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今月のトピックス ～ 『インド・メディア市場の拡大と示唆』
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テクノロジー関連業界 ～ 『インド・メディア市場の拡大と示唆』(1/2)

大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メ
リルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタ
イン㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。

22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト

業務に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精
密機器、ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企
業をほぼ網羅。その他、医薬品・小売り・繊維・
サービス等の生活関連産業、電子素材等を含む
川上のテクノロジー関連業界、汎用化学等へも調
査対象を拡大。

1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ラン
キング」や米国「Institutional Investor」誌等のア
ナリストランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。

4

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

マネージング・ディレクター

インドのメディア業界は想像以上の成長を遂げているようだ。マ
クロ経済面では新興国特有の様々な問題があり、通貨も高いボ
ラタリティがみられる。一方、12億人を超える人口・2億5000万の
世帯数が、経済発展により映像メディアへのアクセスを増やし、市
場の拡大に貢献。ビジネスチャンスが広がっている。

ボリウッドで有名な映画産業は、2015年で2500億円程度と推
測され、過去5年間の年平均成長率は10.3%に達している。劇場
公開収入が全体の70%を占めるが、ケーブルTVや衛星放送向
けに作品を提供したり、映画公開時の広告収入や航空機内シス
テムへのプログラム提供などが成長を支えている。情報の共有
化・拡散化が進み、収入はTOP10タイトルに集中化する方向も確
認されている。ローカル作品と共にハリウッドのメジャータイトルも
一定以上の成果をあげている。また特にローカル作品は作品内
で使用した楽曲の権利が大きく寄与しているようだ。

テレビ放送の市場は2015年で1兆円前後まで拡大し、過去5年
間のCAGRは13.4%となる見込みだ。有料放送加入者の増加で
サブスクリプション収入は同14.6%で増加。加えて広告収入も同
11.2%で成長。2014年末インドにおけるテレビの世帯普及率は
68%と水準は低いが、うち有料放送を受信しているのは82%に達
している。この結果、広告市場を上回るサブスクリプション市場が
存在し、また加入者の増加により高い成長を達成しているようだ。
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テクノロジー関連業界 ～ 『インド・メディア市場の拡大と示唆』(2/2)
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2020年に向けた世界の実質GDP成長率は年率4%程度と予測さ
れている。インドの成長率は8%と予想されており、中国と並んで
世界経済を牽引する国と位置付けられている。また2020年以降
の成長率は中国を上回る高い成長が期待されている。
2011→2030年の一人当たりGDPは約3倍に増加。内閣府の規
定する先進国の定義に近似する見込みだ。

こうしたメガトレンドはかなり長期的な期間でインドのメディア市場
成長を支えると思われる。中国と異なり、ローカルなコンテンツ産
業が一定規模で存在し、有料放送加入者が一定上の割合を占め
ている現状は、著作権価値を加入者が認めている証左であり、IP
の所有者には大きなビジネスチャンスと考える。

元来数学的にロジカルな思考を得意とする国。22の言語が存在
するためインド国内のコミュニケーションには英語が用いられる
ケースが多い模様。これらのバックグラウンドもビジネスチャンス
を広げるポイントとなろう。

一方、国土も広くカースト制や言語に見られるよう文化もまちま
ち。宗教も独特である。政治的リスクも否定できず、制度・規制や
金融面での不整備も指摘されている。メガトレンドを踏まえ、ポテ
ンシャルある産業・事業・業態を慎重に見極め、リスクを極小化し
た上で、90年代半ばの中国のように大胆な投資を行うべきタイミ
ングが到来しているとの印象を受けている。

インド・メディア市場の推移

INR Bn=10億インドルピア、JPY Bn=10億円、INR=1.83JPY

市場内訳
2010年 2015年

CAGR
2015

(INR Bn) (INR Bn) (JPY Bn)

