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『電子情報産業における日本のポジション』 



テクノロジー関連業界：『電子情報産業における日本のポジション』（1/2） 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 2016年は政治を中心にコンセンサスと異なる結果が出た。

これらは年明け以降に具体的移行プロセスに入り、順次実態経

済に対する影響を及ぼすものとみられる。当面日本は少なくと

も政治的に安泰な状態だが、来年には中国での体制問題があり、

世界経済は予断を許さない。引き続き注意が必要だ。 

 JEITAによると世界の電子情報産業の生産額は、284兆円と

2016年比で9%程度減少となる模様だ。これは円換算時の円高

の影響。US$ベースで換算すると約2%程度の増加となる。

リーマンショック以降、産業は通信機器とその関連部品・サー

ビスで拡大してきたが、2015年以降は明らかな伸び悩みを見

せており、次期の牽引役が見当たらない。ちなみに昨年同期に

発表された2016年の見通し比では、AV機器・通信機器・コン

ピュータ・ディスプレイデバイスで、大きく下回っている。 

 世界シェア13%を持つ日本の電子情報産業の特徴は、①電

子部品/AV機器が強い、②通信機器・ITソリューションが弱い、

等縮小領域で強く成長領域で弱いこと。今後期待されている

B2B・B2C両分野におけるIoT関連デバイス・機器でも、イ

メージセンサを除きポジションは良くない。過去の成功体験を

脱し、成長性の高いITソリューションや新たなデバイス、通信

機器などでのアグレッシブな投資→成長戦略が必要と思われる。 
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 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。 



テクノロジー関連業界：『電子情報産業における日本のポジション』（2 /2） 
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世界の電子情報産業生産額推移（US$ Bn) 

分野別成長率の状況（13-17年のCAGR、%) 世界の電子情報産業生産額推移(兆円） 

2016年分野別日系企業の世界シェア(%) 

（注）1.2016Aは2015年末における2016年の予測、2016Bは2016年末における見込ベース。 出所：JEITA資料をもとにFMI作成 
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産業調査コラム 
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流通業界：『Amazonが発表した２つの衝撃』 

 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。 

松岡 真宏 

Masahiro Matsuoka 

代表取締役 

主な著書 

『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） 

 2016年12月、Amazonが2つの衝撃ニュースを発表した。
レジの失いコンビニ「Amazon GO」と、商品のタグのボタン
を押すだけで再注文できる「Amazon Dash Button」。前者
の方が視覚に訴えるため、メディアで大きく取り上げられた。
入店時にゲートセンサーにスマホでタッチし、買いたいものを
バッグに入れて、そのままゲートから出る、という「Amazon 
GO」は大変魅力的な店舗である。ただし、この店舗は、レジ
通過がないという効率性の追求以外は本質的な面白味は少ない。 

 小売業界の構造変化という点では、「Amazon Dash 
Button」の方が興味深い。この仕組みは2015年4月に米国で
スタートし、2年目の売上は前年比5倍となっているようである。
Dash Buttonとは、Amazonで販売されている日用品を、ボタ
ンを押すだけで再注文できる小型デバイスである。スタート時
の商品は、洗剤、シャンプー、飲料水など40種類強だが、徐々
に品揃えを拡大させる予定である。 

 更に興味深いのは、使っている日用品の残量が少なくなると、
それを自動発注する「Amazon Dash Replenishment」とい
うサービスである。消費者は従来スーパーでまとめ買いしてい
たが、一人世帯の増加や都市化により、コンビニで日用品を購
入するようになった。しかし、自動発注サービスが進むと、コ
ンビニで買うことさえ煩わしくなる。現在行われている通販の
受け取りではなく、各自宅に宅配ボックスが設置されるように
なれば、繰り返し購買する日用品は、Amazonから自動的に届
けられる商品となるであろう。Dash Buttonは小売業界の構造
を変えうる隕石となるかもしれない。 
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情報通信業界：『AI時代の新規参入戦略』 

 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。 

合田 泰政 

Yasumasa Goda 

常務執行役員 

 AI等を活用して自動車やライフサイエンス分野へと異業種が

新規参入する動きが加速しており、直近でも注目すべき発表が

相次いだ。前者では、これまで自前での自動運転車開発を志向

してきたGoogleが、フィアット・クライスラーに続きホンダ

とも自動運転車開発での提携を発表。また後者に関しては、

NECがAI技術を活用した創薬事業への参入を発表している。 

 インターネットという既存流通の代替網が普及し始めた際に

も、新規参入が多数発生した。最も成功したのが、書籍や音楽

などの「情報」を扱う業態であり、リアルでの流通業態はほぼ

消滅するに至った。次に成功したのが、画一的な工業製品の流

通業態であり、これには家電やアパレルなどが該当する。新規

参入が難しかったのは、サプライチェーンの管理が難しい生鮮

食料品や購買プロセスそのものが楽しみでもある高額商品であ

る。 

 AIを梃子にした新規参入についても同様の事象が予想される。

ビッグデータ解析等が付加価値の大半を占める業態では、旧来

型事業者は姿を消していくだろう。一方、その先のエフェク

ター（自動車で言えば、車軸やブレーキが必要なように）の付

加価値も高い場合には、新規参入事業者単独での事業化ハード

ルは高い。（この先の展開は不明であるが）NECがほぼ単独で

創薬事業を始めるのに対し、Googleが自動車メーカーとの共

同開発へとカジを切ったのはこうしたことが背景にあるものと

考えられる。 
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消費財業界：『事業領域を広く捉える ～IT企業が消費財メーカーの競合に？』 

