく自動車を中心に情報を管理するシステムだったと

いう。加えて、業務システムは部門ごとに個別最適で導入されていた。そのため、新車を

購入した顧客情報とアフターサービスの整備履歴といった部門横断の連携がうまくできて
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いなかった。 そこで、オートラインで車両情報や整備実績、販売実績などの情報を一元管
理。顧客単位で、部門を超えて横串で取引情報を検索できるようになった。アフターサー

ビス部門は、このシステムを活用して、サービス工場において業務を改善してきた。  
例えば、東京支店のサービス工場では、整備を受けるために月間で 3000台の車が入庫す
る。点検需要の多い時期には、さらに台数が増えて作業が追いつかなくなり、車検で 10日、
オイル交換だけでも丸 1 日預かることがあったという。顧客にすれば、週末に車を預けた
くないし、オイル交換などはその場で対応してもらいたい。カー用品量販店などの競合店

に顧客が流出するのを防ぐために、効率化の必要に迫られていた。 この課題を解決するた
めに、サービス工場の作業効率を上げて納期を短縮。顧客の印象を良くすることでリピー

ト率向上を目指した。1 年半かけて工場の改善に取り組んだのである。 具体的には、オー
トラインの整備実績データベースから効率の良くない作業を抽出。効率を落とす要因を分

析して、改善策を指示する。 顧客に請求する整備代金は、部品代と作業工賃からなる。請
求できる作業工賃はあらかじめ決められている。だが、同じ作業であっても拠点によって

要する時間が異なる。 そこで、整備実績データベースから、作業時間が最も短い拠点を抽
出。本社の担当者が現場に出向き、作業風景を撮影。留意点を書き添えてウェブ上に公開

する。 ある作業工程では、平均 2．4時間かかっていた作業時間が 1．7時間までに短縮し
た。  

 
システム導入前は報告が月次だったが、サイクルが変わることで改善のサイクルを日次

に短縮できた。これまでは、拠点からの報告は月次で紙によるものだったため、現場に問

題があっても改善策の指示は半年後になっていた。しかも指示といっても時間が経過して

いるので、後手にまわっていたという。  
中古車部門では 2003年 9月に中古車 350台を並べる「ブランドスクエア横浜」を開設。 
「ブランドスクエア横浜」は、ほかのショールームとは大きく雰囲気が異なる。新車販

売店では、内装で高級感を醸し出しているが、この展示場には子供の遊び場や簡素な応接

セットなどがあり、カジュアルな印象が強い。 子供の遊び場が象徴するように、顧客層も
30～40代の家族連れなど総じて若い。その理由は平均客単価が約 305万円と、国産の新車
と変わらないことにある。買い換えを検討している人にとって「国産の新車か、あこがれ

の輸入車にするか」と候補にできる価格帯だからだ。こうした顧客がアフターサービスで
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ヤナセを利用し、いずれまたヤナセから自動車を購入してもらえるかもしれない。中古車

部門の強化は、単に収益を向上させるだけでなく、新規顧客を開拓し、長期にわたり収益

が見込める優良顧客を増やすという役割を担う。  
展示場には、メルセデス・ベンツや GMといった中古車 350台がずらりと並ぶ。ボルボ
など、新車では扱っていないブランドもある。これらは、ヤナセが新車を購入した顧客か

ら下取り車として買い取ったものが 9 割を占める。下取り車を商品化することで、新車で
は取り扱っていないブランドを好む顧客の獲得など、顧客層のすそ野が広がった。 新車販
売とは顧客層が異なるだけでなく、受注に至るプロセスも異なる。 中古車は、商談回数や
商品特性が新車とは異なる。中古車は走行距離や装備など状態が個体ごとに違う。同じも

のはなく、すべて一品限りなのだ。  

 

