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今月のトピックス
～ 『化学業界では注意を要する原料ナフサ安』
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素材業界 ～ 『化学業界では注意を要する原料ナフサ安』（１/2）

㈱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

2016年は年明けから株式市場、商品市場が大きく変動している。昨
年12月の米国の金利引き上げは、市場に織り込まれているので影響
は限定的、とのコメントがあったが、年明けからの市場を見ていると、
織り込まれていなかった事象が生じていると考えるべきであろう。最も
懸念されるのは世界的な経済成長率の鈍化である。

化学業界では、原油市況下落の影響で、原料である国産ナフサ価格
の低下が続いている。四半期ベースで決定される国産ナフサ価格は、
2014年1-6月の平均が１kl当たり71,000円であったが、2015年10-12
月では40,900円となった。2016年1-3月には、リーマンショック後の
2009年前半と同水準の35,000円程度まで下落する可能性がある。円
安は円建て市況を支える要因であったが、ドル建ての原油・ナフサ市
況低下が大きく国産ナフサ価格下落につながっている。

2014年夏からの原油・ナフサ市況下落は、世界の経済情勢を勘案
すると、それまでの水準が高過ぎたことに対する調整と考えることがで
きる。通常、国際商品のこのような大幅な下落は、需要の低迷、すな
わち世界的な景気減速を伴う。しかしながら化学業界においては、過
去1年半の間、需要低迷が顕著となった製品は限定的であり、製品需
給が悪化した製品が少なかった。そのため化学業界では、製品価格
下落より原料安メリットが大きかった。これまでの堅調な業績は、原料
安メリットを享受できたことが大きい。

だが、この図式に変化が生じる可能性を視野に入れる必要がある。
素材業界の利益にとって、最も重要なのは原料安でなく、製品需給が
タイトかどうかである。ベストな状況は、製品需給がタイトであり、かつ
原料安が同時に起こることである。ただしこれは例外的であり、1980
年代後半と、2014年夏からの今回の局面しか生じていない。両方に共
通するのは、原油・ナフサ市況が個別要因により高水準であり、それ
が景気とは独立して調整したことにある。
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素材業界 ～ 『化学業界では注意を要する原料ナフサ安』 (2/2)
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2015年まで、世界の化学業界は原料安と安定した製品需給というベストな状態であった。ただし、年明けからの株式市場
の変動は、世界景気、すなわち素材の需要動向に注意を要する必要があることを示唆している。実際に、国産ナフサ市況
は低下基調が続いており、企業業績予想の前提を下回っているが、2016年度下期は化学業界全体として増額修正は期待
しにくい状況となりつつある。

最も懸念されるのは、世界的な需要成長率鈍化による製品需給悪化を要因とした製品価格下落である。このような状況
では、原料安は製品価格の下落を加速させる要因となり、採算は悪化する。

素材産業の中には、鉄鋼に代表されるように、中国の供給圧力により世界的に製品需給が緩和しているため、原料安メ
リットより製品市況下落が大きく、利益が減少している業界もある。2013年度から本格的に拡大してきた化学業界の利益で
あるが、2016年度に関しては増益基調が継続するか注意を要する状況となってきた。

情報は財務省『財務相貿易統計』より入手

国産ナフサ価格推移
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『人口動態を見据えた企業行動が顕著に』

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

21世紀に入った最初の十年間で、日本の百貨店は大型の業界
再編が行われた。三越と伊勢丹、大丸と松坂屋など、この時期に
は同業界では過去に類を見ない格好での企業統合が活発に行
われた。これらは、土地や建物に莫大な含み益を抱える老舗百
貨店が、一部のアクティビストファンドによって株式を保有され、彼
らからの有形無形のプレッシャーの中で行われた動きと理解して
いる。事ほど左様に、百貨店に限らず、企業経営における様々な
決断は、外部環境に大きな影響を受けるものである。

最近、数百億円の年商の地方百貨店に対して、大手百貨店の
買収の触手が鈍っていることを実感することが多い。不可避的に
進む少子高齢化や東京への一極集中という外部環境の変化に
対して、大手百貨店は地方百貨店再編という戦略を放棄している
ように見える。十年前であれば、規模拡大をある程度意識した業
界再編の選択肢だったと思われるが、東京、名古屋、大阪、博多
といった一握りの大都市のみへの経営資源の投入が今後は必然
の戦略ということであろうか。

時を同じくして、欧州系のスーパーブランドを数多く保有するコン
グロマリットも、日本における経営資源の集約を進めているという
噂話を聞いた。大都市以外の百貨店からスーパーブランドがなく
なる日が来るのも遠くないのかもしれない。百貨店各社は同業他
社との連合という過去のコンテクストでの再編をあきらめ、異業種
連合など新しい再編を模索する時期に来ている。

