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今月のトピックス
～ 『跛行色強まる国内自動車市場

～登録車堅調、軽低迷で軽もグローバルな視点が必要に』
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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

16年度に入り国内自動車販売の跛行色が強まっている。16年4
月～7月累計の販売台数は登録車が前年比+3.7％の一方で、軽
自動車は▲12.0％、結果として総販売台数は同▲2.0％と軽自動
車市場の低迷が総販売台数の足を引っ張っている形である。年
率調整値でみても登録車が4月以後年率300万台前半から半ば
の水準を保っているのに対し、軽は5月以後年率換算で160万台
を割っている。

この要因の1つとして考えられるのが、三菱の軽自動車を中心と
する燃費不正問題で三菱は不正が発覚した4月下旬以後生産を
中止したことで、三菱と同社から軽自動車のOEM供給を受けて
いる日産の軽自動車販売が激減したことが挙げられる。7月以後
生産を再開したものの、7月の軽自動車販売も前年比▲6.3％、
年率調整でも160万台割れとまだ低迷から抜け出せていない。業
界では下期の戻りを勘案しても16年度の軽自動車市場は前年比
▲6％の170万台とリーマンショック後の水準にまで低迷するとい
う見方が強い。

問題は消費増税前の駆け込み需要があった13年度の226万台
はともかく、以前は通常レベルとみられていた190～200万台レベ
ルに戻るか否か、戻らなければ軽自動車の開発を含めてどうす
べきか、という点であろう。筆者は以前の通常レベルにはなかな
か戻りづらく、各乗用車メーカーは「国内限定車」という発想から
抜け出す時期に差しかかっていると考える。軽自動車は地方部に
おける大事な交通手段＝足であるが、過疎化や急速に進む高齢
化とそれに伴うドライバー人口の減少もあり長期低迷トレンドにあ
るとみられる。

自動車業界 ～ 『跛行色強まる国内自動車市場
～登録車堅調、軽低迷で軽もグローバルな視点が必要に（1/2）』
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自動車業界 ～ 『跛行色強まる国内自動車市場
～登録車堅調、軽低迷で軽もグローバルな視点が必要に』（2/2）

情報は日本自動車販売協会連合会『新車販売台数』、全国軽自動車協会連合会『軽四輪車新車販売確報』より入手
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ただし、自動車産業のアナリストとして「機能を落とさずにコンパクトにまとめる。」という技術は難しく、これをグ
ローバルに展開できれば明るい道が開ける、と考える。すなわち日本の軽規格にとらわれることなく、所得水準が
上がりつつある新興国にも展開するスペックを前提に開発を行うべきであり、そうなれば日本の自動車産業の強
みの一つに加わることになろう。
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産業調査コラム
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第Ⅱ章
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流通業界 ～ 『年金が家計を支える時代』

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

フジテレビに『ザ・ノンフィクション』という番組がある。先日は、10
年前に浅草で「ドガドガプラス」なる劇団を立ち上げた望月六郎氏
の特集であった。望月氏は定職を持たず、舞台の脚本・演出にの
めり込む。家計を支えるのは、同居している妻の両親の年金と、
妻の訪問介護による僅かな収入。年金が家計を支える、という歪
な家計構造であった。

この状況は特殊な事例ではない。日本全体でも同様の状況が
迫っている。本年7月4日の日経MJの特集によれば、日本の世帯
当たり所得に占める「公的年金・恩給」の割合は、1995年には
9.5％であったが、2014年には21％に上昇。現在、日本の人口に
占める65歳以上の割合は27％だが、2060年には40％前後にな
ると推定されており、家計に占める「公的年金・恩給」の割合も
40％前後の水準となる可能性が高い。

生産活動をせず、もっぱら消費活動のみを行うという65歳以上
が、人口全体の40％を占めるという構造は持続可能であろうか。
同様の構造が、江戸期の日本に出現したことがある。当時、参勤
交代によって江戸定住を強制された地方侍（江戸の人口に占め
る侍の比率は数10～50％と言われている）たちが、もっぱら消費
活動のみを行った。結果、江戸では地方侍相手の多くのサービス
業（主に男性向け）が花開いた経緯がある。一方、財政は厳しくな
り、棄捐令（借金帳消し）が江戸期後半には複数回行われた。

