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今月のトピックス
～ 『日本の建設機械業界もM&Aと再編の時代へ』
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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。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、機械業界を約24年間にわたって担
当した。

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。
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水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

2016年に入り、日本の建設機械メーカーの海外での大型買収
の話が相次いだ。7月には、コマツが鉱山機械大手の米JOY 
Global社を約3,000億円で、10月には日立建機が鉱山機械の部
品メーカーである豪Bradken社を約530億円で、それぞれ買収す
ることを公表した。世界の建設・鉱山機械市場の低迷、円高など
を背景に、両社の収益環境は厳しいが、中長期の成長戦略の一
環として大型買収に踏み切った。

2015年度の鉱山機械の新車市場規模は、2011年度のピーク
比で約4分の1と大幅に落ち込んでいるが、（1）買収する会社はと
もにアフターマーケットが利益を下支えしている、(2)鉱山機械で
の製品ラインアップが拡充できる、（3）鉄鉱石などの資源の需要
は成長しており、2017年には鉱山機械の市場回復を見込んでい
る、などを背景に積極的な攻めの姿勢に転じたようだ。

また、鉱山機械の顧客である鉱山会社は、資源価格の回復が
鈍いため、キャッシュフロー、収益体質の改善にも注力している。
このため、鉱山における自動化ニーズも高まっている。コマツは、
チリやオーストラリアの鉱山向けにICT技術を駆使した無人ダン
プトラックを供給し、顧客のコスト削減に貢献している。日立建機
では、2019年にも無人ダンプトラックを市場投入する予定である
ほか、親会社である日立製作所とともに、ICT（情報通信技術）や
ビックデータの活用により、鉱山運営の効率化をサポートする分
野にも注力していく。鉱山機械の分野でも、ICT技術による顧客
ニーズのソリューション力が求められる時代に変わりつつある。

機械業界 ～ 『日本の建設機械業界もM&Aと再編の時代へ』 (1/2)
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機械業界 ～ 『日本の建設機械業界もM&Aと再編の時代へ』 (2/2)
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情報はコマツ開示資料よりFMI作成

鉱山機械の世界需要

一方で、川崎重工業はホイールローダ事業を日立建機へ売却した他、10月にはIHIが建設機械子会社を加藤製
作所への売却を公表するなど、建設機械事業から撤退する会社もでてきている。建設機械業界では、グローバル
展開力、アフターマーケットで稼ぐ力、ICTによる製品の差別化が重要になってきており、さらなる業界再編が進む
可能性が高そうだ。
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『パズルの組み換えが進展する消費財メーカー』

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

子供の遊び道具LOGO。LOGOで作られたキリンとゾウを個別
のピースに分解し、再度異なった組み合わせで形作るとペリカン
とペンギンになる。ここ数年、我が国の消費財業界において、
LOGOのように、異なる企業群同士で部門・部品をモジュールに
分解し、再構築する動きが盛んである。

例えば、10月初旬、資生堂、ライオン、ユニ・チャームの3社がド
ラッグストアの店頭販売で提携することが発表された。具体的に
は、商品の陳列作業を行う資生堂の子会社ジャパンリテールイノ
ベーションに対し、ライオンとユニ・チャームが出資し合弁会社と
する3社が単純に合併するのではなく、川下の販売業務で連携す
ることで効率性を改善しようとする試みである。

法人同士の合併という方法も、もちろん有効である。しかし、商
品によっては、1+1が2になるような合併ばかりではない。小売り
側は仕入れ先の単純な合併による独占・寡占利益を嫌うため、仕
入れ先の選定過程でバランスを重視する。このため、前述の資生
堂など3社のように、各法人が社内に内生している機能をいった
ん外生化し、外生化した機能子会社を統合するという戦略が有効
となる場合がある。

百貨店や総合スーパーの流通チャネルとしての魅力度低下が
顕著であり、消費財各社は再編が必至である。一方、大株主や過
去の経緯などで、法人同士の合併に踏み切れない企業が少なく
ない。次善策として、LOGOの組み替えのような業界再編が更に
進展する可能性が高い。

