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今月のトピックス
～ 『2.5次元舞台の可能性』
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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

コンテンツ展開の手法として、出版、アニメやゲーム、玩具など
様々なメディアを組み合わせたメディアミックス展開が一般的であ
る。そのメディアミックス展開の一翼として、人気アニメの舞台化と
いう動きが加速しつつある。このようなアニメの舞台化は、2次元
のアニメと3次元の舞台の融合という観点から、「2.5次元舞台」と
も呼称され、国内市場規模は2015年（暦年）に100億円を突破し、
演目数も右肩上がりで増加している。

これは、「2.5次元舞台」が、コンテンツの世界観やキャラクター
との一体感を深化させる体験型エンターテインメントとして浸透し
つつある事象と捉えられ、情報過多な現代社会において、「体験・
体感」に付加価値を見出す動きと呼応している。本年のセ・リーグ
で25年ぶりの優勝を遂げた広島カープは、一体感のある応援や
育成中心の選手編成などにより、「カープ女子」なる女性ファンを
獲得し、観客動員数を伸ばしてきた事象も、このような「体験・体
感」型エンターテインメントの中期的な市場拡大の可能性を示唆
している。

国内では、「ワンピース歌舞伎」に見られるように、アニメと伝統
芸能との融合も見られるなど、今後も様々な展開が期待されるが、
注目されるのは、「2.5次元舞台」の海外展開である。特に、アニメ
ファンの増加が見込まれる中国に向けて「2.5次元舞台」の本格
展開が予定されており、海外ミュージカルが日本でロングラン上
演される事象のように、日本アニメ発の「2.5次元舞台」が海外で
浸透するかに注目したい。

メディア・エンターテインメント業界 ～ 『2.5次元舞台の可能性』 (1/2)
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メディア・エンターテインメント業界 ～ 『2.5次元舞台の可能性』 (2/2)
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情報はぴあ総研『2015年 2.5次元ミュージカル市場規模推計』より入手
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『生産性アップの見本となるカラオケチェーン』

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

本年8月末にカラオケ大手のシダックスが44店舗の大量閉鎖を
行った。少子高齢化や娯楽の多様化によるカラオケ離れが、大量
閉店の要因という向きもある。しかし、「カラオケ白書2016」を見る
と、2015年のカラオケルーム数は13.4万ルームと、15年前の
2001年（13.5万ルーム）から横ばいを維持。カラオケ人口も2014
年の4,640万人から、2015年には4,750万人へと僅かながら増加。
少子高齢化を考慮すると、むしろカラオケ市場は健闘している
マーケットである。

ただし、カラオケボックス（KB）の使われ方が圧倒的に変化して
いる。従前、子供連れの母親はファミレスなどで昼間を過ごしてい
たが、最近ではKBという他人に気兼ねしない場所でママ会が行
われている。KBという空間を借りて、DVD鑑賞して過ごす若者、
スカイプで英会話を勉強するビジネスパーソン、30分だけ数人で
借りてパーティに繰り出す前の化粧をするギャル、など。KBとは
名ばかりで、実際は防音設備の整った閉鎖空間の短期賃貸業と
なっている。

異なる事例としては、プロ野球のスタジアム内でバーベキューや
キャンプができたりするなど、野球場の使われ方も変化してきて
いる。昔気質の「あるべき論」からすると、こうした方向性が定まら
ない空間の使い方に対して批判的な考え方もあろう。しかし、今
後は、時間と空間を細切れにして他者と交換することが生産性を
引き上げる時代である。シダックスは「あるべき論」から抜け出せ
なかったのかもしれない。

『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 ～ 『Apple ～ 最後の20世紀型スター企業～ 』