国内映画興行収入 62.0 99.9 10.0% 183.3

海外映画興行収入 6.6 9.6 7.8% 17.6

パッケージビデオ 2.3 1.0 -15.3% 1.8

ケーブル/衛星放送権
利

8.3 15.5 13.3% 28.4

付帯サービス 4.1 10.3 20.2% 18.9

映画産業計 83.3 136.3 10.3% 250.1

サブスクリプション収入 187.0 369.0 14.6% 677.1

テレビ広告 103.0 175.0 11.2% 321.1

テレビ産業計 290.0 544.0 13.4% 998.2

人口(億人)

GDP(兆USD)

1人あたりGDP

(千ドル)

インドのメガトレンド

出所：各種外部公表資料よりFMI作成
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『オムニチャネル～自前型か連携型か？』

野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS
証券会社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフ
ロンティア・マネジメント㈱設立。

10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリ

ストとして活動。㈱産業再生機構においては、地
方百貨店である津松菱やうすい百貨店の事業再
生に関与し、カネボウおよびダイエーの案件で
は、取締役として事業再生に関与。

1999年に国内外の複数のアナリストランキング
において、小売部門でトップランキングを獲得。

7

松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

セブン＆アイ・ホールディングスのオムニチャネル戦略が2015
年10月より始動した。「オムニ」とは、英語で「全体の」という意味
の接頭語であり、オムニチャネルとは、消費者が実際の店舗や
ネット通販などの販売経路の違いを意識せずに買い物できる流
通環境のことを指している。同社に限らず多くの小売業がオムニ
チャネル戦略を志向している。

消費者が、販売経路から独立して購買を行うことができるという
点で、オムニチャネルという考え方は悪くない。しかし、オムニチャ
ネルを自前完結型で行うことには危うさを感じる。ネット通販業界
では、Amazonや楽天など総合型だけでなく、一休.comなど専門
型も含め、厳しい競争の中で優勝劣敗が決まりつつある。伝統的
な店舗販売においても同様である。これら苛烈な競争で選ばれた
勝ち組企業と、自前完結型オムニチャネルに内包されたグループ
子会社が、対等に勝負できるか、ということが大きな論点になろ
う。

ICTの発達で、消費者は自由にネットと実店舗の垣根を飛び越
えて、消費行動を活発化させている。その自由度は既に、特定の
グループ内の流通チャネルだけで消費を済ませようというレベル
を凌駕している。オムニチャネルを志向する企業群は、閉じたグ
ループ内で構築し続けるか、あるいは社外の勝ち組企業と連携
するか、といった選択を早晩迫られる。前者を志向する場合、グ
ループ内企業の不断の改善、あるいは社外企業との入れ替えが
必須となろう。

『小売業の最適戦略』（㈱日本経済新聞社 1998年）
『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年）
『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年）
『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年）
『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年）
『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年）
『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年）
『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年）
『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年）
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情報通信業界 ～ 『シスコとエリクソン提携に見る
ネットワークのパラダイムシフト』

全日本空輸㈱、メリルリンチ証券会社（現、メリル
リンチ日本証券㈱）を経て、2009年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

BTによる日本テレコム㈱への出資やルノーによ
る日産自動車㈱への出資等、M&Aアドバイザ
リー経験多数。調査部では10年弱の株式アナリ

スト経験を有し、通信及びインターネットセクター
を担当。電機、電子機器部品製造、情報通信業
等のコンサルティングを担当。

2003年から2008年にかけて米国「Institutional 
Investor」誌、日経金融新聞「アナリスト人気ラン

キング」の両調査において通信部門で上位にラン
キング。また、2007年には総務省モバイルビジネ
ス研究会構成員を務める。2010年には㈱ウィル
コム事業管財人代理を務める。

8

合田 泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

11月9日にシスコとエリクソンが経営統合に近い包括的提携を
発表した。この提携を読み解くキーワードは、5G、ネットワークの
ソフトウェア化、IoT、エッジコンピューティングであると考えてい
る。

従来のネットワークインフラは、主として無線伝送部分の低速
度、高遅延性によって、固定と無線を基本的に分離して構築して
きた。またサーバー仮想化技術の進展でクラウドコンピューティン
グの経済性が注目され広く普及している。これが現在のネット
ワークインフラの姿である。