こうした特性に対応するために、2004 年 10 月に中古車事業に特化した営業支援システ
ム「BS－n＠vi」を導入した。基幹システム「オートライン」の機能を補完するものである。
30人の営業担当者に PDA（携帯情報端末）を配備。日本最大級の広い敷地内で事務所に戻
ることなく、その場で在庫検索などの顧客対応ができる。 営業担当者が最も恐れるのは、
同じ車を同時に商談してしまうことである。商談は週末の午後に集中する。土日だけで 400
組の商談が行われ、平均 50台が売れる。BS－n＠viの導入によって、敷地内で案内してい
るその場で、売約済みでないか、ほかに似た仕様の在庫車がないかが検索できる。  
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システム導入に合わせて、商談時間を厳密に決めた。平日は 2 日間、週末は 2 時間しか
商談対象車をホールド（予約）できないようにした。これまではあいまいだったため、商

談が重なる週末には機会損失が生まれていた。 PDAの画面上では、商談の時間がたつにつ
れて「青・黄・赤」の順に、色の変化で経過時間を知らせる。マネジャーのパソコン上に

は担当者の状況を表示する。PDAの画面と同様に時間がたつにつれて色が変化する。 新人
の場合には青色の間は独りで商談させておき、青から黄色になるころに、マネジャーが助

け船を出すために商談に加わる。これまでは、夕方になって今日 1 日の行動を聞くしかな
かったが、リアルタイムで全員の動きが分かることで対応が早くなったという。  

 
 
 
第三章 オート・オークションについて 
オート・オークションとは、中古車販売業者が仕入れをしたり、下取り車や買取り車を

現金化する業者間オークションである。オークション会場での価格が中古車販売店の仕入
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れ価格になる。基本的にオークション会場には会員資格のある業者のみが参加できる。オ

ート・オークションは「需給調整」と「換金」という２大機能がある。売り手は、中古車

業者や買い取り専門業者で、販売店は在庫の調整に、買取り店は買い取った車の換金にオ

ークションを利用する。片や買い手の中古車販売店は、品不足を補ったり、目玉商品を揃

えるためにオークションに参加する。最近では、「こういう条件のクルマが欲しい｣という

客のバックオーダーを抱え、それに応えるためにオークションを利用する業者も増えてい

る。 
 
1、USSの事例 

2006年 3月期までに出品 200万台・業界シェア 30％・経常利益 200億円（2・3・2計
画）を 2005 年 3 月期に前倒しで達成した USS。同社は中古車業者が売買に参加するオー
クション会場運営の最大手。トップ企業には珍しく、守りのスタンスは無いといってよい

ぐらい常に新たな挑戦を行っている。近年でいえば、衛星端末「USS－JAPAN」による現
車会場のライブ中継だが、このネットワークには、USSグループの 15会場（7月現在）と
提携先 14会場の計 29会場の 364万台を中継。週間 1万台以上の取引実績を上げて、現車
ライブ中継ではトップの実績を誇っている。 
 現在では、当たり前の企業間や組合組織間の提携であるが、その口火を切ったのは USS
であり、提携先のライバルに USSのセリシステムが導入されていることも少なくない。ま
た、一昨年からは、低価格車を中心とした「リユースオークション」を導入。リユース専

用会場の USS－R 会場を名古屋と東京に開設するなどして、頭打ちといわれたオート・オ
ークション流通台数の底上げを実現した。なかでも USS－R 名古屋会場に関しては、リサ
イクル専門会社のアビヅとの併設による、車輌の解体処理（リサイクル）工場を隣接させ

て、一元化を行うことで、陸送コストの軽減などを図り、会員販社への負担軽減を実現し

ている。 
 業界の雄である USSがリーダーとしての存在感と更なる飛躍（ワンランク上のオート・
オークション）の実現を図る為、「プロジェクト 3・4・3」と銘打ち、2009年 3月期までに
出品 300万台・業界シェア 40％・経常利益 300億円という新たな中期目標を設定した。 
中古車販売の業界では、市場に流通する中古車のうち、オークションで取り引きされた