『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 ～ 『シェアリングエコノミーの危機？』

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

英国ロンドンの司法は、Uberのドライバーは従業員であって、

有給休暇や最低賃金の権利を有すると認めた。実はUberは米国

のカリフォルニア州とマサチューセッツ州でも似たような集団訴訟

を提起されており、同社はこれに対して1億ドルの和解金を含む

和解案を示したが、裁判所がこれを認めない判断も8月に出され

ている。

確かに労働者の基本的な権利を守ることは、労働契約締結時

の労使間の交渉力差を埋めて資本主義を持続・発展させるため

の重要な仕組みである。ただ数ヶ月前の本稿でも論じた通り、

Uberの本質は、社会に眠る細切れの不稼働資産をプラットフォー

ムに載せることで、再配分可能な稼働資産へと転換するという社

会的に見ても大変意味のあるモデルである。どちらも重要な価値

を含んだ概念ではあるが、従来の経済構造自体を大きく変え、社

会全体の生産性を上げるかつてない動きに対し、旧来型の経済

構造を維持するための労働法規をそのままぶつけることは、人類

文明の歩みの中で実に勿体ないことではないだろうか。

Uberの業績が不透明感を増している中、社会が新しいモデルを

抹殺しないことを祈るばかりである。
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テクノロジー関連業界 ～ 『円高で下方修正？』

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

中間決算の発表が始まった。関心事は、4-5月の本決算発表時
に対して、円高・消費鈍化・ゼロ金利などが、各業界の業績上どう
影響し、見通しはどう変わったか、である。発表は11月中旬まで
続くため、全体像はまだだが、少なくとも10月28日までに発表あ
るいは観測記事が出たテクノロジー系企業の業績はよくない。

早めに決算がでたキヤノン・リコー・コニカミノルタ・富士フイル
ム・エプソンなどプリンティング業界は、各社とも構造改革により
収益源は異なってきたものの、円高要因だけでなく、軒並み業績
が悪化。IOT等技術革新により「プリンティングしない」方向の中、
90年代に日本企業を中心として作り上げてきたビジネスモデルが、
崩壊へ向かっているのが本質的要因との印象が強い。

一方、半導体業界では、米クアルコムがオランダの半導体NXP
をUS$470億で買収と発表。ソフトバンク-ARM（UK￡240億）、ア
バゴ-ブロードコム(US$370億）といった巨額のM&Aが続いている。
Samsung Electronicsは、Galaxy Note7の影響で16/7-9期は大
幅減益。ただし半導体は26％の営業利益率確保。これらを見ると
構造改革と得意製品一点突破戦略で、国内半導体では生き残っ
たルネサス・東芝・ソニーは中期的にどうするのか。それぞれ単
独での生き残りは、資本/資金力を比較する限り難しい印象だ。

中長期的観点で日本企業には、事業ポートフォリオの変革、本
質的グローバリゼーション、新ビジネスモデル創造、コア事業の
競争力強化推進等の新たなチャレンジが必要との認識。ただ個
人的には、まず現状認識をした上で、長期視点での意思決定が
できるガバナンス体制構築が優先課題な企業が多い印象がある。
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消費財業界 ～ 『アジア流通戦略：棚を取るか、棚の価値を高めるか』
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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

消費財メーカーがアジア市場を開拓するには、流通チャネルを
通じた消費者への効果的露出が重要であることは言うまでもない。
しかしこの際、棚のシェアを高めることにのみ注力すると失敗する
場合があることに注意が必要だ。「効果的露出＝棚のシェア×棚
の価値（販売効率）」と要素分解して考え、どちらにどの程度経営
資源を割くべきか、再検討してみることをお勧めしたい。

例えばタイのようにある程度モダントレード（スーパーやコンビニ
などのチェーン型小売流通）の成長が安定軌道にあり、財閥コン
グロマリットなどによる寡占度も高い市場においては、ひとたび棚
に並べられれば販促は小売側にある程度任せられるため、棚の
シェアが非常に重要だ。そのためには、例えば「日本食」という共
通テーマで日本の食品メーカーを組織化し、魅力的なパッケージ
として小売に対峙するなど、小売に対する交渉力を高めることが
有効となる場合も多い。