しかし2020年に向けて、無線伝送技術の面では極めて低遅延
の5Gの実用化が見込まれる。低遅延の無線は、生産現場や自
動運転などIoTによる新たなアプリケーションを可能とすることが
想定される。またその低遅延性を生かすためにも、全てをクラウド
サーバーとやり取りするのではなく、エッジ処理が求められるアプ
リケーションも出てくるだろう。こうして、クラウドにつなぎ込むだけ
の固定通信インフラから、無線・固定をSDN等ソフトウェア化技術
を用いて統合的にかつ効率的にマネージすることが求められ、な
おかつエッジコンピューティング処理も可能なスマートネットワーク
へと変容していくと想定される。そうした世界では、もはや固定
ネットワークのルーティングが得意なシスコや無線インフラが得意
なエリクソンが、それぞれ自社単独の技術・製品ポートフォリオで
は対応ができなくなるのである。
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素材業界 ～ 『囲われる素材会社 ~注目される東レの展開~』

㈱大和証券経済研究所、㈱大和総研、モルガン・
スタンレー証券㈱、アジアン・センチュリー・クエス
ト・キャピタルを経て、2014年にフロンティア・マネ
ジメント㈱入社。

化学業界を27年間担当。アジアン・センチュリー・

クエスト・キャピタルでは化学だけでなく、素材・住
宅・住設業界を担当。

米国「Institutional Investor」誌のアナリストラン
キングで1996年から8年連続、日経アナリストラ

ンキングおよび毎日エコノミスト誌のアナリストラ
ンキングで1997年から7年連続トップランキング
を獲得。2002年の日本テンペストによるアナリス

トランキングでは、投資家だけでなく化学企業か
らもトップの評価を得た。
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銀林 俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

東レがこの11月に発表した二件のプレスリリースは注目に値し
よう。第一は、ボーイング社との炭素繊維における包括的な長期
供給契約の正式締結である。第二は、ユニクロとの戦略的パート
ナーシップ 第Ⅲ期5ヵ年計画である。二つの発表には共通項が多
い。第一に、素材メーカーである東レから見ると、ユーザーから
「囲われる」点である。第二は、これらは継続的な関係であり、そ
の取引高が継続的に拡大していることである。

本来、素材メーカーは、販売量拡大の観点から多数のユーザー
へ製品を供給することが必要である。一ユーザーとの密な取引
は、他のユーザーにとって購入を躊躇させる要因になりかねな
い。「囲われる」ことによるマイナスが生じる可能性がある。ただ
し、上記の発表においては、それぞれのユーザーが東レにとって
十分の売上高の規模となっている。

ボーイング社との長期供給契約では、既存の「787」プログラム
に加え、新型機である「777X」向けにも炭素繊維を供給する。こ
の契約で東レの供給総額は1.3兆円にも及ぶ。ユニクロとのパー
トナーシップも、2006年からの初期の5年間での取引は2,500億
円であったが、Ⅱ期では6,000億円に達し、2016年からの5年間
では1兆円を目指すとしている。

ボーイング、ユニクロの二社にとって東レの素材を抜きにした事
業展開は考えにくい状況である。全ての素材会社にあてはまらな
いが、成長が期待できるユーザーに「囲われる」ことも素材メー
カーの戦略の一つであろう。
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ヘルスケア業界 ～ 『Medtronic社の戦略』

鹿島建設㈱、㈱ボストンコンサルティンググルー
プ、ブーズ・アンド・カンパニー㈱、GE横河メディ
カルシステム㈱（現、GEヘルスケア・ジャパン㈱）
を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に
入社。

国内及び欧米の大手消費財・産業財関連企業・
ヘルスケア企業に対し、成長・新規事業戦略策定、
買収後統合、業務改革、長期ビジョン策定等のプ
ロジェクトマネジメントを担当。また、医薬品・医療
機器・電力・石油・化学・ハイテク・食品・アパレ
ル・化粧品等業界の日本企業及び外資系企業に
対し、中長期事業戦略策定、組織能力向上、ビジ
ネスデュー・ディリジェンス、事業統合戦略策定、
事業再生戦略策定・実行支援等の数多くのプロ
ジェクトをリード。
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小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