ものは年間登録台数の約６割にものぼりる。したがって、市場に占める割り合いが大きい

だけに、仲介役のオークション会社には公正と中立の立場が強く求められる。 
オート・オークションの形態も多様化しつつある。最近では、一般のユーザーが参加で

きるオークションも存在するが、最大手のＵＳＳは会員制による業者間売買のスタイルを

堅持している。それは、円滑で効率的な取引を行うことに加え、プロの判断による相場の

適正な形成や市場に卸されるクルマの品質、信頼性を重んずるためである。 
オート・オークションには、大きく分けて「現車オークション」と「衛星オークション」

があります。現車オークションは、会場に出品車を持ち込み、そのクルマのデータと現車



A2P21032 
大竹敦史 

 20

を確認しながらセリを行うもの。それに対して衛星オークションは、個々のクルマのデー

タをもとに、衛星回線を使ってセリを行う方法である。 
 現況では、買い手が現車を直に確認できることから信用度の高い現車オークションが主

流で、ＵＳＳもこれを中軸として全国オークションを開催している。一方、ＵＳＳが手掛

ける衛星オークションは、その現車オークションへ参加させるというシステム。ＵＳＳは

この分野にも積極的な取り組みをしている。 
全国のＵＳＳオークション会場のなかでも、規模の大きいのが東京会場。およそ６万坪

におよぶ敷地の大半を占めるバックヤードに、日々刻々と出品車両が搬入されていく。東

京会場のオークション開催日は毎週木曜日。午前９時から午後１１時ごろまで、ほとんど

休みなしにセリが続けられ、その数は１日 7000 台～8000 台にものぼる。屋内には、まる
で劇場のような広いオークションルームが３館。オークションはコンピュータ化されてお

り、参加者は巨大なディスプレイに表示される出品車の映像とデータを見ながらセリを行

う。 

 
搬入されたクルマは、専門の検査員が車両検査を行う。その結果は出品票に記載され、

クルマの写真とともにデータベースに入力される。出品票は、車名、年式、車歴、損傷な

ど、必要事項をあらかじめ売り手が記入したものを搬入時に提出するが、実際に現車を検

査することで記載の誤りや不足を補い、より詳細で正確なデータとして買い手に提供され

る。その際、出品票には、ＵＳＳ独自の基準による評価点がつけられる。評価点は０点か

ら１０点まで。点数が大きいほど、クルマの程度がよいことを示す。評価点は、細かく多

項目にわたる厳正な検査によって決められ、出品車の総合的な指標となる。買い手は、当

日会場で配布される出品車リストと下見検索機という端末からの情報によって、目当ての

クルマを探す。下見検索機には、クルマの写真と出品票がディスプレイされ、検査内容の

詳細を知ることができる。また、買い手は、出品票を手にヤードに並べられた現車を実際

に下見することも可能。それを行ったうえで買い手はオークションに参加する。 
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オークションルームでは、買い手は真正面にある大画面ディスプレイと座席に備え付け

られた端末ディスプレイを見ながらセリに参加。セリは「ＰＯＳシステム」で管理され、

買い手は座席に備え付けられたボタンでセリ値をつり上げる。ボタン一押しで 5000円ずつ
アップ。売り手の希望価格か、それを上回って最高値がついた段階でセリはストップし、

落札とる。セリのスタートから落札までの平均時間は１台当たり約 13秒。こうして成約し
た出品車は、所定の手続きを済ませて買い手に引き取られる。引き取り後、出品票や現車

の下見で見分けられなかった不良個所や、実際にクルマを動かして見つかった不具合など

については、後日、ＵＳＳがクレームとして受ける。その内容を出品業者に報告し、売り

手と買い手が相互に納得できるように調整する。また、買ったクルマが違法車やメーター

改竄などの不正車だった場合など、すべてＵＳＳが中立の立場で問題の解決に対応。こう

したアフターケアも、業者のＵＳＳオークションに対する信頼と安心の一助となっている。 

 
1980年に設立されたＵＳＳは、コアビジネスである現車オークションに経営資本を集中
させ、常に業界に先駆けた新サービス、新システムを積極的に導入している。82 年にはＰ
ＯＳシステムによるオークションをスタート。そして、87 年には２レーン方式を実施。ス
ピーディーなオークションが出品台数の増加につながり、出品車の増加は、選べるクルマ