江戸期に起きたことが、数十年の近未来の日本にも起こるので
あろうか。

『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 ～ 『シェアリングエコノミーの難しさ』

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

Uberの2016年4-6月期のEBITDAの赤字が前四半期の5.2億ド

ルから7.5億ドルを超える水準まで拡大したことが明らかとなった。

特に1-3月期で黒字に転じた米国事業が再び1億ドルの赤字に転

落した模様である。赤字の主要因は、運転手に支払われる補助

金とのこと。

ネット上にプラットフォームを築き上げネットワーク効果で既存事

業モデルからシェアを奪うパターンにはいくつかの類型がある。最

も効果が上がりやすいのが、対象物が情報の類型でネット広告

やクラウドファンディングが該当する。Googleの例を挙げるまでも

なく、この類型は「濡れ手で粟」の可能性がある。一方でECを代

表例とする、サービスの片側はネットだがもう一方はリアルなデリ

バリが必要なモデルがある。これはネットワーク効果による付加

価値がサービス全体の一部であることやリアル側のインフラ構築

のための設備投資（もしくは費用）が必要である。この為Amazon
がそうであるように、大規模プラットフォームを構築してしまうか

AWSのような「副業」も含めて利益率を稼ぐ必要がある。Uberは、

確かに社会全体に埋もれている不稼働資源の有効活用を付加価

値の源泉とするが、一方で片側リアルデリバリ型モデルであるこ

とも事実である。

Hype cycleで幻滅期に入りつつあるUberは、どのように持続可

能なモデルを構築していくのだろうか。
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テクノロジー関連業界 ～ 『2016年、先進テクノロジーサイクル』

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

8/16、ガートナーは「先進テクノロジーのハイプ・サイクル2016」
を発表。 ハイプ・サイクルは、長期的な成長を志向する企業に
とって重要な道しるべとなるケースが多い。特にテクノロジー関連
企業が、長期の自社事業領域を想定し、必要な要素技術・リソー
スをどのような手段で獲得していくのか（自社/M&Aなど）、M&Aを
検討する場合その技術・リソースのプレミアム度合を計るサイク
ルはどの位置か、などをチェックする上で参考になる。

最新版では長期的競争力強化へ向けて、3つの主要トレンドが
明白となったと指摘している。最初は、透過的なイマーシブ・エク
スペリエンスが、サイクル上ボトムアウトし、市場の啓蒙活動期に
入ったとの指摘。今年から本格商品展開が始まるVRに加え、AR
に留まらない新たなインターフェイス開発→製品化による市場の
活性化、等が例。2つめは、知覚的スマートマシンの台頭。コン
ピューティングパワーの成長とほぼ無限のデータ・深層ニューラ
ル・ネットワークが既存の価値観を破壊する技術領域となると指
摘。AIや自律走行車などのもたらす変革を想定している。3つめ
は、プラットフォームの変革。人と技術をつなぐ新たなビジネスモ
デル基盤がIoTやブロックチェーンなどを例として提示。

長期戦略構築上、ハイプ・サイクルの動きを知り、それぞれのス
テージを把握することは重要だ。弊社でもテクノロジー企業との長
期戦略議論・策定において、重視しているチャートである。一方、
長期自社戦略領域とはいえ、獲得対象の技術・リソースが、黎明
期～「過度な期待」のピーク期、に差し掛かるタイミングでは、過
剰なプレミアム抑制のため、M&Aや巨額投資に対しアクションを
起こさず、じっと幻滅期入りを待つ勇気も必要と感じている。
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消費財業界 ～ 『海外“B to B再評価”と組織設計』
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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