グローバル医療機器業界のリーダーは米国のMedtronic社であ
る。売上高203億ドル（約2.5兆円）、時価総額980億ドル（約12兆
円）と、日本で医療機器トップのテルモの売上高で約5倍、時価総
額で10倍の規模。同社の事業はペースメーカーなど循環器を主
力に圧倒的な市場プレゼンスだが、疼痛緩和や治療のための神
経電気刺激装置など低侵襲診断・治療、またCovidienの買収で
糖尿病ケア等、主要疾病領域に亘る事業ポートフォリオである。

9月17日のMorgan Stanley Global Healthcare Conferenceで
同社の戦略が端的に語られているが、圧倒的リーダーだけに、グ
ローバルのマクロトレンドがそのまま最上位の戦略思想となって
いる。すなわち、①未充足ニーズを充たすイノベーション、②より
価値志向に進む市場に対応する自社経営の効率化とコストダウ
ン、③新興国の需要増嵩を捕捉するグローバル化、である。計数
目標が堅実なのは日本以上に欧米では医療機器に関する当局
や保険会社の価格プレッシャーが強いことが背景にある。

現在のCEOはOmar Ishrak氏で、GE Healthcareの出身である
が、筆者がGEにいた頃は超音波診断装置事業のグローバルの
トップだった。GEのリーダーというとアグレッシブな人物を想像さ
れるが、Omarは穏やかな人物で、日本によく来日してKOLと直
接話をするなど市場・ユーザーを重視する。決して徹底的な効率
化で数字ドリブンで目標達成を図る冷徹なやり方はしない。Omar
が来る前から既に市場リーダーであった同社であったが、現リー
ダーシップのもと、さらに強い企業となっていくとみえるし、それが
株価パフォーマンスにも反映している。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『世界一位の死守』

大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー
証券会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメ
ント㈱入社。

大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導
体、半導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を
担当、モルガン・スタンレー証券会社では、電子
部品の調査を開始、産業アナリストとして17年の
経験を有する。

2001年に日経アナリストランキングで1位になる
など、各種ランキングで上位に名を連ねる。

11

村田 朋博

Tomohiro Murata

マネージング・ディレクター

主な著書

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年）
『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年）

過去20年、日本のハイテク産業は著しく占有率を失った。日本
企業の世界占有率は、半導体では50％→15％に、液晶パネルで
は75％→15％に、携帯電話では25％→5％に、パソコンや携帯
電話など民生機器用二次電池産業においては70％→30％に、
太陽光発電機器では80％→10％に低下した。

次に懸念されるのは自動車用・産業用電池である。同産業にお
いては現在でも70％程度の占有率を誇り、パナソニック、オート
モーティブエナジーサプライ、GSユアサが上位に名を連ねている。
環境規制の著しい強化を考えれば、同電池への需要が急増する
ことは明らかであり、数年内には2兆円規模になると言われてい
る、極めて重要な産業である。

しかしながら、暗雲が立ち込めている。LGケミカルが極めて積
極的な事業展開をしており、調査会社Lux Researchは、「LG化
学が、2020年までに世界最大の自動車用電池メーカーになるだ
ろう」と述べている。

また、三星グループは、化学事業の譲渡などによって４兆ウォン
を獲得し、これらの資金を主に自動車用電池事業に投じるとも報
道されている。2020年までに３兆ウォンを投資し、生産規模を約
10倍に拡大するとのことである。

LG化学と三星電子。強敵である。もちろん、中国企業も積極的
である。是非とも、日本企業には名誉ある地位を維持していただ
きたいと祈願する。
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自動車関連業界 ～ 『加速する自動車のIT化、低燃費化要求に対応迫られる自動車部品業界
～ 軽量化要求に応える開発力がカギ 』

㈱埼玉銀行（現、㈱りそな銀行）、モルガンスタン
レー、㈱ニッセイ基礎研究所、日興アセットマネジ
メント㈱、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメン
ト㈱（現、アムンディ・ジャパン㈱）を経て、2015年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