の豊富さにつながる。売りやすく、買いやすいシステムの確立。しかし、それにも増して

ＵＳＳが中古車業者の圧倒的な支持を得ている理由は、「透明かつ公正を旨としたオークシ
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ョン市場の確立」にあるという。 
 車両検査の際に用いられるチェックシートの項目は全部で数十項目にのぼる。検査員の

目は厳しく「完璧とはいわないまでも、プロの業者でもわからない微細な傷や目に見えに

くい修理跡も見逃さない」という。そうした厳正な検査に基づいて付けられる 10点制の評
価点は、これも信頼のおけるものとして会員業者に広く認められている。ＵＳＳの検査で

は、厳密に出品されたクルマの質のみを評価。評価点は出品会社がどこか、だとか人気車

か否かといったことには一切左右されない。また、走行距離計の巻き戻しといった不正に

対しても、膨大なデータベースに照合して厳しくチェック。その公正さが、業者にとって

安心してクルマを売買できる環境を生み、これまでとかく批判を受けてきた中古車取り引

きの不透明さの払拭に貢献している。出品車の６割という、ほかに例がないほど高いＵＳ

Ｓオークションの成約率が、そのことを如実に物語っている。 
厳しい検査基準の徹底、透明な取引環境、そのうえでオークションにかけられる大量多

彩な出品車。業者が安心して選び、買えるクルマは、とりもなおさずユーザーにとっても

安心して買えるクルマであるといえる。最近、客のオーダーにきめ細かに応えるため、Ｕ

ＳＳオークションを利用する販売店が急増しているのには、そうした理由もあるという。 
 
2、オークネットの事例 
オークネットは、1985年に設立された衛星通信を利用したオークション事業者のパイオ
ニアである。創業 16年目の 2000年 5月に東証 1 部に上場を果たし、7,000 社余の取引
会員数を有している。現車会場のように出品車を会場に持ち込むのではなく、中古車販売

店の展示場で出品車の検査を行ない、検査結果と出品車の映像をオークネットのホストに

取り込み、その情報を通信衛星に電送し、衛星から会員各社の専用端末に事前に送信し、

バーチャルでオークションを実施するという仕組みになっている。 

 
オークネットの課金システムは、出品者から徴収する出品料、成約料と落札者から徴収

する落札料と会員が負担する専用端末使用料から成っている。 
さらにオークネットでは現車オークション会場との提携強化によって、現車オークショ

ンに出品される中古車を端末オークネオで落札できる「ライブオークション」も積極的に
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展開している。提携は加速度を増し、現車会場とのネットワーク拡大を受けて、中古車の

取引に活用できる情報量も飛躍的に増大。オークネットの中古車 TV オークションシステ
ムの価値をさらに高めている。 
ライブオークションとともに、「コラボネットオークション」も展開している。端末を共

通化することで、トヨタユーゼックの運営するトヨタ・オート・オークション（TAA ）の
会員と、オークネットの会員が、お互いのオークションに参加できる相互乗入れを実現。