松本 渉 

Wataru Matsumoto 

コンサルティング第2部長 

 ネスレ日本は、Bluetooth機能を搭載しスマートフォンと連

携するコーヒーサーバー「バリスタi（アイ）」を発売した。無

料の専用アプリを使って、コーヒーの濃さや泡立ちを自分の好

みに合わせて自在に調整できる。このレシピ情報は他のサー

バーにも連携可能で、サーバーが全国各地の飲食店等に普及す

れば、いつでもどこでも自分好みのコーヒーが飲める世界が実

現する。 

 事業を成長させるには、事業領域、すなわち自らが属する競

争の戦場を広く捉えることが重要だ。事業領域をインスタント

コーヒー製造と定義すれば成熟する同市場でのシェア争いしか

見えてこないが、日常生活の中でコーヒーを飲む場面全てに関

わろうとすれば、上記のような野心的な取り組みも視野に入る。 

 事業領域を広く捉えると、異業種との競争や協業の将来像も

見えてくる。ネスレ日本は「バリスタi（アイ）」に次ぐ次世代

コーヒーサーバーをソニーモバイルコミュニケーションズと共

同開発している。グーグル等のIT企業に自動車メーカーが感じ

ている脅威も、食品メーカーにもそのまま当てはまる可能性が

ある。 

 2017年も業界をまたいだ競争が激化すると考えられる中、

自社の事業領域をより広く捉えなおし、成長を実現するクライ

アントが生まれることを願っている。 
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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。 



ヘルスケア業界：『再生医療の産業化に向けて』 

小林 創 

Hajime Kobayashi 

マネージング・ディレクター 

 ヘルスケア業界においていま最もホットな領域のひとつが再
生医療であり、次代の成長を担う市場機会を捕捉すべく、医薬
品業界各社のみならず、電機、機械、IT等異業種プレイヤーが
続々参入しているのは周知のとおりである。 

 再生医療は広義には従前から行われている臓器移植を含む広
範な概念であるが、注目されている幹細胞による治療は、開発
は進められているものの未だ臨床ではほとんど行なわれておら
ず、いままさに再生医学から再生医療への移行が進まんとして
おり、市場は萌芽期、産業化は未だこれからという段階にある。 

 医薬品産業は未充足医療ニーズを財政逼迫の中、技術革新を
以て充たす上で構造変化のさなかにあり、その上で最大の障害
となるのは、オートメーションに対する抵抗である。 

 ヘルスケア領域は、AIもIoTも、またロボットも指数関数的
速度で進展し、診断から治療に至る随所で実用化が活発に進ん
でおり、医薬品の生産も対象として除外されるものではないが、
現実には既存プレイヤーの意識は依然として旧態のままである。 

 異業種プレイヤーが果たすべき役割は、既存プレイヤーに支
配的な旧来のパラダイムを打破し、プロセスの定義に始まる
オートメーション（モニタリングを含む）を、ひるむことなく
共創していくことにある。オートメーションにより可視化・制
御されたプロセスを創り、製品の品質に関する再現性を担保し
かつ大幅にコストも下げることで経済的問題も解決する、その
ビジョンを力強く描き共有することが今まさに求められている
ことと考える。 
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 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。 



自動車業界： 

加藤 摩周 

Mashu Kato 

シニア･アナリスト 

 2017年春に期限が切れることになっていたエコカー減税に

ついて、2年延長したうえで段階的に対象車種を絞る形になる

ことが2017年度与党税制改正大綱で決定された。 

規模縮小ながら減税が維持されたことで自動車業界は一安心だ

とみられるが、税制にも「国際競争力強化に向けての誘導」と

いう視点が必要になりつつあるとみられる。 

 国内でも高齢者による自動車の操作ミス等の事故が多く報道

されているが、これに新型車に装着されるようになった予防衝

突安全ブレーキや、アクセル・ブレーキ踏み間違い防止装置が

搭載されていれば予防できたとみられる事故は少なくないとみ

られる。すなわち税制に燃費基準だけではなく、安全性・自動

運転等の基準も盛り込むことが社会的ニーズとして出てきてい

る。 

 燃費に加えこれらの要素が加えられることで、社会的ニーズ

に応えるだけではなく、普及を通じて開発スピードが上がり、

量販メリットでコストが低下すれば先進システムにおける国際

競争力強化も期待できる。次期改正大綱では社会的ニーズや国

際競争力強化の視点が加えられることが望まれよう。 
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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）。 