かつて進出した海外市場において期待した成果が得られずテコ

入れを行う消費財メーカーが増えている。ジョイントベンチャーの

解消と新たなパートナーの探索、投資先の事業売却と再投資機

会の探索など、海外戦略の抜本的な再構築に挑む企業が多い。

特に目立つ取組みが「B to B再評価」である。当初B to Cすなわ

ち直接消費者市場の開拓を目指したがうまくいかず、まずB to B
すなわち法人顧客で実績を作ってからB to Cを再度開拓するとい

うステップを志向するケースだ。例えば菓子メーカーのヨックモック

が中東で大きな成功を収めたのは、現地日本企業の贈答用ニー

ズにうまく適合したことが原因だと言われている。

このような戦略変換に伴い再検討が必要なのが組織体制だ。B 
to B開拓によるテコ入れでは、法人顧客がグローバルなスケール

を持つ場合も多く、各地域市場ごとにバラバラの活動を行ってい

ては成功はおぼつかない。地域横断的なパートナーシップを模索

すべく、複数市場にまたがった営業機能を担う組織が必要となる。

海外事業を担う組織を再編し、地域別ではなく機能別にくくりなお

すことも検討に値する。

「組織は戦略に従う」。戦略の再考に伴い、それを担う組織も再検

討することをお勧めしたい。
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ヘルスケア業界 ～ 『デジタルヘルス』

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

最近のキーワードの一つであるデジタルヘルスにつき、従来ア
ナログであった情報がデジタル化されること、およびそれにより健
康管理、診断、治療が変化することと定義し、私見を述べる。

端的な例としてはウェアラブル・デバイスによりリアルタイムで生
体情報や生活・運動に関する情報を取得・共有・分析する、医療
機関の診療情報がDPCデータという形で既にビッグデータとなり
その活用が始まっている。新薬開発においてもin silicoの役割が
高まり新薬開発の効率向上に寄与すること、あるいは大塚製薬
が米国のProteus社のチップを錠剤埋め込む等がある。

医薬品メーカー潜在市場機会（裏返せば乗り遅れると脅威とな
る）に着目し、大塚製薬とIBMが認知症分野でのデジタルヘルス
を追求すべく合弁を設立、またアステラスが参入意向を表明する
など、活発な動きが出てきている。

弊社でも、慢性疾患薬のアドヒアランス向上目的の事業化、ウェ
アラブル活用事業立上げなど、この領域プロジェクトを手掛けて
いる。また画像診断AI（人工知能）に関する相談も戴いている。

デジタルヘルスがヘルスケアのメガトレンドの重要な一つである
「賢くなる個人」と不可分の関係にあることは既存プレイヤーに
とっては大きな脅威だが、現代の医療が直面するマルチレンマを
解消する大きな手段であることは確実で、医薬品・医療機器の開
発・マーケティング・生産、予防医療の進展やバリュー・チェーン
のデコンストラクションまで広汎な変化が今後起こっていく。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『オリンピックと経営』

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

オリンピックを見ていて改めて感じるのは勝てない競争はしては
いけない、ということである。

どんな競技でも世界一位には圧倒させられるが、特に陸上競技
での世界一位には目を瞠るものがある。ウサイン・ボルトの最高
速度は時速40㎞を超え、モハメド・ファラーは10000mの最後の
100mを12秒で駆け抜け、デニス・キプルト・キメットは42.195㎞を
時速20㎞で走り続けることができる。

純粋に走る競技で日本人が世界を目指すのは現実的とは思えな
い。経営でも同じであろう。100m走になってしまった産業で「いか
に戦うか」を考え続け苦労している企業があるように思えるが、い
かがであろうか。

日本が個人で金メダルを獲得した競技は、体操、レスリング、柔
道、水泳である。体操のように技術で勝負できる産業は理想であ
る。陸上でも純粋に走るだけでは日本は全く歯が立たないが、
ハードルもしくはリレーであればなんとか準決勝、決勝の可能性
がある、すなわち、コストだけではなく「技術」や「摺合せ」が必要
な競技では勝機がある。レスリング、柔道、ボクシングのように階
級制、すなわち、規制などなんらかの制約がある産業も可能性が
ある。世界に出て行かない、日本固有の事業も選択肢である
（100m走においても、世界一位の「利益」とは比べものにはなら
ないだろうが、日本一位でも「黒字」であろう）。