他方、ベトナムのようにモダントレードの成長が著しい国では、
棚に並べてもらうこと自体はさほど難易度が高くない。しかし、並
べた後の販促は小売側にノウハウが乏しくおざなりになりがちだ。
従ってメーカー自ら欠品補充を支援したり、新しい食生活を提案
するための売り場づくりを提案するなど、「棚の価値を高める」た
めの施策が重要だ。広く棚を取るために費やしていた営業リソー
スを販促側に振り向けるなど、戦略的資源配分も必要となる。
エースコックがベトナム市場において成果を上げてきた要因の一
つは、このような「棚の価値を高める」施策に経営資源を割いたこ
とにある。
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ヘルスケア業界 ～ 『HTA試行』

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

医薬品、医療機器共に業界が真剣に対応を検討中なのが、以
前このコラムでも取り上げたHTA（医療技術の費用対効果評価、
Health Technology Assessment）である。

今年4月から日本でも試行的に導入され、HTAの対象製品を有
する企業のみならず、臨床開発段階の自社製品が今後対象とな
る可能性も考慮して、各社は現在対応に追われている。

これは何故かと言えば、費用対効果によっては大幅な価格下落、
さらには非承認のリスクもあるからである。したがって業界団体は
真っ向から否定はしないもののそのリスク（業界ではなく社会に
とって）を事あるごとに訴えている。

HTAでは、評価の対象が有効性・安全性にとどまらず、QOLを
用いた指標が用いられるが、そもそもの定義からして難しい。究
極には身体的・心理的な側面、社会的な役割や宗教的な生きが
いまで含む、人間の生き方を問うテーマだと主張する識者もいる
が、それをできない理由とするのではなく、現時点の技術でできる
評価をどうするか、メーカーとしても前向きに捉えるべきであろう。

各社はQOLを意識した臨床開発を行ない、HTAに関係する当
局の要請に応じたデータ構築に務めている。臨床試験受託機関
（CRO）は、HTAを新たなビジネスチャンスと捉えているが、従来
の臨床試験支援とは異なるケイパビリティが求められるため、ア
ナリティクスに強いプレイヤーの新規参入との連携もあって然る
べきと筆者は考えている。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『大隅良典教授の示唆に富んだ一言』

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

ノーベル賞を受賞するような研究者の一言は大変示唆に富んで
いる。この度、生理医学賞を受賞した大隅教授は、「はやりを追う
のは止めよう」「人がやっている研究は嫌だな」と述べた。これは、
企業経営にも重要な一言だといえる。

利益とは何か？・・・「事業継続に不可欠なもの」「顧客からの対
価」「うんち（39期連続増益を果たしたことで知られる、伊那食品
工業の塚越寛会長）」などいろいろな切り口があるが、筆者は、利
益とは「人と違うことに対して払われる対価」であると認識している。

競争があまねく浸透しているならば、他社と同じことをしていて
は、価格は利益がゼロになる水準まで下落するはずである。逆に
言えば、利益が出ているということは、人と違う何かを提供してい
るということに他ならない。したがって、企業経営においても（個人
の人生においても）、常に「人と違う」天邪鬼思考が重要である。

同じくノーベル賞を受賞した益川敏英教授も、「僕は天邪鬼。枠
にはめられると反発を感じる」と発言しておられ、この天邪鬼思考
が、「クォークが6種あれば対称性の破れを説明できる」という画
期的な理論を産み出した（小林誠教授との共同受賞）。

