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今月のトピックス ～ 『デフレ終焉が消費に与える
微妙な変化』
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流通業界 ～ 『デフレ終焉が消費に与える微妙な変化』（1/2）

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。
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松岡真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

次ページの図は品目別の家計消費動向である。具体的には、２
人以上世帯を対象とし、1991年を100として各品目にいくら金額
を使ったかということを指数化したものである。

バブル崩壊以降、消費金額が増加したのは、少子高齢化の影
響を受けた保険医療費と、携帯電話やスマホなど新機器の普及
を背景とした通信費である。一方、減少したのは、食品や衣料品
など生活必需品である。特に、衣料品は1991年を100とすると50
を切る水準まで低下した。

バブル崩壊以降、雇用者所得はそれ程上昇していない。むしろ
90年代後半からは減少トレンドである。携帯電話やスマホなど新
商品への消費を拡大できたのは、生活必需品のデフレが継続的
かつ深刻だったために、財布に余裕が生まれ、それが新商品へ
の支出や保険医療費の増加を支えていたと解釈できる。

しかし、このチャートでも確認できる通り、衣料品や食品の支出
下落は止まってきている。これは円安による原材料価格の上昇
や2014年の消費税率引き上げに伴う物価上昇によると考えられ
る。2016年も物価が大きな下落トレンドとなる可能性は低く、
2017年の消費税率再引き上げをにらんで、生活必需品の価格は
緩やかな上昇トレンドとなろう。

だとすると、90年代から一貫して続いていた「生活必需品への
支出減少が、新商品や保険医療への支出増加を支えてきた」と
いう構造が崩壊することとなる。今後は、真水としての雇用者所
得の増加がなければ、消費の力強さは見られないであろう。

『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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流通業界 ～ 『デフレ終焉が消費に与える微妙な変化』 （2/2）
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情報は総務省『家計調査統計』より入手
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産業調査コラム

6

第Ⅱ章



© 2016 Frontier Management Inc. 

情報通信業界 ～ 『「火花」では焼け石に水？』

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。
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合田泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

昨年を通じて厳しい状況にあることが一段と鮮明になったのが、
出版業界を取り巻く環境である。5月に発表された小学館の15年
2月期決算は10期連続の減収、8月発表の集英社15年5月期決
算も4期連続減収となり、また6月には出版取次第4位栗田出版
販売が民事再生法の適用申請を行っている。更に11月末に発表
となった出版取次最大手の日販の15年度上期単体決算は、つい
に営業赤字すれすれまで利益水準が低下した。昨年は又吉直樹
の「火花」が文芸書としては稀に見る239万部の大ベストセラーと
なったが、これも焼け石に水の感があった。

日販の取扱いデータからは雑誌の落ち込みが激しいことがわか
り、雑誌依存が強い出版社の破たんも相次いでいるが、その一
方で書籍には手の打ちようがある。日販調べの2015年ベストセ
ラーの上位は、文藝春秋刊の「火花」は別格として、大和書房、幻
冬舎やアスコム等の必ずしも大手出版社でない版元のタイトルが
上位を占めている。つまりマクロ的には厳しい業界環境にあるが、
これらの出版社は小さくとも企画力とプロモーション力で差別要因
を先鋭化し生き残っているのである。こうした多様な差別化の結
果としてどういうベストセラーが生まれるだろうか。今年も楽しみで
ある。
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テクノロジー関連業界 ～ 『2016年のコンセンサス』

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。
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栗山史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

毎年初に日経新聞は、日本を代表する企業経営者へのアン
ケート調査を行い、景気動向や日経平均の動向、有望企業選考
結果などを発表する。金融界と異なり経済の最前線にいる経営
者の思考が反映され、経営マインドを知る上で重要な指標である。

2016年GDP成長率の平均値は、日本1.5%、米国2.6%、中国
6.5%、年末円ドルレートは123.6円。2015年比で緩やかな円安、
主要国の安定的成長がコンセンサス。日経平均は、17000円
~23500円で推移し、全体としては緩やかな上昇が想定されてい
る。有望銘柄は、昨年に続きトヨタ自動車1位、信越化学2位。昨
年のランク外や下位から、伊藤忠商事・花王・NTTデータ・三菱
UFJ・三菱電機・村田製作所が順位を上げ、トップ10に入った。円
安・米国景気拡大・インバウンド需要などが業績拡大を支え、株
価の上昇に寄与するものと期待されている。

一方、米国の経済誌「バロンズ」は年末に翌年の選好10銘柄を
発表（昨年12/8）。2015年の反省（グロース株＜バリュー株予想
が結果は逆）を踏まえ、2016年の銘柄選好は混合型のイメージ。
AppleやGM、DELTA航空などオールドネームも選ぶ一方、ユ
ニークなメディア・バイオ・金融・小売りなど多種多様に及ぶ。選好
理由にマクロ論は無く、個別要因が主で興味深い。

