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今月のトピックス
～ 『ＡＶ機器メーカーをめぐる様々な議論』
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電子デバイス・材料業界 ～ 『ＡＶ機器メーカーをめぐる様々な議論』

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。

4

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）

次ページの台湾企業のデータにあるように、液晶産業が急速に
悪化している。当時に、日台企業に関する議論が喧しい。

経済紙では論説委員が以下の主張をしていた。「社長は、沖縄
の離島に視察に行き、現地に一人で駐在する社員がいかに感謝
されているかを語ってくれたが、ずれていないか。その時間がある
なら、不振事業の売却先を探して世界中の買収ファンドや投資銀
行を訪ね歩くべき」。前半はまさしくその通りであるが、後半は明
らかにずれている。社長の仕事は事業の売却ではないことは
明々白々、そうではなく企業の将来像を示すことである。

また、別の論者は、「民間ができるのであれば政府が関与する
必要はない。ノーベル賞をとれる技術であっても稼げない技術は
意味がない」。後半はずれている。どの技術が「儲かる」なんて誰
にも予想できない。過去の成功事例をみても、「儲からない」と思
われた技術が大化けした事例に事欠かない。筆者としても反省す
べきことが多い。そして、はるかに重要なこととして、「儲からなく
ても」ノーベル賞をとれる技術を評価できない企業・社会は悲しい
（優秀な企業には、「儲からない」技術を維持できるだけの収益＝
「アソビ」がある。最高の事例は浜松ホトニクスである）。

また、別の論者はエコポイントなどの政策の失敗について触れ
ていた。より本質的には、製造業への支援策が「環境」に名を借り
た需要の「先食い」に過ぎず、構造的な競争力改善のための施策
ではなかったことである。

筆者は、今春発売の拙著においてこの問題についても触れる予
定である。
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台湾セクター別月次売上高
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情報は各社公表資料より入手
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『農林水産省が見直し始めた中間流通機能』

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

戦後に政府・民間ともに繰り返し叫んできたのは日本における
流通の簡素化であり、中間流通機能を担う卸売業や問屋は失く
すべき対象とされてきた。しかし、最近、農林水産省の官僚と議
論する機会があったが、彼らの考え方は変わりつつあり、中間流
通機能を見直し始めている。筆者自身、中間流通の重要性は大
変高いと判断しており、彼らの考え方に強く賛同する。

同省が作成した『食品流通の現状（2016年2月）』を見ると興味
深いデータが多い。一般的に、農産物生産者と小売業がダイレク
トにつながっている米国と比較して、日本の流通経路の後進性を
指摘する論文が多いが、韓国・蘭・仏など日本同様に卸売市場が
中間流通の多くの役割を担う先進国は少なくない。同資料では、
日米の農産物小売価格に占める流通経費（小売業や卸売業の
費用や収益）と生産者の受取金額も記載されているが、多くの農
産品において米国の流通経費の方が高水準である。流通経路の
簡素化と、生産者や消費者の経済合理性には何ら正の相関性は
見られないようである。

これは農産物に限ったことではない。本資料によれば、日米の
売上に占める物流コストを比較すると、全業種で見ても一貫して
米国の方が高水準である。米国の流通を「模範」と捉え、総合
スーパーをはじめ我が国の流通各社の経営が行われてきたが、
そのマインドコントロールから抜け出さなくては、ビジネスモデル
の再構築は不可能であろう。

『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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情報通信業界 ～ 『トヨタ通信業界参入から30年後の変節』

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

2月22日、デンソーとドコモが携帯電話通信網を利用した運転
支援システムの研究開発で協力すると発表した。この発表は日
本の通信業界にとっては一つの歴史的な転換点として感慨深い
ものがある。

トヨタが日本高速通信を設立し、国内長距離電話事業に参入し
たのは1985年。通信業界への参入の理由としては、情報通信技
術の自動車への適用で自社競争力強化を狙うとされていたが、
実態は高速道路沿いの光ファイバー活用を推進したい建設省か
らディープポケットのトヨタへの働きかけが強くあったことも要因で
あると言われている。その後トヨタは国際デジタル通信を設立し国
際通信分野に、日本移動通信を設立し移動体通信にそれぞれ参
入した。

これら3社は結果的に現在のKDDIへとつながるのだが、トヨタ
がこれらの投資やその後のKDDIとの関係から、2000年代以降
のITSの取り組みも通じても、本業の自動車分野の競争力強化に
意味のあるリターンを得たとは言い難い。