年間 30 万台にものぼる TAA の情報を取引に活用することが可能になった。 

 
オークネットの衛星通信を利用したオート・オークションの顧客である中古車販売業者

への価値提供は次の四点に大別できる。 
まず、一つ目は「地理的制約要因の除去」である。バーチャルオークションの特性とし

て、従来の現車オークションのような地理的な制約を受けることなく、どこからでも出品、

落札が可能であり全国の中古車販売事業者の参加を可能とした。二つ目は「コスト削減の

実現」従来の現車オークションでは、出品車両をオークション会場まで搬入する必要があ

り輸送コストが掛かり、流札すると車両引取の輸送コストが発生していた。バーチャルオ

ークションでは、自社の展示場から車の移動が起こらないため輸送コストが掛からないと

いう利点が生じた。またオークション場まで出向く経費を削減することも可能とした。三

つ目は「商談機会の最大化」である。バーチャルオークションでは、オークション開催当

日まで展示販売することが可能となり商談に集中できる時間の提供に繋がった。四つ目は

「成約確率の向上」である。落札者にとっては、エンドユーザーが希望する車種、購入価

格を事前に打ち合わせしておくことで、バーチャルオークションに出品されている中古車

の中からエンドユーザーが希望する車種の選択が可能となることから、成約確率を高める
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ことが可能となった。 
オークネットのバーチャルオークションは現車オークション会場と比較すると、次の三

点で優位性があるものと考えられる。一つ目は「オークション開設コスト」である。現在

では、3,000台規模のオークション会場の建設コストは最低でも 30～40 億円かかるとされ
ており、土地、建物、設備などへの投資が不要であるバーチャルオークションの方がコス

トパフォーマンスに優れているものと考えられる。二つ目は「オークション開設までの時

間」である。現在のオークション場は大型化しており、用地も 4～ 5 万坪という広大なも
のとなっている。用地確保、地域住民の合意の取り付け、開発許可申請から認可がおり、

オークション会場の建設、開業までのタイムスパンは数年がかりとなり、バーチャルオー

クションのシステム開発にどれ程時間をかけるかにもよるが、総じて現車オークション場

開設の方が時間が掛かるものと考えられる。三つ目は「フレキシビリティ」である。現車

オークションの場合、土地という物理的制約をうけ短期間で次から次へとオークション会

場を増やすフレキシビリティに欠けている。その点ではバーチャルオークションは場所の

制約を受けず、情報処理量の増大に伴い利用回線数の拡大、チャネル数を追加することで

比較的容易に拡張が可能といえる。 
バーチャルオークション事業を本業とするオークネットの強みは、上記の優位性のに加

えて、高額車両＝高年式の国産車、輸入車分野で絶対的な強みを維持し続けていることで

ある。2004年の平均落札価格は 146 万円と全国 150 会場の中で最高落札価格のオークシ
ョン会社となっている。もとより高年式車であれば、中古車そのものの品質レベルが高く、

現車を見ないでも落札できるという安心感が中古車販売業者の考えにある。高額車両には

エンドユーザーの購買と紐付いている可能性も高く、この 2 つの分野でオークネットが高
成約率を維持できている要因となっている。一方でオークションのボリュームゾーンを形

成している中年式車以降の車両では、現車会場の独擅場を許している。これは、未だに中

古車販売業者にしてみると、どこか不具合が発生していると直感し、現車を触ってみる、

臭いをかいで見るなどを通して確認する作業を必要としているためであると思われる。こ

の辺りがモノを見ないで買うことの限界といえるのかも知れない。新車市場の成熟化や平

均車齢が伸長し続けていることなど外部環境要因を考慮すると、高額車両でのオークネッ

トの優位性は維持できる可能性は高いものの、得意とする高額車両の出品台数そのものが

年々先細りをしていくことは目に見えている。その打開策として、オークネットでは、ラ

イブオークションでの平均落札単価が 56 万円と中・低年式車の成約が活発なことから中
期計画で中・低価格車を対象とした第二オークション創設を打ち出している。計画では、

2007年 6 万台、2010年には 13 万台まで拡大するとしている。 
 
 
第四章 買取専門店について 
日本の多くの消費者は自動車の買い替え時には、新車ディーラーに保有車を下取りして
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もらっている。しかし、新車ディーラーにとって下取りはあくまでも付随業務でしかない