モルガンスタンレーでは、トレーディング部、市場
情報部、調査部(自動車業界担当)を担当し、その

後もファンダメンタル分析を主体に自動車業界の
完成車、部品、タイヤメーカー、鉄鋼を担当。

1991年に日本証券アナリスト検定会員資格を取
得。経済産業省の外郭団体 日本自動車工業会

の下部組織である日本自動車研究所（通称
JARI）のITS産業動向研究会 研究会長を務める
（現任）。
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加藤 摩周

Mashu Kato

シニア･アドバイザー

ここ数年の国内市場における衝突被害軽減ブレーキ（自動車ブ

レーキ）の急速な装着率の上昇をみせている。J-NCAP（独立行

政法人・自動車事故対策機構）による予防安全アセスメント評価

と同様の評価が欧米でも定着しつつあり、先進国ではこのような

安全運転支援システム無しでの販売促進は考えづらくなっている。

このため安全運転支援システムおよびその構成品であるセン

サー類は2020年過ぎまで高い成長が見込まれている。一方でこ

れらのシステム搭載により車重は重くなり燃費に悪影響を及ぼす

ため、従来型のコンポーネント/部品に対する軽量化要求は一段

と厳しいものになろう。これまで設計面での変更による軽量化等

は日本の自動車部品メーカーのお家芸であったが、今後は素材・

材質の変更まで踏み込みつつ耐久性や品質を落とさない総合的

な開発力が求められよう。
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『北欧のお話』

㈱大和総研、ドイツ証券㈱を経て、2013年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社。

電材業界、自動車部品業界、食品業界などの産
業分析、企業財務分析、企業価値分析に従事。
また、ガラス土石業界、紙パルプ業界、非鉄業界
などの産業分析や企業財務分析等を担当。

2012年のInstitutional Investors誌の人気アナリ
ストランキングでは第1位を獲得。

13

石橋 克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

最近、スウェーデンに出張した知り合いがおり、その方から幾つ
か興味深い話をうかがった。一つは、スウェーデン（他の北欧諸
国にも言えるのかも知れないが）の住宅ではカーテンを全開にし、
居住空間をあえて見せつけているということだ。冬の日照時間が
極端に少ない高緯度地方ならではの、太陽の光を取り込む工夫
かも知れない。ちなみに、この時期であれば朝明るくなるのが8時
頃で、夕方4時には真っ暗ということである。いずれにしても、部屋
の中が外部から丸見えの状況では当然ながらインテリアへの関
心は高くなるだろう。

またスウェーデンは女性の社会進出が進んでいる国であるが、
男性も女性も夕方には帰宅するので、当然ながら家族で自宅で
過ごす時間が長く、このこともインテリアへのこだわりに結びつい
ているのかも知れない。

知り合いは今回、スウェーデンの高齢者住宅を訪問してきた。そ
の高齢者住宅は平均的なレベルのようだが、入居者達は落ち着
いた色調のウッドフロアの部屋に、好みの家具を置き、気に入っ
た絵画を並べ、瀟洒な生活を送っているという。高齢者住宅という
と画一的な部屋を想像しがちだが、そんなことは全くないという。

日本の建材やインテリアの市場にとり成長に繋がるヒントはこう
いったところに隠されているかも知れない。



© 2015 Frontier Management Inc. 

ASEAN担当 ～ 『マレーシア自動車産業動向から見る成熟市場』

㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）に入行、香
港上海銀行（東京支店）、独立系マーチャントバン
クを経て、2014年フロンティア・マネジメント㈱に
入社。

企業調査部門で小売業種を担当、1997年のアジ

ア通貨危機後のアジア進出日系企業の財務支援
プロジェクトを主目的とし、1998年～2006年まで

タイを中心とした東南アジア域内で、通貨スワッ
プや現地通貨建て起債環境整備などに関与。

香港上海銀行では、コマーシャルバンキング部門
で日系企業・アジア企業のカバレッジを担当。

ベンチャーキャピタルとアドバイザリー業務を行う
独立系マーチャントバンクでは、燃料小売ベン
チャーの事業再生や、映像コンテンツ運営ベン
チャーの知財カーブアウト（英国ファンドへの売
却）などをアレンジ。
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毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