『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 ～ 『2位じゃダメなんです』

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

2015年4QのLINEの月間アクティブユーザー数(MAU)が1月末
に公表された。全世界合計では3Q末比260万増の2億1,500万と
1.2%増に留まった。その内訳を見ると日本、台湾、タイ、インドネ
シアの4か国のMAUが約5%の成長を示したのに対し、それ以外
の国では約6%の減少と対照的である。

シェアNo.1の日本、台湾、タイの3か国以外では、比較的強いと
見られていたスペイン語圏も含めて事実上プレゼンスの確立に失
敗したということであろう。ネットワーク外部性が強く働くSNSは
ユーザーが増加する際はある閾値を超えると急速に増える為、
シェア獲得に与えられた期間は極めて短い。極めてパーソナルな
性質を持つサービスであるだけに、SNSは地域ごとのローカライ
ズが重要と考えられるが、それに手間取っていると「窓機会」は
あっと言う間に閉じてしまう。

一方、一旦はデファクトとなったSNSであっても何らかの理由で
ユーザーが離れ始めると、急速にネットワーク外部性を失い、収
益性を確保し得るような2位のSNSは存在が難しい。かつての
mixiやMySpaceが好例である。その場合の戦略的な打ち手の一
つは、自社でドミナンスを確立する市場境界の再定義である。
Facebookとの競争で一敗地に塗れたMyspaceが音楽に特化し
たSNSとして復活したように。
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テクノロジー関連業界 ～ 『経営戦略をあわてず、じっくり考える時期』

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

上海株式市場・原油価格の急落に始まった2016年は、株安・デ
フレが全世界に波及。少なくとも1月は波乱の市場環境となった印
象だ。日本でも欧州に続き、マイナス金利の導入が決断された。
中国経済成長の鈍化に加え、米国経済のスローダウンが顕在化
すると、グローバルな供給過剰感はさらに強まり、需給ギャップの
解消には相当の時間を要する懸念がある。

2007年のiPhone投入以降、世界のTMT業界を牽引してきたス
マートフォンは、その拡大がハードとして一巡しつつある。トップ
メーカーであるSamsung/Appleも出荷台数に陰りがみられ、新興
の中国企業も伸び悩みが顕著。半導体・電子部品・液晶など多く
のデバイス供給者も、軒並み業績は下方修正が今後も続く可能
性大。流通段階にはスマホで大量の在庫が存在すると指摘され、
その解消には廃棄も必須。生産の回復には数か月を要する可能
性がある。既にスマートフォンは発売以降10年近くが経過したが、
現時点でそれに代わる成長分野は全く見えず、2016年以降も明
るいシナリオを描きづらい。

不透明さが増す経営環境の下、①本業の国際競争力強化、②
コスト削減の追及、③財務安定性の確保、④長期ゴールを見据
えた経営戦略策定と実行タイミングの検討、が経営課題との印象。
金利の低下・規制緩和などが進んでも、需要喚起や設備投資拡
大につなげるのは難しい。足元の状況に左右されず、アップトレン
ドへの転換時にいち早く、大きく成長性を確保するための戦略構
築を時間をかけ、じっくりと考えるタイミングではないかと考える。
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消費財業界 ～ 『スモールビジネスとどう付き合うか』

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

消費財メーカーが今後の成長戦略を描くに当たっては、個人店
や小規模企業等の「スモールビジネス」との協業についても深く検
討されることをお勧めしたい。

例えば外食産業では、近年個人店の躍進が著しい。日常的な
外食ニーズは依然大手チェーン中心だが、いわゆる「ハレの日」
ニーズは個人店の存在感が急速に高まっている。食べログの東
京上位100店のうち実に半数程度が個人店であり、下位になれば
なるほどチェーン店の割合が高まる。

これは、SNSや情報サイトの浸透により企業と消費者の間の情
報格差が縮小し、消費者がチェーンブランドに頼らず自らの判断
で店を選ぶようになったことが大きな要因であろう。外食だけでな
く、他のサービス産業にも遠からずこのような傾向が広がっていく
ものと思われる。

従来大手チェーンに経営資源を重点配分してきた消費財メー
カーは、今後ハレの日消費の主役となるスモールビジネスをどう
味方につけるか、知恵を絞らねばならなくなる。特に高付加価値
商品のブランド訴求においては、彼らの支持が重要だ。

スモールビジネスへの営業は効率性確保が難しい。彼らの経営
課題全体の解決を支援して財布のシェアを伸ばすなど、ビジネス
モデル自体の見直しが必要なケースもある。単なる営業改革に
留まらない全社的な検討が必要である。
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ヘルスケア業界 ～ 『戦略の収斂からの脱却』