ちなみに、益川教授は、「一睡もせずに考え続けた記録は５１時
間」と著書に書いている。ノーベル賞受賞することは凡人では無
理であることがよくわかる。

天邪鬼思考については、拙著「経営危機には給料を増やす！
～ 世界一位企業をつくった天邪鬼経営」をご参照いただきたい。

『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

10月12日、トヨタとスズキは安全、環境、情報分野等、先進技術

での業務提携の検討に入ることを発表した。

資本面での提携はまだ不透明であるが、これで日本の自動車業

界は、トヨタグループ（トヨタ子会社の日野、ダイハツにスバル、マ

ツダ、スズキ）、日産・三菱グループ、GMとのEV等の提携を進め

るホンダの3グループに色分けされた形である。

背景には各々違いはあるものの、上記先進技術開発において

自社グループの技術をベースにした「規格標準化」陣営の強化が

あるとみられる。

規格標準化においては、昔のVTRの「VHS対ベータ」の例をみ

るまでもなく仲間を増やすことがディファクトを握るうえで大事なこ

とはいうまでもない。

ただし現在の自動車業界の置かれた環境は従来のコンベンショ

ナルな自動車技術の延長線上にはないものが多く、それゆえ先

進技術分野へのグローバルなIT企業の自動車分野への進出が

活発である。

この点において欧米自動車メーカーの異業種等の買収・提携は

活発であり、日系メーカーの動きは今一つにみえる。

将来のディファクトを握れるか否かのポイントの1つは、経営上

の意思決定のスピード感になろう。

自動車業界 ～ 『トヨタ・スズキ提携が目指すもの
～日本の自動車業界は先進技術の標準化でディファクトが握れるか 』
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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

任天堂が10月26日に発表した中間決算では、「ポケモン」のラ

イセンスを管理する株式会社ポケモンの持分法投資利益が100
億円程度となった。これは、7月に配信を開始したスマホ向け大

ヒットタイトル「ポケモンGo」に関わる直接的なロイヤルティ収入

の他、ポケモン関連ゲームソフト、グッズ等のロイヤルティ収入が

加算された数字である。

10月27日に開催された決算説明会で、任天堂は、「ポケモン

Go」のヒットで、過去の「ポケモン」タイトルの発売が好調に推移し

た他、特に欧米で3DSハード販売を牽引したとコメントしている。

今後3DS向けに「ポケモン」新作の投入が予定されており、販売

好調が見込まれるなど、スマホでの「ポケモンGo」のヒットが、ブ

ランド力の再認識や休眠プレーヤーの呼び戻しにつながったこと

を示している。

2017年3月までに、任天堂は、「Super Mario Run」、「ファイ

アーエムブレム」、「どうぶつの森」の3タイトルをスマホ向けに展

開する予定としている。特に日本国内では、3DS版が女性から高

い支持を得た「どうぶつの森」のスマホ向け投入が注目される。同

タイトルにおいて、「ポケモンGo」で見られた位置情報技術や近接

無線技術の活用による“新しい遊び”の提案も期待され、任天堂

の目指すゲーム人口の拡大、そしてパッケージゲーム販売への

貢献が注目されよう。

メディア・エンターテインメント業界 ～ 『ポケモンGO効果』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『ニッケル』

㈱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。

15

石橋 克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

ニッケルはステンレスの主要な原材料である。ステンレスは医
療や航空宇宙などの先端分野でも活用される重要な素材であり、
その主原料であるニッケルも日本にとり極めて重要な素材である
と言える。

ここ数年、ニッケル産業のリスクが高まっている。発端は2014年
年初からインドネシアがニッケル鉱石の輸出を禁止したことであり、
これにより日本のニッケル鉱石輸入先はフィリピンとニューカレド
ニアの2か国になった。そして今夏に成立したドゥテルテ政権の下
で、今度はフィリピン政府が、環境負荷が高いニッケル鉱山の閉
鎖を進めようとしている。鉱山閉鎖は個別の鉱山に対する判断で
あり、現状では日本のニッケルメーカー（フェロニッケル含む。以
下同）が調達している鉱山は閉山対象には含まれないとみられる。
しかしながら少なくとも不安定な状況であると言えよう。

驚きなのは、この状況においてもニッケル市況が極めて低い水
準にとどまっていることである。需要サイドでは最大のニッケル消
費国である中国の経済成長の鈍化が背景だが、加えて、そもそも
ニッケルは需給ギャップが大きいため、多少のニッケル鉱山の閉
鎖ではニッケル需給が引き締まるには至らないとマーケットがみ
ている可能性がある。