マレーシアは、アセアン諸国でシンガポールに次ぐ豊かな国と
いえよう（※人口一人当りGDPベース：10,000米ドル超）。他方、
人口動態を見ると生産ボーナス期は既に踊り場にあり、成熟期に
近い。

自動車の国内販売台数でもこの状況が概観でき、タイやインド
ネシアとは一線を画し、マレーシアはここ5年以上、年間65万台前
後の水準を安定して継続している。因みにマレーシアは小型乗用
車・小型SUVなどが市場の中心である点が特徴。

マレーシアの自動車と言えば、「プロトン」を想起される読者も少
なくないと思われるが、国内最大シェアを有するのは、1993年設
立の小型車を生産する「プロドゥア」（約20万台）。また、近年はメ
ルセデスやフォード、ホンダの（小さいながらも）躍進など、マレー
シア購買層の豊かさ・多様性の向上が垣間見える。

国民車と区分されるプロドゥアであるが、製造部門はトヨタグ
ループのダイハツが過半数持ち分を有し、2015年～16年に掛け
てダイハツ流の生産技術導入＋トヨタとエンジンの共同開発（イン
ドネシア・マレーシアにてそれぞれ生産）に着手するなど、徐々に
日系カラー（＝効率＋技術水準の昇華）を出しつつある。

以上、今回はASEAN域内で一足先に成熟市場化の進むマレー
シアを俯瞰したが、これは10～15年先のタイやインドネシアを見
据えると、とくに自動車産業においては、①基幹部品や車体プ
ラットフォームの域内共有化や、②内外装品等の現地調達部品
の多品種化・高品質化の動きが一層進展するだろう。
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中国担当 ～ 『中国のネット商戦から見た日系企業の商機』

大和証券㈱、大和証券SMBC㈱香港現地法人

（現、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッ
ド）、㈱大和総研、三菱UFJ証券㈱（現、三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券㈱）を経て、フロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。Frontier Management 
(Shanghai) Inc.（100％子会社）の副総経理に就
任。

欧米亜株式のトレーディング業務および個人投
資家、事業法人向けの外国株式のセールス推
進・サポート業務、アジア株式のセールス推進業
務を担当。

日系企業の中国進出戦略策定、業務提携、合弁
事業の立上げ、進出に伴う立地選別、部品調達
先の紹介、人材確保の支援等多岐にわたる業務
を担当。

外国株式及び外国投資信託のセールス推進・サ
ポート業務、外国株式の基礎教育を担当。

15

榮 智亮

Rong Zhiliang

ディレクター

中国で11月11日の独身の日は、数字の「11」が2つ並ぶことに
かけて「双十一（二つの十一）」ことに由来する。この日に未婚の
男女が自分のための買い物を楽しむイベントは数年前から始まり、
ネット通販各社はこの日に特価商品を売り出す。本来、「双十一」
を冠する販促イベントは中国アリババを始め商標登録している。

同社は当日の取引額が前年比60%増の約1.8兆円になったと
発表。2700万人超がこの日外国製品を購入した。日本大手消費
財メーカーも参加し、中国の市販価格の半値で提供するものも
あった。「双十一」は売上高が米国の大型セール日とされるブラッ
クフライデーやサイバーマンデーを超える世界的なショッピングイ
ベントとなった。

米国企業もこの日にキャンペーンを展開。米国内で便乗を狙う
動きも出ている。ウォルマートも追随して「11/11 Online 
Specials-1,111Great items at amazing prices」を打ち出した。
日本でも今年から11日を「いい買い物の日」と呼び、買い物を促
す動きが始まった。ヤフージャパンなど5社がヤフーECサイトや
実店舗で1,111円の均一セールを実施した。

アリババ傘下最大のECモールのタオバオで取り引きされる商
品の60%～70%が偽物との報道もある。信用力の高い日本企業
からの出店は益々注目されるに違いない。今年の「双十一」イベ
ントの結果は、中国「ネットショップ」進出、販路開拓を考える日本
企業にとって、今後の大きな参考材料と判断材料になろう。
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ディスクレーマー
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