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

先日の日本経済新聞記事に、日本の後発薬メーカーで最大手
の日医工が、2018年をめどに米国で新薬事業に参入すると掲載
された。この米国での新薬事業参入の背景として、後発薬市場は
拡大基調にあるが薬価下落で市場が縮小する恐れもあり、市場
の飽和後を見据え海外市場開拓の必要性が増大する。

日医工の米国での事業計画についてはこう記されている： 「日
医工は製造法を確立した物質の中から、これまでの新薬にない
効き目を示す物質を探し出して、新薬として売り出す。17年に1品
目を米食品医薬品局（FDA）に製造承認を申請し、18年の承認取
得を目指す」と。

後発薬専業でしかも最大手である日医工にとって、これは単な
る国内市場低迷・競合激化を受けての事業エリア拡大を超える意
味がある。ひとつは、新薬に挑戦するということ、しかもグローバ
ルメガを含む新薬メーカーと、長期かつハイリスクである「ピカ新」
開発ではなく、「ドラッグ・リポジショニング」を参入手法と位置付け
たことで、自社のアセットを活かし独自のポジションを築こうとする、
きわめて合理的な戦略判断であると評価されるべきと筆者は考え
てる。

医薬品業界はこれまで「戦略の収斂」が続いてきたが、他社は
日医工の二番煎じを狙うのではなく、事業ポートフォリオにおいて
も事業展開地域の面でも、或いはオペレーションの面でも、創造
的かつ実行可能性の高い戦略策定・実行が求められる時期に既
に来ていると思う。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『天邪鬼思考Ⅱ 「なかった」ことを評価する』

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）

前月の本欄では天邪鬼思考を紹介したが、今回ももう一つ。

一般に、社会は、○○を成し遂げたということで何か／誰かを評
価し、××をしたということで何か／誰かを非難する。例えば、新
規事業を成功した経営者を評価し、観光バス事故を起こした経営
者や同時テロを許した政治家を非難する。これはとても自然、健
全である。

しかしながら、もう一つの視点がある。バス観光事業を何十年と
提供しながら一度も事故を起こしていない企業、人知れずテロを
未然に防いだ政府、廃棄物の横流しなど一度も許していない企
業・・・などが評価されることはない。社会／我々は、なかったこと
／起きなかったことを当然のことと思い、なかったこと／起きな
かったことに感謝・評価することが苦手である。社会に欠けている
天邪鬼思考の一つである。

事例を一つ。近く15年度決算を発表するモーターメーカーの創
業者・現名誉会長の「しなかった」決断。創業者が社長を譲ってか
ら、利益の半分近くを占めていたと推定される製品の需要が技術
革新によって蒸発、減益が続いた。しかし、ある意味不可抗力で
あり誰が経営しても不可避であったと思われる。新社長はそのよ
うな事態に対応するための施策を打っており、完全復活。「社長
に復帰しなかった」判断。もししていたのなら、創業者離れを遅ら
せたことであろう。
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㈱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

VWの排ガス不正問題が明らかになった後、DE（ディーゼル・エ
ンジン）の将来に対し悲観的な見方が広がる一方で、ディーゼル
依存度の強い欧州メーカーも電動化に舵を切らざるをえず、ハイ
ブリッド、プラグイン・ハイブリッド、EV（電気自動車）等の電動車
両の開発競争が激化、これらの開発で先行する日系カーメーカー
にとって追い風になるとの見方が出ている。果たして話はそう単
純であろうか。

筆者が懸念するのは大手メガ・サプライヤーの動きが必ずしも
日系メーカーの戦略とは一致していないからである。

コンチネンタルやボッシュの電動化戦略は48Vマイルド・ハイブ
リッド・システムで、これに電動車両用の電動ターボチャージャー
で走行性能とコスト・パフォーマンスを得ることが意図されている。
結果として日系メーカーが得意の「ストロング・ハイブリッド・システ
ム」は走行性能はともかくコスト面で劣勢に立たされる可能性が
ある。日本で普及しているハイブリッド・システムをガラパゴス化さ
せないためにも、特にコスト面での割高感解消は急務となろう。

自動車業界 ～ 『VW排ガス不正問題は日系メーカーに追い風となるか
～ 電動化進むも日系メーカーのシステムはオーバースペック？』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『海外展開』

㈱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

原油価格が10年以上ぶりとなる水準に下落しており、エネル
ギー多消費産業である紙パルプ業界やガラス業界でも今後相応
のメリットが期待される。ただ、これら業界では一部の主力事業
（印刷用紙事業や板ガラス事業）では利益を生み出しにくいもの
の、家庭用紙事業（紙おむつなど）、板紙事業、液晶ガラス事業、
化成品事業などで利益を生み出せており、そもそも極端に厳しい
状況には陥っていない。