いずれにしても、「どうやって競争するか」と同時に「いかに競争
しないか」を意識することの重要性を改めて認識させてくれた五
輪であった。

『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）
『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年）
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三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）、興銀
証券㈱（現、みずほ証券㈱）、日興ソロモン・スミス
バーニー証券会社（現、シティグループ証券）、マイ
クロソフト㈱（現、日本マイクロソフト㈱）、日興シティ
グループ証券㈱（現、シティグループ証券）、フィー
ルズ㈱を経て、2016年にフロンティア・マネジメント
㈱に入社。

1998年から2016年までの18年間、アナリスト業務お
よび事業会社にて、一貫してエンターテインメント業
界に携わる。セルサイド・アナリストとしては、エン
ターテインメント業界の他、メディア業界、インター
ネット業界、ITサービス業界のリサーチも担当。

2003年から2005年に在籍したマイクロソフト㈱では、
同社のゲーム機Xbox360の日本ローンチ戦略、お
よびオンラインサービス「Xbox Live」のマーケティン
グ戦略を担当。2014年から2016年に在籍したフィー
ルズ㈱では、IR、およびゲーム系子会社管理を担
当。
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福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

2016年4-6月期の決算では、エンターテインメント業界における大き
なトレンド変化は見出せなかったが、最も印象的であったのは、バンダ
イナムコHDの海外ネットワークゲーム売上の増加であった（前年同期
12億円→49億円、ネットワークゲーム売上に占める海外比率は、前年
同期6%→14%）。

同社の海外ネットワークゲームの好調は、「ドラゴンボール」や「ナル
ト」などの海外スマホ向けゲームの好調が主因だが、世界スマホ向け
ゲーム市場で首位に立つ中国でのiPhoneの課金ラインキングを見ると、
両タイトルは上位にランクインしており、著名日本IPを活用したゲーム
タイトルに関する中国からのロイヤルティ収受が業績インパクトを出し
つつあることを示していよう。

中国ゲーム市場では、内外のIPを活用したスマホ向けゲームが増加
しており(直近の新作タイトルの6割がIPを活用していると見られる）、映
画興行や動画配信の隆盛と相まって、今後もIP活用熱は高まりこそす
れ、低調となることは考えがたい。

このような中国スマホゲーム市場にあって、直近のiPhone課金ランキ
ングで上位に位置する日本IP活用タイトルが、「ソードアートオンライン
（中国名 「刀剣神域」）である。「ソードアートオンライン」は、日本国内
で誰もが知るIPというわけではなく、若年層やアニメファンには知名度
の高いタイトルだが、中国でもオンラインアニメ配信により類似する層
に認知されている。もちろん、ゲーム自体の中国向けローカライズが奏
功したとも考えられるが、「パズドラ」、「モンスターストライク」といった
国内スマホゲームの雄が中国で顕著な実績を示せない中、今後展開
される中国でオンラインアニメ配信により人気となった日本IPベースの
ゲームタイトル（「Fate」など）の動向が注目されよう。

メディア・エンターテインメント業界 ～ 『中国での日本IPゲームの新トレンド』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『Kindle Unlimited』

㈱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

製紙メーカーにとり頭の痛い話であるが、米国Amazonの新サー
ビス「Kindle Unlimited」がこの8月から日本でもスタートした。月額
980円でスマホ、タブレット、PCなどの端末を使って12万冊以上の
電子書籍（本・コミック・雑誌）が読み放題になるサービスである。
既に米国などでは2014年から開始されており、今後日本における
電子書籍の普及の後押しになるとの見方もある。

ただし同サービスの普及にはユーザー魅力の面で2つのポイン
トがある。第一に読み放題の対象範囲である。現時点ではブック
ランキング上位や人気作家の書籍などは対象には含まれていな
い。この点は出版社の考え方次第であるが、今後どこまで対象が
広がるかは重要である。第二に、このサービスは本を購入すると
いうより借りるというイメージに近く（雑誌を立ち読みしたり、実用
書でざっと調べ物をしたいといったニーズには有効であろう）、そ
れに対しユーザーがどの程度の価値を見出すかである。