しかし、トヨタグループの筆頭家臣ともいえるデンソーが、ついに
こうしたトヨタの過去の投資や資本関係のしがらみとは一線を画
して、無線伝送技術では世界でも屈指の技術力を持つドコモとの
提携に走った。これは、「いつか何らかの形でクルマと通信はクロ
スオーバーするだろう」という時代が終わり、いよいよ通信と自動
車の融合が抜き差しならない競争ファクターになってきたことの何
よりの証左であろう。
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テクノロジー関連業界 ～ 『17/3期決算へ向けた動き』

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。

9

栗山史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

FMI入社以降、企業サイドの事情や時間的余裕を考慮しつつ、
久方ぶりに強い関心を持って、大手電機メーカーの15/10-12月期
決算説明会に参加。多くの興味深い点があった。

多くの企業で下方修正が発生した要因は、①世界的なIT関連
機器の生産調整、②新興国通貨変動・資源価格下落による間接
的影響、③買収による営業権など無形固定資産・過去の設備投
資による有形固定資産の減損、④内需の停滞、に4分類できる。
特に優良企業の下方修正は、個人的に②の要因が大きく、さらな
る事業環境悪化懸念が強い来年度以降へ向けた戦略的動きと
の印象がある。

既に好況感は昨年秋でほぼ一巡し、15/10-12期からは実質的
な減益局面との印象が強い。そうした中、来年度以降を睨み在庫
削減・引当金計上による下方修正は前向きと評価できる。そうし
た企業は、設備投資抑制など動きも早い。一方、様々な制約があ
るとはいえ、「業績予想死守」組の今来年度業績は、4月に入って
からの新たなサプライズになる懸念があり要注意な印象だ。

また企業のサステイナビリティ確保と、該当事業のポテンシャル
顕在化へ向けた事業売却も前進中の印象。労働人口減で人材の
受給が逼迫する中、成長や収益確保へ向けた事業ポートフォリオ
の積極的な見直しは必須だ。こうした動きの加速により、日本企
業が全てのステークホルダーに対し、適正なリターンを継続的に
提供できる企業体へ変身していくことを期待したい。
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消費財業界 ～ 『プロセスに着目して強みを再定義する』
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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。

松本渉

Wataru Matsumoto

コンサルティング第3部長

最近「10年後の成長ビジョン」の検討をご一緒させていただく消
費財メーカーが多いが、その際必ず論点になるのが「強みの再定
義」だ。現在の自社の強みは何か、10年後に尖らせるべき競争
力の源泉は何か、将来の事業環境に対し自らの強みをどう適合・
進化させていくべきか。

消費財メーカーの強みというと「レモンで圧倒的シェア」「粉末化
技術でトップ」など、特定の素材や技術に注目しがちだが、そのよ
うな静的な経営資源だけでなく、動的な事業プロセスに注目する
ことが重要だ。

食品A社はある粉末製造技術がかつて強みの源泉になってい
たが、今日ではそれ自体は簡単に模倣しうるものになった。しかし
その粉末をスピーディに多様な商品に展開するプロセスは他社
が短期的に追随できない能力だと判明し、当該プロセスを他の商
品分野に生かした成長ビジョンを検討している。

プロセスは長年に渡って組織の中で進化を遂げたものであり、
かつ暗黙知的な要素も大きいため他社が模倣しづらい。またプロ
セスの強みは特定の素材や技術に依存することなく多様な事業
領域へ展開が可能であるため、長期成長ビジョンに繋がりやすい。

日本の消費財メーカーは特定の分野に特化した小規模な企業
が多いが、今後分野を超えた競争が激化するだろう。そのような
将来を念頭に、事業プロセスに着目した強みの再定義を行い幅
広い視野で成長ビジョンを描くことを提案したい。
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素材業界 ～ 『困難が伴う汎用素材の過剰設備解消』

㈱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

2月27日に閉幕したG20の声明では、構造改革の早急な進展が
必要との認識が示された。これは実質的に中国に対して過剰設
備、過剰融資の解消を求めたものと言えよう。

中国では、造船、鉄鋼、セメントなど幅広い分野で過剰生産がな
され、大量輸出を通じ世界の市場へネガティブな影響を及ぼして
いる。製造業は設備投資型の産業であり、単位当たり固定費低
減のためには稼働率の引き上げが望まれる。このため大型設備
が完成すると、製品の需給が緩和し、メーカーの採算性は低下し
やすい。一端大きな需給ギャップが発生すると、その解決には、
時間をかけて需要増加を待つか、供給力の引き下げ、すなわち
恒久的な生産停止や設備廃棄を行うしか方法がない。