経済情勢や市場変動は、コンセンサス通りとならないケースが
多い。年末年始はハプニングもなく平穏であったが、2016年後半
は様々な懸案が浮上し、不安定な経済情勢となるリスクも高い。
アンテナを全面に張り、重要なサインを見逃さない注意が必須だ。
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消費財業界 ～ 『デジタル×海外で成長ビジョンを描く』

1996年に日商岩井㈱（現、双日㈱）に入社し全社
再生プロジェクト等を経験後、ローランド・ベル
ガー、ブーズ・アレン・ハミルトン等のグローバル
コンサルティングファームで多様なプロジェクトに
従事。2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社し、2016年にコンサルティング第3部長に就任。

消費財・小売・サービス業界を中心に全社成長戦
略、海外戦略、ブランド戦略、現場改革、事業再
生等に取り組む。特に消費財メーカーの商品開
発に深く関与し戦略策定から関連組織・業務プロ
セスの改革、人材育成までを一貫して支援するプ
ロジェクトを多数経験。

「時間消費で勝つ！」（日本経済新聞出版社、
2015年）、「時間資本主義における『コト』の変化」
（日経ビジネスオンライン、 2014年）、「データで
みる流通」（チェーンストアエイジ 、2014年）、「商
品開発力の磨き方」（同、 2014年）等、消費財・
流通業界に関する著作・寄稿多数。
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松本渉

Wataru Matsumoto

コンサルティング第3部長

最近消費財メーカー各社からよくご相談いただくテーマは「長期
の成長ビジョン」 「海外戦略」「デジタル戦略」の3つだ。各々個別
に打診いただくことも多いが、3つは相互に密接な関係にある。

「長期の成長ビジョン」を描こうとするとまず直面するのが国内
消費支出の長期的低迷だ。よほど思い切った戦略転換をしなけ
れば10年後の国内市場で大きな成長を展望することは難しい。

そこで「海外戦略」の重要性が際立ってくる。しかし日系メーカー
は外資系メーカーに比し海外展開が大きく遅れている。既に「国
×分野」ごとに数社の先行企業が流通チャネルを掌握しており、
それを奪うM&A機会を待つ以外に糸口が見えないケースも多い。

「デジタル戦略」はこのような後発企業が海外市場を切り拓く一
つの突破口となる可能性がある。EC化が難しいと言われた食品
分野でさえ英Ocadoが黒字化を実現するなど、オンライン消費は
各国・各分野で拡大しており、一定点を超えると急速に普及する
傾向がある。

デジタル市場はブランドの形成プロセスもサプライチェーンの構
築方法もリアル市場と異なる。ユニリーバや花王が中国アリババ
と組んだように有望なEC企業との連携も視野に入れねばなるま
い。「誰と組み何をやるか」でメーカーの勢力図を大きく塗り替え
るチャンスが横たわっている。

新年にあたり、「デジタル×海外」を切り口にした10年後の成長ビ
ジョンを構想することをお勧めしたい。
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素材業界 ～ 『ダウ・ケミカルとデュポン統合の本質』

㈱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

昨年12月にダウ・ケミカルとデュポンの合併が発表された。ダ
ウ・ケミカルは汎用化学主体であり、デュポンは特殊化学品を軸
としている。発表によると、2016年下期に両社が合併を完了する。
統合会社は、合併完了の18-24か月後に農業関連、素材化学(汎
用化学)、特殊化学品の3社に分割し、それぞれ上場する計画で
ある。すなわち単純な合併ではない。

本質的な目的は、統合後、3社に分離することで素材化学を、他
の2事業から切り離すことにあると言えよう。2000年代に入り、中
東や中国の設備増強で、汎用化学品事業はそれ以前と比べ利益
率が低下した。欧米化学企業は、低コスト原料にアクセスするた
め中東で合弁会社を展開し、需要が急拡大した中国においても
合弁を含む事業展開を推進してきた。ただし、汎用化学は需給緩
和により農業関連や特殊化学品に比べ相対的に利益率は低く、
今後も利益率を高めることが難しい状況と言える。

欧州では昨年、バイエルから汎用化学事業を手掛けるマテリア
ルサイエンスが分離独立し、コベストロとして上場した。これらの
動きは、欧米においても相対的に利益率が低い事業を自社内で
ソフトランディングさせることの難しさを物語っている。実質的な存
続会社は、外科的な手術で相対的に利益率が低い事業を切り取
り、より高い利益率の事業に集中する。残された汎用化学事業を
中心とする会社がどのように株主と折り合いをつけるのか難しい
問題が残っている。
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ヘルスケア業界 ～ 『地域包括ケアシステム』