ニッケルメーカーの多くは既に赤字であり、現状のニッケル市況
が継続するようであれば今後も赤字が継続する可能性が高く、抜
本的な対応が必要になってきている。
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ASEAN担当 ～ 『国王賛歌（タイ）』

㈱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

在タイ中の毎朝(8:00AM)の通勤時、シリキットコンベンションセ
ンターやルンピニー公園（公共施設）を横切る際に見える、施設
内を歩くすべてのタイ人が足を止め王室の方角を向き、国王賛歌
を歌う光景は神々しく、まさに文字通り神化された王室、とりわけ
故プミポン国王（10月13日逝去）に対する信愛を強く感じる光景
であった。国王賛歌を歌うタイ国民の顔に、「やらされ感」は一切
感じなかった。それほどの敬愛を故プミポン国王は受けていた。

過去のクーデターの折にもそうであったように、メディア・情報
ツールは実質的に監視下におかれている。この辺りは、他の民主
国家とは異なるタイ独特の動きであろう。現軍事政権は「服喪期
間」ということを盾に、来年に予定される総選挙・民政復帰もやや
遅らせる可能性も否定出来ない。

2014年クーデター後、ようやく増加趨勢にあった自動車販売を
はじめとする個人消費をベースとした経済成長シナリオは、一旦
オフになったと理解する。他方、①財政出動（インフラ等公共投資
が中心か）、②バーツ安をテコにした輸出促進政策などを基に、
底上げ対策が出てくるものと考えられる。金利引き下げも議論さ
れている模様だ。弊社では次回Frontier Eyes（2月号）で実体経
済へのインパクトを検証・分析する予定である。

タイの友人は言う。「これで文字通りプミポン国王は神となった。
神である彼がタイを良い方向に導くはず。タイ国民はこれを信じて
一致団結するはずだ」。そんな想いで今日も国王賛歌を歌ってい
るか。心よりタイ復興を祈念する。
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中国担当 ～ 『ソニーと万達の提携で世界の映画館に巻き起こるか中国旋風』

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

中国の万達集団の王健林会長は9月23日、ソニー傘下の米ソニー・
ピクチャーズ エンタテインメント（SPE）と「オープンエンドの投資パート
ナーシップ」に合意したことを明らかにした。ハリウッドの主力映画会社
であるSPEにとって、この提携は明らかにプラスになる。ソニーは中国
実業界大物の資金を後ろ盾に得て、万達の巨大な映画館資源を活用
できる。万達は中国の映画館の大部分と米映画館運営大手AMCを所
有している。AMCはカーマイクとの合併で米国最大の映画館チェーン
に生まれ変わろうとしている。また、欧州の最大手オデオン＆UCIシネ
マの買収にも合意した。

ソニーは万達との共同製作を通じて中国の映画輸入制限を回避する
ことができる。中国での上映が認められたハリウッド映画の興行成績
は上々であり、映画興行収入上位10作品の半数はハリウッド映画が
占め、「ワイルド・スピード/ＳＫＹ ＭＩＳＳＩＯＮ」、「トランスフォーマー/ロ
ストエイジ」等が上位に入っている。ただし、共同製作と見なされるには
映画の一部を中国で撮影しなければならず、主な配役の最低３分の１
に中国の俳優を起用する必要もある。

王会長の夢は「ハリウッドを中国に持ち込む」ことだけではない。ソ
ニー映画の中で「中国的要素」を目立たせることを目指すという。中国
で観客を呼び込む為に地元の俳優を起用するだけでなく、海外での中
国映画の影響力を拡大しようとしている。

ソニーとは、米メディア大手バイアコムが傘下のパラマウント・ピク
チャーズの少数株式売却を中止したと発表した2日後に提携した。王
会長はパラマウント買収も狙っていた模様で、ソニーとの提携発表時
にハリウッド「６大」映画会社全てとの連携にさえ言及している。脱不動
産を進める万達の今後のエンタメとアミューズメントの世界における勝
算をじっくり見守りたい。
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