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

iPhone7が発売になった。日本市場専用モデルが発売されたこ

とで、iPhoneが日本市場以外のグローバルマーケットで苦境に立

たされていることが広く知れ渡ることとなった。スマートフォン市場

を創り出し、全世界を席巻したiPhoneがこの短期間で勢いを失っ

てしまったことは、テクノロジーの世界ではそれほど驚くべきことで

はないかもしれない。

Appleの生命線としてスティーブ・ジョブスがこだわったのは、他

社では経験できないユーザーインターフェイスと製品としての完

成度であった。それは確かにすばらしい製品を次々に生み出すこ

とに結びついた。しかしテクノロジーに支えられたユーザーイン

ターフェイスは、いかに素晴らしいものであっても、数年の期間で

また真似られる宿命にあることはMacの経験でもわかっていたは

ずである。

では真似られないもの、コピーできないものとは何か。例えば、

顧客一人一人の創り出す購買、検索、コミュニケーションといった

行動そして思考のデータである。言うまでもなくこれらデータがAI
の糧食となって新たな付加価値を生み出すという自己成長サイク

ルに入っていく。

その意味ではAppleはGoogleやAmazonとは全く異質の企業で

あることは言を俟たない。Appleはソニー等と同じ20世紀型デバ

イスベース企業の最後のスターだったと言えるのかもしれない。
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テクノロジー関連業界 ～ 『AIは労働集約→知識集約型産業代替が目標に』

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

一般的に労働集約型産業ほど、総コストに占める人件費率が高
いため、様々な技術の応用による効率化によってコスト削減が可
能となる。いち早く人件費削減を取込み同等以上の品質・サービ
スを顧客に提供できた企業が、新時代の勝利者となる。

技術革新は、人的作業代替から始まり、眼や耳など五感を代替
するセンサー等の開発も進行中。またこれらを予め設定されたプ
ログラム・目的に沿って同時並行に動かすコンピューティングパ
ワーも強化された。今後急速な進歩が注目・期待されるAIは、目
的を設定すれば過去の経験則に基づき、最適な方法を見つけ出
し指示を行う。考察・指示・行動の大半で人の関与する余地が縮
小する。ただし過去の技術とAIの違いは、労働集約的だけでなく、
長期的に知識集約的産業の代替を目標としていることと考える。

一般的に新たな技術革新が進む局面において、資金提供者と
開発者が注目するのは、市場規模の大きい分野向けで、汎用的
なシステムを構築することだ。結果、AI技術の進歩は、当面最も
労働集約的な産業において進化し、実用化がいち早く進む可能
性が高いと思われるが、知識集約的産業も一部含まれよう。

米国で300兆円と推測される人件費が高い職種は、一般事務・
秘書関係、小売店・飲食店販売関係、会計士・経理関係、物流関
係、教育関係、コンサルティングなど。○○○テックと言われる新
しい技術革新は、新たなサービス提供だけでなく、該当産業が保
有する人員を削減・効率化によりサービス・コストとクオリティを上
昇させようとするものだ。新技術活用で低コスト・高クオリティの商
品・サービスが提供されれば、ユーザーから大きく歓迎されよう。
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消費財業界 ～ 『海外でのブランド育成に資する組織とは？』
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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

海外市場におけるブランディングに課題を抱える消費財メー
カーが多い。特に、日本市場ではマス向けであっても海外市場で
は富裕層向けの高級品メーカーとなるケースも多く、不慣れなブ
ランディングのノウハウ育成に戸惑うケースが多くみられる。

その際とかく、短期的なマーケティング・営業施策のみに目が行き
がちだが、むしろ長期的な組織設計から見直しを図った方が良い
場合も見受けられる。

例えば、地域ごとに製造・販売等の機能に串を通し、特定地域
の統括者に利益責任を負わせるやり方と、製造・販売など機能ご
とのグローバル一体性を重視し、各地域には販売責任のみを負
わせるやり方が存在する。

高級チョコレート菓子のゴディバは、北米事業において調達から
製造・販売に至るバリューチェーン全体の権限・責任を統括責任
者に移譲してきた。責任者は長期的なブランド育成よりも短期的
な工場稼働を優先させ、長年に渡り値下げを許容したためブラン
ド育成が進まなかったという。他方日本をはじめとするアジア事業
は製造機能がないこともあり販売に特化してきたため、工場稼働
のプレッシャーが小さくブランド育成が順調に進んだそうだ。

組織設計は目指す事業規模やサプライチェーンのあり方などを
含め多角的な視点で検討されるべき論点だが、上記のごとく長期
的な海外事業育成に向けてブランド育成の視点も重要となってい
る。一度、貴社のブランド育成に資する組織とはどのようなものか、
再考する機会を設けることをお勧めしたい。
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ヘルスケア業界 ～ 『TPPで日本の医療はどう変わるか』