ので、中古車の査定と下取り条件の提示は一方的で硬直的なものになりがちであった。値

引き額の調整を下取りで行う。ユーザーにとって不利なこれまでの環境を背景にして、他

のディーラーよりも中古車をいくぶん高く買取ってはそれを業者間オークションで直ちに

転売して利益を稼ぐという身軽な運営形態の「買取り専門店」がユーザーの支持を急速に

集めてきていた。 
 
1、ガリバーインターナショナルの事例 

90年代の後半に突然台頭してきた中古車の「買取り専門店」という新たな業態において、
ガリバーインターナショナルは、多店舗展開のリーダー企業として急成長していた。 

 
同社の買取りの流れは次のとおりである。まず、ユーザーが持ち込んだ車両を店員が車

種・走行距離・キズの有無など約 30項目をチェックし、10段階のランクに評価付けした上
でそれらを「査定票」に書き込む。「査定票」は店舗から本部に FAX 送信され、本部の査
定担当者が受け取る。 
 次に査定担当者は本部のデータベースに蓄積されている全国のオークション相場情報と

査定票とを照合しながら「買取り指示価格」と「適切なオークション会場」を判断してそ

れらを「査定票」に記入する。そして、「査定票」は店舗に FAX で返信される。本部が査
定票を受け取ってから、返信するまでの時間は原則 10分以内である。実際に担当者が相場
情報と照合し価格を決定するまでにかかる時間は 30秒～1分程度しかかからない。 
 FAXで「査定票」を受け取った店舗では、「買取り指示価格」を参考にしながらユーザー
に買取り価格を提示し、商談の結果成約した場合には契約を交わし、車を引き取り、必要

書類が揃っているユーザーには代金を支払う。 
 買取った車両は本部の手配によって数日以内に適切なオークション会場に陸送され、本

部の担当者によって売却される。販売代金は一定の販売手数料を引いた上で、店舗に入金

される。直営店の売却はすべて本部を経由するが、加盟店については独自のルートで売却

されるケースもある。以上が、ガリバー店での買取り業務の一連の流れであった。 
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この時、オークションで売買が成立しなかった場合や、売却価格が「買取り指示価格」

を下回った場合でも、本部は店舗に対して「買取り指示価格」の支払いを保証していた。

よって、「買取り指示価格」以上で買取っている限りは、店舗側は不良在庫や売却損が発生

するリスクを考える必要はなかった。 

 
ガリバー店は、これまでフランチャイズ方式によって急成長してきた。フランチャイズ

方式であれば、資金力の乏しい本部であっても、加盟店オーナーの事業資金を当てにして、

多店舗展開が可能であった。また、ガリバーは、「中古車販売の経験がないこと」を加盟の

条件に掲げていた。通常のフランチャイズ・ビジネスであれば、業界のノウハウに精通し

知識も備えた経験者を優遇するのが普通だが、あえてガリバーは異業種からの参入や転身

にターゲットを絞った。既存の中古車業界にどっぷりとつかっている人たちは過去の慣習

や意識にとらわれており、それを革新的なガリバーのやり方に変えさせるためには大きな

努力が必要であるので、かえって事業成長やブランド育成の障害になると、ガリバーでは

考えていた。中古車業界にはびこる既成概念にとらわれないフレッシュな頭を持った経営

者をガリバーは求めていた。 
 そして、このような異業種からの参入を実現可能にしたのは、経験や専門知識をほとん

ど必要としないガリバー店のシステムにあった。査定票のフォーマットに従って、持ち込

まれた車両の状態を機械的にチェックしていけば、もっとも難しい価格付けの部分は本部

の査定担当者が代行してくれた。査定票に記入する程度の車両扱いのノウハウは、短期間

の研修で身につけることができた。しかし、かといって、誰もが成功できるかというとそ

うではなく、車の専門知識よりは、むしろ接客や商談における営業スキルの方がものを言

った。日本ではクルマは単なる機械や日用品ではなく、思い出が詰まった愛車として見な

されていることが多く、いくら高く買取るからといっても、横柄で高圧的な店員が「さあ

買取ってやる」という態度を見せたが最後、ユーザーの多くは感情的にその店を後にする

ことが多かった。ブランドなどがもたらす安心感ももちろん重要であったが、それ以上に

店長や店員の接客態度は経営成績を左右する重要な要素であった。 
 また、ガリバー店の急展開を容易にしたのは、1店舗あたりの開業費用と運転資金が小さ
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いことにあった。通常の中古車販売店と異なり、ガリバー店では展示スペースが必要では