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

地域包括ケアシステムとは、厚労省が2025年を目処に構築を
推進する、「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のも
とで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう」な地域の包括的な支援・サービ
ス提供体制である。

具体的にどのような支援・サービス提供体制かは定義されてお
らず、厚労省は「地域包括ケアシステムは市町村や都道府県が
地域の自主性や主体性に基づき地域の特性に応じて作り上げて
いくことが必要」としているが、自治体や住民が作り上げるといっ
ても、医療・介護連携、医療・介護の人材育成・確保の面で、既得
権益や医療・介護制度・報酬の先行きが見えない中、誰が音頭を
とるか、誰と誰がどう手を携えて推進するか、「地域の特性に応じ
た」システムをどう具体化するか、難題は多い。

やはり自治体および民間による成功事例の情報収集・共有と展
開が王道で、厚労省のウェブサイトには世田谷区、長岡市などい
くつか先進事例として紹介されており、これを参考に他の市町村
も取り組めということだ。この問題の特性上、「変化は辺境で起き
る」の黄金律のとおり、各自治体および民間事業者、住民が連携
してsmall successを作っていくべきである。民間企業としてはもと
もと在宅酸素療法の事業モデルで成功している帝人ファーマが今
般IT（バイタルリンク）を活用したサービス展開を開始するとアナ
ウンスされたが、これに追いつけ追い越せで（弊社のクライアント
にも検討中の企業がある）ぜひ腰を据えて取り組んでもらいたい
と切に願うし、ご支援していきたい。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『天邪鬼思考』

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。
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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）

アメリカ同時多発テロの時、筆者は翌週の海外出張がキャンセ
ルとなった。テロに遭う可能性があると会社が気遣ってくれたから
であり、筆者は会社の心遣いに感謝した。しかしながら、実際に
は、テロの翌週の飛行機ほど安全なものはない。現在では、パリ
が世界で最も安全な都市であろう。

この時と同様に、会計問題、エアバック問題、原発問題・・・など
を見ていて、痛感するのは、世論は一方的に傾くことである。

死傷者が、本当にエアバッグの品質問題によるものなのかどう
か私は知らない。ただ、いえることは、エアバッグによって命を救
われた人が過去どれだけいるだろうか、ということである。

同様に、スイッチ押すだけで電力が供給されたり、蛇口をひねる
だけで水が供給されたり、栓をひねるだけでガスが供給されるこ
と。私達はこれらを至極当然のことと思っているが、素晴らしいイ
ンフラである。そして、水やガスや電力のおかげでどれだけの人
命が救われたことであろうか。このような優れたサービスが提供さ
れていることを当然と思うよりも、感謝することも必要である。

もちろん、会計であろうが製品であろうが、不正があればその責
任を明確にし、同じことが二度と起きないようにしなくてはならない
ことは言うまでもない。しかしながら、我々がすべきことは、糾弾で
はなく、正確な事実認定と過ちから学ぶことである。
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自動車関連業界 ～ 『自動運転や環境規制をにらみ加速する海外メガ自動車部品大手メーカーのM&A
～日本の部品メーカーの出方は？』

㈱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

海外メガサプライヤーの動きが活発化している。98年のブレー
キ事業買収を手始めに積極的なM&Aを続け、実際にシナジー効
果を出して自動（安全）運転支援や環境対応技術の面でプレゼン
スを拡大している独・コンチネンタルに刺激を受ける形である。

それらは2015年5月の足回り・駆動系部品のZFによるTRW（エ
アバックや衝突安全ブレーキ技術を有する）の買収や、9月の
Autoliv（TRWとほぼ同様に技術を有する）によるホンダ系ブレー
キメーカー日信工業の4輪車用ブレーキ制御事業への51％出資
という形である。

上記両案件とも自動運転技術をにらんだ買収・提携であるが、
日本の部品メーカーの動きは鈍い。自動運転/電動化/環境対応
技術への対応として電子化・システム化は不可欠であるが、現状
の製品戦略は概ね既存技術の延長線上で個々のコンポーネント
の機能・品質向上的な動きに限定されるケースが多い。

この点で12月に発表されたミネベア（機械部品・ネットワーク技
術）とミツミ電機（電子部品・レーダー等のセンサー）の経営統合
は、システム化・電動化の面からシナジーを生み出せれば車載領
域で新たなインパクトを生み出し、日系部品メーカーの現状の
M&Aへのスタンスを変える可能性がある。
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『PaperLab』

㈱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。
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石橋克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

先月、国内最大の環境展示会「エコプロダクツ2015」が開催さ
れた。今回のエコプロダクツで注目を集めていた製品として、セイ
コーエプソンのオフィス製紙機「PaperLab」が挙げられる。