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

先週、医療関連の企業であるクライアント社長との面談の中で、
中長期的な事業環境変化の大きなドライバーとしてのTPPの影
響について議論する機会があった。

既に昨年から関係諸国間でTPPに関する協議（攻防）が続いて
いるが、マスコミでは農業については大きく取り上げられるものの
（毎度のことだが）、医療についてはほとんど取り上げられない
（往々にして不都合な真実が隠されているので注意が必要）。

一方で、筆者が弊社内で展開するコラムの中でも、日本の薬価
制度や法改正（医薬品医療機器法、通称「薬機法」）、混合診療、
米国の医療保険制度、オバマケア等について既に取り上げてい
るが、TPPの交渉の方向如何によっては、既存の制度が大きく変
わり、また彼の地のことである米国の制度が対岸のことでなくなる
可能性がある。

ジャーナリズムやTwitter等SNS上では、TPPで日本の医療が
崩壊する、とか金持ちしか医療が受けられなくなる、といった極端
な煽動的論調が散見されるが、方向性としては十分にあり得る。

日本の医療システムはクライアント社長の言葉をお借りすると、
（先進諸国を見渡しても）「奇跡のシステム」であり、国民医療費財
源確保が一層確実に難しくなっていくことと、これまでの日米間の
医薬品・医療機器・民間医療保険にかかる交渉の経緯を踏まえ
ると、TPPにより変革が大きく加速する可能性があることは我々と
しても十分に認識し、従前の貿易交渉の経緯も踏まえ、動向を注
視し方向と時期を見極めたい。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『米国、仏蘭西、独逸』

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

中国によるＮＸＰ（元Philips）の半導体素子事業の買収、独逸の

Infineonによる米国のCreeのパワー半導体用ウエハーおよびパ

ワー半導体事業の買収、ソフトバンクによる英国ＡＲＭの買収、ル

ネサスによる米国Ｉｎｔｅｒｓｉｌの買収・・・など、世界の半導体産業に

おいては国をまたいだ再編が賑やかである。

一方、弊社顧客3社から、米国企業の買収、独逸企業の買収、

仏蘭西企業の買収・・・と国際色豊かな相談が相次いだ。弊社顧

客3社はどれも売上高数百億円の企業である。

スイスの食品企業Ｎｅｓｔｌｅにおいては、取締役に就任するため

には優秀であることは当然として、自分の出身国で働くことは許さ

れないという（日本法人の社長のみ例外）。スイスのような人口の

少ない企業では自国の需要に頼っていては将来がないという事

実を受けいれたものである。

幸い、1億人の人口と500兆円のＧＤＰがある我が国においては、

少なくともこれまではスイスほど国際展開の必要性はなかった。し

かし、「方向性」も重要であろう。これから人口が減少する国にお

いて成長することは簡単ではない。

弊社顧客が相次いで海外企業の買収を検討していることは、事

業環境の変化を経営者が肌で感じていることの証左ではないか

とも思える。経営者というのは本当に大変な職業である。

『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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㈱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･アナリスト

JARI（一般財団法人 日本自動車研究所）が7月に発表した

「ITS産業動向に関する調査研究報告書」によると衝突被害軽減

ブレーキ（自動ブレーキ）の普及が足元急速に高まっており、これ

に加え2020年にかけて自動車車線変更システム、駐車支援シス

テム、リモートパーキングシステム等が衝突被害軽減ブレーキ同

様の急激な普及が予想されている。

このようななか、キーディバスになるのがADAS（センサー類）で

あるが、JARIの行ったアンケートのなかで特徴的であったのは単

一センサーで機能を構築するとする回答はなく、短・中期的には

単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせたセンサーフュージョン、

長期的にはステレオカメラや3Dライダー等の位置精度の高いセ

ンサーが必要となるという見方が多かった。

この意味するところは、短・中期的に必要なセンサーと長期的に

必要なセンサーが異なる可能性がある点である。足元センサー・

メーカーに対してはメガ・サプライヤーからコンベンショナルな部

品メーカーまで争奪戦のような形になっているが、将来の技術動

向を見据えた技術戦略を構築する時期に差し掛かりつつあると

みられる。

自動車業界 ～ 『佳境に入る自動運転関係の開発 ～ キーとなるセンサーは？』
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日興証券株式会社（現、SMBC日興証券株式会社）に
入社し、同年、日興リサーチセンターに出向。INGベア
リング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券会社、
メリルリンチ日本証券を経て、2016年フロンティア・マ
ネジメント㈱に入社。