ないので、ビルの 1 階などの狭い店舗スペースでも営業が可能であった。加盟金・保証金
や内外装にかかる店舗の開業費用は平均的な店で 1850万円程度であった。また、マニュア
ルと研修制度が整備されているため、開業までの準備期間も短くてすむ上、1店舗 2～３名
という少人数での運営も可能となっていた。さらに、運転資金面で言えば、買い取った車

は数日内にはオークションで換金される上、買取り指示価格以上での入金が保証されてい

るので、資金の回転も早く回収不安もないという特長があった。ちなみに、加盟店の標準

的なランニングコストは、ロイヤリティ・広告分担金・家賃・人件費・諸経費などの合算

で、月間あたり 300万円程度であった。 
 このように、急成長を可能としたフランチャイズ・システムであったが、フランチャイ

ズ店が増えるにつれて管理面での問題が今後増えていく恐れがあった。フランチャイズの

良い点は、加盟店オーナーが独立した経営者としての緊張感と気概を持って経営にあたる

ことにあるが、その裏返しとして、店舗数が多くなってくると、自己主張の強いオーナー

を中心にして急速に管理や統制が行き届かなくなっていくので、統一的なブランド・イメ

ージに悪影響を与えたり、あるいはシステムや契約内容を変更する際などに機動性が失わ

れてしまったりするという危険性もはらんでいた。 
 そこで、ガリバーは株式公開後、資金的にも余裕がでてきたこともあり、出店の重点を

フランチャイズ加盟店から直営店に切り替え始めていた。2000年 2月末現在、ガリバー店
全 548店のうち、加盟店が 456店、直営店が 92店という構成であったが、2、3年後の目
標として、加盟店は 500店と横ばいにとどめ、反対に直営店は 300店とその比率を大幅に
高めていこうと計画していた。同時並行で、経営のうまくいっていない加盟店は買取って

直営店に切り替えていくことも計画し実行に移していた。 
買取った車両は数日内にオークション会場に出品されるため、ほとんど在庫らしき在庫

はなかった。しかし、店舗網が急拡大するにつれ、わずか数日間分とはいえ出品前の在庫

はどんどん膨らんできた。そこで、この数日間分の在庫を単に寝かしておくだけでなく、

何らかの事業機会に利用できないかと考えたガリバーでは、これらの在庫を利用した小売

販売に進出することにした。 
 ガリバーは 97年 9月、衛星 CARショップ「ドルフィネット」事業の展開について発表
し、このシステムの試験的な導入を開始した。ドルフィネットは、ガリバーが買取った中

古車在庫の情報を全国に設置されたドルフィネット端末に衛星通信で配信し、端末画面上

で消費者に自由に在庫を検索してもらい購入を検討してもらおうというシステムであった。 
 ドルフィネット端末は狭い店頭にも設置できるように設計された専用端末で、タッチパ

ネルを備えており、来店客が気軽に触れるように考慮されてあった。検索画面では、メー

カー名やモデル名、年式などの条件を選んでいけばお目当ての販売車両がリストアップさ

れた。特定の車両の詳しい情報が見たい場合には、該当車の表示部分をタッチすれば、写

真画像や車両状態を詳しく紹介した個別画面にジャンプすることができた。その画面には、
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年式や走行キロ数、修復歴やキズの有無、それに加えてガリバー査定の評価点なども表示

されるようになっていた。さらに、ローンの計算なども画面上で計算することができ、そ

れを印刷することもできた。また、納車日より 1年間は「保証」が付いていた。さらには、
ドルフィネットのデータベースはパソコンに転送することもできたので、セールスマンが