しかし現状の収益や資産効率は決して満足できる水準ではない
のも事実である。株主が最重要視するベンチマークであるROEは、
殆どの企業で1ケタ前半％にとどまっている。今後国内市場が縮
小する中で、こういった指標は更に悪化する可能性がある。

いずれ事業の選別は不可欠である。事業撤退については、例え
ば段ボール・板紙メーカーのレンゴーが昨年末に子会社の新聞
用紙事業から撤退するなど、その動きは出始めている。またコア
事業への注力では、王子HDが東南アジア・オセアニアでのパッ
ケージングや機能材事業への注力を打ち出し、実践している。国
内市場が飽和する中で、海外事業の強化は有力なオプションで
あるが、今後海外展開を検討する企業は、まずは明確なビジョ
ン・事業戦略を打ち立てたうえで、具体的な方策を検討されること
をお薦めしたい。
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ASEAN担当 ～ 『現地通貨のボラティリティ』

㈱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

最近、クライアントと今後のM&A戦略について意見交換をして
いたところ、「現地通貨のボラティリティが高く、またハードカレン
シーへのヘッジ手段や流動性が低い国に対する投資は少し控え
ることにした」との意見があった。

1997年のアジア通貨危機を思い出した。きっかけはタイバーツ
の変動相場制への突然の移行が発端。当時タイバーツはドル
ペッグ（固定相場）であり、高い現地通貨建ての借入を持つ現地
進出企業は殆どなく、概ね現地通貨より金利が低くまた為替リス
クも少ない米ドルまたは円建てのオフショアローンが中心の環境。

一方で現地会計は現地通貨建てが原則であった中に突然の
「変動相場制への移行」、通貨スワップの市場も未整備だったこと
からヘッジ出来た時には既に昨日まで「100（現地通貨ベース）」
だと思っていたローンが「200（同）」に倍増、期末評価損の計上で
多くの現地法人が「債務超過状態」となった。

ASEAN諸国においてその流動性には相当の差があり、進出検
討における重要な留意事項であることは言うまでもない。他方、
新興市場通貨のヘッジ市場の流動性も相応に機能するように
なってきており、前出のクライアントからも「NDF市場流動性が相
応にあるような対象国は積極的に検討する。例えばインドだ」との
ことであった。

当該点も踏まえた進出支援を心掛けたい。
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中国担当 ～ 『フィンテック先進国、中国に見る現状』

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

昨年から日本メディアで取り上げられることが多くなった「フィン
テック」に関する報道、本稿では、世界最先端を走る中国のフィン
テック産業についてご紹介したい。

中国のネット企業はスマホを、キャッシュレス取引や融資・投資
機能を備えたプラットフォームに変身させてきた。中国での普及は
すでに米国を大きく凌駕している。中国ではクレジットカード決済
の段階を一気に飛び越し、MMFの購入やレストランでの割り勘、
タクシー料金支払等各種サービスの決済を、全て一つのスマホア
プリで処理する人が多い。昨年、中国の全人口の1/4近くがオンラ
イン決済を利用した。今年、中国におけるモバイル決済総額は25
兆円となり、米国の20兆円を上回る見通しである。また、ネット企
業はスマホにオンライン専用の銀行口座を開くようユーザーに促
し、P2P融資では、同国における昨年の融資額が4兆円に迫って
おり、米国を43％上回るばかりか、向こう2年で金額が3倍になる
可能性すらあるという。

爆発的に成長するP2P融資業界では不正疑惑が溢れ、中国当
局はルール策定に乗り出している。決済プラットフォームの利用
範囲を定めたガイドラインを発表した他、P2P融資業界を規制す
る暫定措置も提示した。また、規制当局は実店舗やATM以外の
場所で、フルサービスのオンライン銀行口座を開設できる顔認識
システムなどの技術の認可に難色を示してきた。更に拡大する中
国のフィンテック産業とそれを追いかける政府の対応、今後その
成り行きから目が離せない。
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ディスクレーマー

17

本資料は、閲覧者の参考に資することを唯一の目的として作成、提出されたものであり、他の一切の目的のために作成されたものではありません。本資料は、
現時点で一般に入手可能な公開情報を、弊社においてその正確性および網羅性等を独自に検証することなく作成されており、具体的案件の検討の基礎とな
る各前提事実、仮定およびその他情報等に関して弊社が対外的に意見を表明するものではありません。法律、会計、税務等の専門領域に関する検討に関し
ましては、弁護士、公認会計士、税理士等の各専門家にご相談・ご確認されますようお願い致します。本資料の著作権はフロンティア・マネジメント株式会社に
帰属します。