1987年から2016年までの29年間、セルサイドアナリス
トの経験を有する。1987年から1992年までは日興リ
サーチセンターにて通信、放送、情報サービス業界を
担当、1992年からは日興リサーチセンター、INGベアリ
ング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券会社）、
メリルリンチ日本証券にて機械業界を主に担当。また、
日興リサーチセンター、メリルリンチ日本証券では、機
械・造船チームリーダーとしてのチーム員を育成する
業務も担う。

担当業界及び企業分析にあたっては、国内・海外の競
合メーカーへの取材や担当企業の中国・アジア・アメリ
カなどの海外拠点でも調査活動を行うことを重視。海
外企業拠点の訪問レポートは国内外の機関投資家、
担当企業などより高い評価を得る。

トムソンロイター社の「スターマイン・アナリスト・アワー
ド・ジャパン2015」では、機械業界の収益予想部門で１
位を獲得。
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水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

建設機械の世界市場は、中国での需要急減、資源価格の低迷、
先進国での排ガス規制導入前の駆け込み需要の一巡などを背
景に、ピーク比で7割程度の水準で低迷している。こうした環境下、
建設機械メーカーは、ICT（情報通信技術）を建設機械に取り組む
ことで、新たな需要を開拓しようとしている。

この背景は、建設作業の現場では、熟練労働者の不足、生産
性の低さ、安全性の確保などの課題を抱えているが、ICTの活用
により、課題解決を図ることができるためだ。国土交通省では、
2008年に情報化施工推進会議を設置し、「i-Construction」という
コンセプトで建設施工のイノベーションを実施する情報化施工の
戦略的な普及を推進している。

建設機械の国内最大手であるコマツでは、2015年に「スマート
コンストラクション」というコンセプトで、ICTを組み込んだ建設機械
を国内市場に投入している。ユーザーにとっては、（1）ICT建機に
より経験の浅いオペレータでも作業が可能、（2）作業を指示する
現場作業員が不要となり、安全性の向上やコスト削減が図れる、
（3）工期の短縮などのメリットがあり、普及も進んでいるようだ。ま
た、蓄積されたデータは、社会インフラの整備や災害復旧にも役
立てられる。競合である日立建機、キャタピラージャパン、コベル
コ建機などでも同様のサービスを提供している。

建設現場での情報化施工ニーズの強まりに伴い、建設機械メー
カーも、情報通信、センシング、ソフトウェア、データ解析などソフ
ト面での技術の重要性が高まっている。

機械業界 ～ 『建設機械にもICT化の波』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『治水対策』

㈱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

今年の夏も台風により各地で甚大な被害が発生した。被害を受
けた方々には心からお見舞いを申し上げると共に、国をあげて一
日も早い復旧に取り組むことを期待したい。

気象庁の速報データによれば、2016年8月・9月に日本に上陸し
た台風は6個であり、データが取れる1951年以降で最多となって
いる。回数だけでなく今年は北海道に台風が上陸し、十勝地方な
どでも大きな被害が発生している。これら地域は農業や観光など
産業への影響も大きいが、いずれにしても、都市部、地方部を含
めあらゆる地域で抜本的な治水対策（河川改修、放水路建設、貯
留施設建設など）が喫緊の課題になっている。

一方でこういった治水工事を実際に手掛けるコンクリート業界で
は人手不足という問題を抱えており、このままでは抜本的な治水
対策に膨大な時間がかかることが懸念される。具体的には、原料
であるセメントや鉄筋の供給は足りているものの、それを現場で
組立・打設する鉄筋工や型枠工が不足している。特に若手の人
材が不足しており、長期的に今以上の大きな問題となるだろう。