なお既に同サービスが始まっている欧米では、電子書籍の普及
が頭打ちになっている一面もある。米国では書籍市場に占めるE-
Book（電子書籍）の割合は2014年以降縮小している。最新のタイ
トルがサービス対象に含まれていないことのほか、ストレス解消
に繋がる「大人の塗り絵」の大ヒット、Audio Bookの普及なども一
因であったと考えられる。こういった状況の中でAmazonは昨年末
から実店舗の出店も開始している。最終的には300～400の店舗
を米国でオープンさせ、サポート窓口としてE-Bookの普及を促進
させたい考えのようであり注目される。
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ASEAN担当 ～ 『タイ経済の尽きない火種』

㈱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。

15

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

2014年5月に当時陸軍司令官であったプラユット現首相がクー
デター成立を宣言してから2年余り経つ今年8月7日、クーデター
により長らく停止されていた同国憲法に対する新憲法草案につい
て国民投票が実施された。投票率59％の中、現軍政が作成した
新憲法草案の内容に賛成61％と多数が賛同、年内公布・施行
（2017年末までに総選挙実施予定）との目途が付いたことで安堵
したのは、タイ国民自身であろう。

クーデター後のタイ経済は、徐々にではあるが上向き基調にあ
ると言える。直近2016年度の第2四半期（4－6月）のGDPは前年
同期比で3.5％伸長、2四半期連続でのプラス成長となり、その成
長ドライブが個人消費であった点は、市場予想を良い意味で上
回っている。長らく販売不振であった自動車販売も漸く底打ちをし
た模様であり、株式市場にも資金流入が見受けられる点、良い兆
しである。新憲法施行に目途が立ったことを受け、これまで停滞し
て公共部門投資にも動きが出ることもプラスである。

とはいえ、前向き前進に懸念無いわけではない。新憲法では、
軍が継続して政治に深く関与することが可能な内容となっており、
次回総選挙前後では国民からの不満・嫌気が再燃する可能性は
高い（既に40％近い反対票も存在する点は看過できない）。加え
て、これら国民、とくに地方の低所得層に票田を有していた旧タク
シン派の影響がどのように出るか、一部報道では、国民選挙後に
発生したタイ中部・南部の連続爆発事件との関連を匂わすものも
あり、非常に気になるところである。これに現王政の脆弱性への
懸念もあり、ミャンマーやベトナム等、他の周辺国の成長から取り
残されないか、引き続き留意を要する。
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中国担当 ～ 『中国企業のハリウッドへの影響力拡大』

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。
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榮 智亮

Rong Zhiliang

ディレクター

不動産やレジャー中心のコングロマリット万達集団は、現在米映画製
作会社パラマウントの少数株式の取得に向けて交渉中である。膨大な
チャイナマネーの流入はハリウッドの再編のきっかけとなるだけでなく、
米映画界とその関連企業が世界最大の映画興行市場になりつつある
中国へ参入する機会を与えている。レジャー需要が膨らんでいる中国
は、世界中の映画会社や映画館チェーンにとって利益を牽引する市場
の一角になるはずである。

中国の映画市場が活況なのは、映画館が都市部で、急ピッチで建設
されていることが一因である。この動きはＩＭＡＸやドルビーデジタル等
映画館関連会社にも恩恵をもたらしており、これらの会社の中国部門
は収入を伸ばしている。ハリウッドは中国が信頼できる収益源になるこ
とを願っているが、乗り越えるべきハードルがある。中国では大半の映
画製作会社がチケット収入の約25％しか受け取れていない（欧米では
折半が一般的）。また、中国は１年間に公開できる外国映画の本数に
制限を設けており現在は年間34本だが、ハリウッドは現行の契約が切
れる来年にこの数が増えることを期待している。

万達は映画製作会社米レジェンダリーや米映画館チェーンＡＭＣを買
収し、ＡＭＣは欧州最大の映画館チェーンであるオデオン＆ＵＣＩシネマ
ズを買収することで合意。これが実現すれば、万達は世界最大の映画
館チェーンとなり、20年までに世界興行市場の20％を支配するという
目標の実現に近づく。世界的映画館チェーンとなれば、配給元になる
可能性もあり、世界の映画観賞モデルを左右する立場となれる。ＡＭＣ
は映画館の改装に取り組み、リクライニング式の座席を導入するなど
万達モデルへの転換を行っており、更にオデオンにも導入する予定。
競合他社もこれをまねるようになっており、中国企業の海外での影響
力は各方面に広がりつつある。
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