ノート・パソコンを片手に訪問営業することも可能であった。 
ドルフィネットで希望の中古車が見つかったら、その店に取り寄せられる。ただし、陸

送分の費用がかかるため、購入を前提としなければいけない。その代わり、実車を見ると

想像よりも程度が良いことが多いためキャンセルはほとんど無いという。このドルフィネ

ットでの累計販売台数は 2003年 3月時点で 10万台に達している。 
 
 
第五章 まとめ 
新車販売において近年の構造変化、たとえば中古車市場における新勢力台頭や、消費者

の態度変化などに対して、硬直的な系列ディーラーではもはや対応が困難となりつつある

ことが確認された。たとえば、訪問販売や価格交渉といったセールスマンを基本としたデ

ィーラーの営業戦略は、消費者のライフスタイルと合致しなくなり、非効率なものとなっ

てしまった。また、国内の新車販売は頭打ちの傾向にあり、メーカー、販売店はアフター

サービスや中古車事業に力を入れている。特にレクサスや BMW、メルセデス・ベンツとい
った高級車ブランドは、認定中古車(レクサスは数年後)やアフターサ－ビスメニューが充実
している。これらの事業を通してブランドの維持、顧客の囲い込みを行っている。今後、

日本でも展開されるであろう日産の「インフィニティ」、ホンダの｢アキュラ｣ブランドでも、

顧客の囲い込みは行われると思われる。 
オートバイテルのような仲介サービスの今後の先行きは不透明であるといわざるを得な

い。オートバイテルは今のところ、自動車ディーラーから仲介手数料等を徴収する事業モ

デルを採択（ディーラー側も顧客獲得コストを低減できるメリットはある）し、既存の自

動車販売と共存している。しかし今後の成長いかんでは、販売仲介ではなく販売そのもの

に乗り出す可能性も秘めているといえる。 
ガリバーのような買取り専門店という業態に対し、様子見をしていた新車メーカーや系

列販売店も、危機感を覚え、この業態へ参入してくるものが現れている。トヨタと系列販

売店は、中古車買取り事業「Ｔ－ＵＰ」を 2000年 4月 15日から全国 70社 200店舗で、
日産は「カウゾー」といった買い取り事業を開始している。メーカーブランドが持つ安心

感と信頼感はガリバーなどの専業店を圧倒しており、消費者がメーカー系の買取り専門店

に流れるリスクが小さいとは言い切れない。しかし、メーカーブランドを前面に出してい

るため他社製のクルマが思うように買い取れないという事態が発生している。業態として

中途半端な感が否めないという意見の販売店もあるという。他にも「アップル」や「ラビ

ット」といった買取専門店も存在するが、まだガリバーほどの知名度や信頼感はつかめて
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いないと思われる。しかし、これらの「買取り専門店」が増えるにつれて、中古車の買取

りは過当競争ともいえるような状況になっている。 
オークション事業は、国内の中古車市場がここ数年は横ばいではあるが、低迷する新車

販売より安定している。そのままでは売り物にならない事故車のオークションやリサイク

ル事業も開始されている。一方で輸出や海外進出をしている企業も存在する。特に中国は

まだまだ市場を小さいが、急速に拡大していく可能性があるのでタイミングを計っている

といえる。国内のシステムを利用すれば十分に成功する可能性はあると思われる。 
年間 600万台といわれる日本の新車販売台数。販売台数 500万台といわれる中古車販売
台数。さらに海外への中古車輸出も盛り上がってきてる。これらは非常に大きな市場だ。

従来ならば資格を持つ目利きの専売特許だった中古車の査定もシステム化が進む。多量の

中古車が流通する流れを生み出しているのが、インターネットの普及による高度情報化だ。

情報システムの整備によって効率化はますます進んで行くだろう。しかし情報システムは

あくまで「人」をサポートするためのものである。顧客情報把握を始めとする各種 IT ツ
ール 導入により、対顧客の対応がやりやすくなっていくと、これまで以上に「人」が重要
になっていくのではないだろうか。 
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