政府は名目GDP600兆円を達成するための施策である「第4次
産業革命」において、コンクリートを含む建設業のICT化や規格化
（＝工場製品化）を推進する考えである。それのみならず、政府が
目指す他の成長戦略・施策（観光立国、攻めの農林水産業など）
を実現するにも、国土の安全性が確保されることが最重要であり、
その面でもコンクリート業界におけるICT化・規格化は待ったなし
である。
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ASEAN担当 ～ 『「暴言王」の算段（フィリピン情勢）』

㈱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

「暴言王」とは、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の異名である。同氏
の麻薬犯取締強化策が「超法規的殺人」として国連や米国から批
判を受けたことに対し「米統治時代に我々祖先はたくさん殺され
たのに何が人権か？」と当時の住民殺害の写真を国際会議の席
上で披露したり、国民の80％以上がキリスト教徒である中で
「ローマ法王は二度と来るな」（法王フィリピン来訪時に交通渋滞
を引き起こしたことを受けて）など、その発言の影響には本来「負
の側面」が多いはずである。

他方、同氏国際会議デビューともなった東アジア地域包括的経
済連携（RCEP）は年内合意が見送られることになり、またその背
景にはTPPの批准遅延、ASEAN経済統合の遅延等、国際連携
の動きが崩れつつある。そのような動きの中、「暴言王」は対中
（＝結果的に対米）、対日、対イスラム圏で特使を派遣する等の
個別交渉の動きの他、法人税率の引下げ計画（25％程度）もあり、
産業振興・外資誘致（とくにマニラ外の地域振興）にも注力する。

人口1億人（ASEAN諸国でインドネシアに次ぐ第2位）・一人当り
GDP3,000㌦にあと一息という潜在的市場において、2016年第2
四半期のGDP成長率（前年同期比+7.1％）は、ASEAN諸国内で
最も高い水準、且つその成長ドライブは「個人消費」と、治安維持
を優先した暴言王の「正の結果」ともいえる。現地大手企業にもサ
ンミゲル（食品・不動産）をはじめ、URCグループ（食品）・SMグ
ループ（小売）・アヨラグループ（不動産）などの大手企業グループ
の成長も著しい。日系企業からも、小売業（三越伊勢丹・ローソ
ン・ミニストップ他）、食品（キリン他）、不動産（野村不動産他）な
どからの進出（含む計画）等、同国内需への関心は高い。
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中国担当 ～ 『欧州を超えた中国株の時価総額』

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

中国は長年、欧州を凌ぐ経済成長を達成して来たが、今度は株式で
も欧州を追い抜いた。中国本土市場と香港市場に上場された株式を
合算すると、中国株が世界全体の株式市場に占める割合は今や欧州
株を上回る。統計によると、現在、世界全体の上場株（時価総額）に占
める割合は中国株が16％、欧州株は約15％となっている。

実は中国が2015年に一度、欧州を抜いたことがある。中国本土株で
あるA株が急伸した為だが、この時はすぐに反転して抜き返された。だ
が6/27以降は、中国株の時価総額がドルベースで欧州株を上回る日
が大半を占める。これは注目に値すると筆者はみている。現在の為替
レートでは、欧州諸国のGDPの合計が依然として中国のGDPを上
回っている。もっとも、世界経済と金融市場で中国の影響力が増してい
ることを考えれば、そうなるのは当然との見方も少なくはない。西の専
門家らは「中国もその株式市場も着実に発展している」とし、「中国は
製造業を中心に嘗てないほど世界経済との統合が進んだ。その結果、
中国の経済と株式市場が成長した」と語っている。

一方、欧州株は最近、下げに転じた。欧州主要企業600社で構成す
るStoxx600指数は１年前に比べて6％近く、15年の高値に比べて約
10％下落している。これは欧州の銀行の低迷、更に英国のEU離脱決
定やギリシャ問題等が原因、欧州に対する心理が悪化したためと見ら
れる。同指数は今年、凡そ27％既に下げている。

確かにこの数十年で、資本市場での発行や全体的な生産の面でも
欧州離れが世界的に進んでいる。とは言え、多くの中国企業の「時価
総額」は依然として不透明感である。透明性が高く広範囲に分布する
先進国企業より推計に頼る部分が多く、安定性を見込んだオープンで
透明性のある市場になることを急ぐ必要性がある。
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