素材産業、とりわけ汎用素材は、需給ギャップの解消が難しい。
汎用素材は過去の設備と新しい設備で生産された製品の格差が
少ないためである。一方、エレクトロニクス製品に代表される技術
革新、あるいは製品の世代交代が比較的頻繁にある製造業では、
旧設備が陳腐化するため、需給ギャップは時間が解決してくれる
可能性がある。

過剰設備の問題が複雑なのは、設備投資した企業が立ち行か
なくなっても解決しないことである。破綻した企業の設備は低価格
で新規事業者に譲渡されるため競争力は高まる。汎用素材の設
備増強は、世界的に見て生産コストに自信があるなどの見込み
がないと決断すべきではない。需要増加依存型で設備増強した
中国の対応に注目が集まろう。
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ヘルスケア業界 ～ 『「医薬品産業強化総合戦略」は戦略か』

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

つい先ごろ（8月24日）、「第４回 革新的医薬品・医療機器創出
のための官民対話」において、未定稿ながら「医薬品産業強化総
合戦略」が提示された。

2002年8月に厚労省から「医薬品産業ビジョン」が初めて戦略と
銘打って示されて以来13年の間、率直に申し上げて、残念ながら
実効性を有する戦略とはなっていない。

戦略と銘打つか否かは副次的であるのだが、戦略を手段として
実現すべき医薬品産業象が不明である。後発品80%時代とある
が、それはKPIであって、戦略がアドレスすべき世界観の記述で
はない。もう一点の致命的な問題は、本邦医薬品産業の競争力
の定義が不明なことである。勝れて産業集積的な本質を有する
医薬品における創薬力はそもそも狭義の医薬品プレイヤーのみ
を範疇に入れて議論すべき性質のものではない。

これを「戦略」とするには、正しい論点が先ず設定されねばなら
ない。後発品の市場浸透自体は正しい方向性であるが、薬価お
よび調剤手数料を含めた最終的な価格設定は現状の水準でよい
のか、低薬価でメーカーが利益を創出できない理由は何か、医薬
品生産の非効率性が解消されない真因はどこにあるのか、流通
を含め雇用担う産業としてまた地域経済への貢献も含め最適な
業界構造はどうあるべきか、グローバルメガとの規模比較は簡単
だがそもそも規模の経済だけで語るべきか、等々の論点と正面か
ら向き合うこと無くして戦略策定はおぼつかない。規制産業であ
るが故、正しく実効性の高い指針の提示に切に期待したい。
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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

アベノミクスによる円安転換もあり順調に拡大してきた大手完成
車メーカー6社（トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、富士重工、三菱）の
業績トレンドにブレーキがかかっている。

営業利益ベースでみると15年度に入り1Qは前年同期比+18％、
2Qも同+26％と順調に利益が拡大してきたが、3Qに入ると一転
して同▲2％減とわずかながらではあるが減益に転じた。

要因は(1)対ドルでの円安効果の希薄化、(2)新興国・資源国通
貨の対ドルでの下落、(3)北米以外の特に新興国市場の低迷、等
である。

このなかで以外に大きな影響を与えたのは(2)で、2010年以後
の超円高時代に円建てコスト是正のため現地生産比率を高めた
ものの新興国・資源国向けは北米等からのドル立て輸出が拡大
し、結果として裏目に出て業績にとってボディーブローになった形
である。

現状為替水準を前提に4Q以降をサーベイしてみると、16年度
の見通しは明るくない。上記3点に加え、各社とも超円高時期に
抑制していた開発費・投資が膨らむ局面で固定費がかさむためで
ある。16年度は13年度以後拡大していた収益基調が踊り場にな
る可能性が高いとみられる。

自動車業界 ～ 『完成車メーカーの第3四半期決算は転換点？
～ 来期の収益伸び悩みを示唆？』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『地産地消』

㈱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

この1月において、紙・板紙の国内出荷量は前年同月比3.6%減
少、セメントの国内販売量は同12.9%減少、ガラスについても安全
ガラスの出荷量が同2.0%減、複層ガラスが同0.4%減となるなど、
素材の需要が落ち込んでいる。消費の弱さのほか、住宅市場の
悪化も影響したものと考えられる。