PaperLabは紙のリサイクルプロセスを大きく変革する機器であ
り、オフィスで使用済みの紙が回収され、古紙流通業者を経て、
製紙メーカーの工場で印刷用紙として再生される一連のリサイク
ルプロセスに代わり、オフィスに設置された小型の機器で古紙を
印刷用紙に生まれ変わらせるというものである。環境負荷の面で
も、大量の水を必要とする現在の製紙プロセスに対し、PaperLab
では水を殆ど使わずに紙を作ることが可能という。

PaperLabで生産される紙が中下級グレードの印刷用紙（更紙
など）を代替する可能性はあろう。例えば自治体のような機関が
こういったオフィス内リサイクルを採り入れる可能性があり（セイ
コーエプソンの地元であるが、長野県諏訪市では同装置の導入
を検討しているもようである）、そうなれば市場で販売される紙の
需要にはマイナスとなろう。

2015年後半には、王子ホールディングスと中越パルプ工業の
連携強化、日本製紙と特種東海製紙の産業用紙分野での資本・
業務提携など、製紙業界でも大手を中心に再編の動きが出始め
ている。2016年には中小規模のメーカーも含めた本格的な業界
再編の機運の高まりを期待したい。
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ASEAN担当 ～ 『AEC発足』

㈱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

2015年12月31日、ASEAN経済共同体（AEC）が加盟国10か
国により発足した。「ヒト・モノ・カネの単一市場化」とのゴールに向
けた一つの節目として意義深い。他方、6億人超の域内人口を抱
え、総GDPはインドを超える経済規模なるも、参加各国間の経済
格差は52倍（1人当りGDP最大シンガポール：US$56,319に対し
最小カンボジア：US$1,080）と大きな開きがある中、同床異夢の
中での船出と理解する。また、ここに地政学的リスク（米国・中国
の介在度合いの強まり等）、各国固有の経済問題（資源価格下
落・通貨安等）・政治問題（軍事政権・大統領選挙・贈収賄疑惑・
国家象徴的人物の死去や健康問題等）も内在する中、共同体の
域内経済とは「混沌とし絶えず環境変化する中で貧国を底上げす
る形で全体としての市場規模が拡大」と予想する。

この流れの中でどのように「市場規模拡大」の波に日本（日系企
業）として上手に乗り続けるかとの視点で、弊社も注意深くウォッ
チしている。域内における日系企業の大きな潮流としては、早い
時期から進出する自動車・二輪産業を基点とした素材を含む周
辺産業や公共インフラ・住宅関連産業、電子部品産業の成長は
継続すると思われる中、一層期待したいのは、物流（とくにコール
ドチェーン）を巻き込んだ小売（とくにTraditional Tradeシステムの
変革）とそれに伴う食品・日用品産業の拡大である。また農業・医
療分野なども有力と考える。他方、単一市場とはいえ歴史・文化・
宗教が異なる各国におけるマーケティング・R&D機能は極めて重
要と言え（とくに価格と品質のバランス）、当該分野への投資（知
見蓄積・現地パートナーを含め）は不可欠であろう。
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中国担当 ～ 『大気汚染深刻化による危機を商機拡大へ』

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。
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榮智亮

Rong Zhiliang

ディレクター

今年12月、中国は再び深刻な大気汚染に見舞われ、北京市政
府は重度の大気汚染が３日以上続くとして、最高レベルの「赤色
警報」を初めて発令した。汚染は年々深刻化しており、当地でも
強い関心を呼んでいる。

環境保護部が年初に発表した改善すべき民生問題への取り組
みの状況報告によると、大気汚染防止重点9都市への汚染源分
析調査によって、主要汚染源の、北京、杭州、広州、深センなどで
は自動車、石家荘、南京では石炭燃焼、天津では砂塵、上海で
は流動汚染源、寧波では工業生産であることが分かった。

日本でも70年代までは大気汚染は深刻だった。中国の環境保
護への取り組みは、すでに経験済みの日系企業にも恩恵をもた
らすだろう。政府の推計によると、環境対応車の製造、工場等に
おける排気処理設備、発電の脱硫装置等、大気汚染防止の関連
機器の市場は、2030年までに5兆円規模に成長する見通しだ。小
売業では、家庭用の空気清浄機、高性能マスク、鼻洗浄器、喘息
薬、のど飴等々が関連製品となる。また、きれいな空気を求めて、
より多くの中国人旅行客が日本を訪れることも考えられ、インバ
ウンドビジネスにも更なるチャンスがある。広義の環境関連市場
において、日本企業はその技術力を糧に、中国でのプレゼンスを
発揮する良い機会が到来するだろう。
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ディスクレーマー
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