市場環境が厳しくなる中、それでも製紙メーカーやセメントメー
カーは利益を確保できている。理由の一つとして原燃料の調達面
でローカル色が比較的強いことが挙げられる。具体的に言えば、
製紙産業では地元で発生した古紙を、セメント産業では自社工場
に隣接した鉱山からの石灰石のほか廃棄物（スラグ、建設発生土、
木くずなど）を原燃料として投入することでコストを抑える収益モ
デルが確立されている。

一方、板ガラスメーカーでは本業であるガラス事業の収益性は
低い。板ガラス産業でもリサイクル原料としてガラス屑を活用して
いるが、海外から調達するエネルギーのウェイトが高く、ローカル
色はさほど強くないと考えられる。

日本の板ガラスメーカーは3社に集約されている。世界的にみて
も板ガラス産業は寡占が進んだ市場であるが故に、再編が起こり
にくい面も、収益性改善の足かせになる可能性がある。
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ASEAN担当 ～ 『アセアンにおけるメガトレンド』

㈱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

近時、弊社内の勉強会で「メガトレンド」からの思考アプローチが
取り上げられた。言うまでもなく人口動態、文化・宗教、経済力・技
術革新などの要素の客観的事実やデータから想定されるマクロ
的動態予測（トレンド ）とは、クライアントの事業戦略・仮説策定の
大きな土台の要素の一つである。

アジアにおけるメガトレンドに目を向けると、ある試算で、2025
年時点の都市毎の一人当りGDP予想で、東京（49千米㌦）・大阪
（41千米㌦）の二大都市を、現時点でも抜いているシンガポール
（94千米㌦）との格差が2倍以上に広がるだけでなく、バンコク（51
千米㌦）・クアラルンプール（42千米㌦）・台北（76千米㌦）までも
が日本を超えることになるとのことである。因みに同予測における
他のアセアン主要都市では、ジャカルタ（21千米㌦：2010年時点
11千米㌦）、ホーチミン（16千米㌦：同8千米㌦）、マニラ（15千米
㌦：同9千米㌦）である。

無論、上記予測とは、多くの変数（＝様々な不確定要素）が複合
的に重なった一つの試算結果である。またこれら変数に加え、政
治的不安（王政における承継含む）や前提となる従前GDP成長エ
ンジンの変化（中国経済や資源価格変化等）、宗教的対立などの
下方作用の要素をどのように織り込むかが実践的な戦略構築に
は必要であり、上記試算結果のみを以って意思決定を促すもの
ではない。

一方で関心深いのは、本試算が2025年という「今からたったの
10年後」との点である。クライアントの10年後を、当方自身も相当
意識したアプローチが肝要であることを改めて感じた。
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中国担当 ～ 『中国経済の実態把握のスケジュール感』

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

中国経済の実態を把握することは以前から難しかったが、春節（旧
正月）前後にはブラックホール化する。春節前後の１～2週間は、基本
的に生産がストップする。春節期間は旧暦に従って、毎年新暦の１月
から２月の間で移動する。そのため、この期間の経済指標を前年と比
較するのは難しい。

中国政府は多くの１月分経済指標の発表を取りやめ、代わりに鉱工
業生産や固定資産投資などについて、１月分と２月分を合わせた統計
を発表している。問題は、これらの数字が３月まで発表されないこと。
それまでは、固唾をのんで待つか、発表は早くても不完全で断片的な
統計に頼るしかない。

例をあげると、1月１日に発表されたPMIは５０を下回っており、生産
活動の緩慢な回復でさえ依然として望みが薄いことを示唆している。ま
たネット検索大手の百度が纏めた１月の中小企業景気指数は低下し
ている。これらは不吉な兆候ではあるが、PMIも百度の指数も、中国経
済が制御不能な状態に転落しつつあることは示唆するものではない。

住宅市場では上昇基調が続いている。調査会社の中国房地産指数
系統（CREIS）によると、国内100都市の住宅価格は前年から平均４％
上昇した。だが、上昇は大都市（深セン46.8％高、上海15.5％高、北
京8.3％高を記録）に集中しており、多くの地域では下落している。今年
は不動産市場が経済成長を牽引することはなさそうである。

中国経済の実態が明らかになるのは、毎年3月の「全人代」以降であ
る。今年は3月5日にスタートし、2週間開催される。昨年成長鈍化が明
らかであった経済の問題には、これまで以上に多くの対策が講じられ
るものと予想される。
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ディスクレーマー
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