『延長されたエコカー減税 
          ～燃費だけでなく安全性・自動運転等の視点も必要』 



電子デバイス・材料業界：『ハイテクから医療へ』 

 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。 

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） 

『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） 

 ハイテク産業の三種の神器（テレビ、パソコン、電話）の成
熟を受けて、多くの企業が自動車、医療、産業機器への展開を
目指している。 

 自動車への展開の成功事例として、昨年のメルマガではマブ
チモーターの構造転換を紹介した。同社においては、自動車関
連の売上高が全体の70％を占め、最高益を記録することも遠く
ないと筆者は考えている。 

 今回は、ちょうど一か月前の日経新聞一面を飾った日東電工
の医薬品産業への展開の事例である。同社の『医療及びメンブ
レン』事業の営業利益の今期計画は170億円（２年前は20億
円）である。 

 日東電工は、核酸医薬と呼ばれる先端医薬の事業化を目指し
ている。医薬品事業を成功させることは容易でないことはよく
知られている。巨額の投資が前提であり、かつ、販売が認可さ
れる確率は１／５０００ともいう。日東電工が医薬品事業に本
格的に取り組んでからほぼ１年になるが、わずか１０年で営業
利益100億円を計上できる医薬品事業を立ち上げたことは驚嘆
すべきであろう。 

 日東電工はどうやって成し遂げつつあるのか？詳細は拙著
「電子部品 営業利益率２０％のビジネスモデル」をご参照い
ただきたいが、重要なポイントは「自分が理解できる分野から
徐々に」「人のふんどし」である。全社については、ハイテク
産業で言うところのEMSから参入し、後者については、自己資
金を極力使わず外部資本をきわめて有効に活用した。非常に学
ぶべきことが多い事例である。 
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メディア・エンターテインメント業界：『大阪のエンタメ機能強化に注目』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 12月15日に、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関す
る法律案」、所謂「カジノ推進法案」が成立した。今後1年程
度で、具体的な制度設計を盛り込んだ「カジノ実施法案」が整
備される見込みとなっている。 

 ギャンブル依存症への懸念等で異論も見られたが、ようやく
法案成立となり、2020年の東京五輪開催までの開業は間に合
わない可能性が高いものの、訪日客数増や施設投資、税収増と
いった経済押し上げ効果が期待されるプロジェクトが進められ
ることとなった。候補地としては、大都市圏を後背地とした横
浜、大阪が有力と見られているが、特に大阪のカジノ施設開業
に注目したい。 

 大阪の候補地は、“大阪府の負の遺産”と揶揄される大阪湾の
埋め立て地「夢洲」である。「夢洲（ゆめしま）」は、ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン(以下USJ）所在地の西方近辺に
位置する人工島で、150ha以上の広大な空き地が存在する（埋
め立てが完了すれば更に土地面積は拡大）。大阪府は、ここに
カジノを含むIR施設ならびに2025年の万博を誘致する方針を
示している。 

 日本のIR事業のモデルとされるシンガポールでも、セントー
サ島では、ユニバーサルスタジオとカジノが併存する一大リ
ゾート地となっている。現時点では、IR施設が各都市でいくつ
設けられるのかは不明だが、大阪は、入場者数好調ならびに任
天堂エリアの新設などの積極投資が伝えられている近隣のUSJ
の拡充と、「夢洲」のIR施設整備により、強固なリゾートエリ
アを形成することで、エンタメ機能を大きく強化させることが
可能となろう。 
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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。 



機械業界：『スマート農業への取り組みを積極化』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 日本の農業機械の市場は、横ばいから漸減傾向が続いている。
この背景には、農家戸数及び農業人口の減少、米価低迷に伴う
農家収入の減少などがある。日本の農家戸数は、1980年466
万戸から2010年253万戸、2015年215万戸、農業就業人口は
同697万人から261万人、209万人と大幅に減少している。加
えて、農業従事者の平均年齢は、後継者難もあり、1995年
59.6歳から2015年67.1歳と高齢化も進展している。 

 こうした環境下、若年層の農業従事者の確保、もうかる農業
の仕組みづくり、熟練農家の技能継承などのために、ICT（情
報通信技術）を農業分野にも活用する動きが活発化してきてい
る。 

 日本の農業機械メーカー各社は、ICTを活用した情報管理シ
ステムや農業機械を投入している。コンバインには食味（タン
パク・水分）・収量測定機能を、田植え機には肥料散布量の電
動調整機能を、トラクタには無線LAN機能を、それぞれ装備し
て情報管理システムに連動させている。メリットとして、
（1）トラクタでは、直進走行が容易となり、作業時間の短縮、
燃費改善に寄与、（2）田植え機では、効率的な肥料散布によ
るコスト低減や収穫物の品質向上、（3）コンバインでは、圃
場毎の作物・作業情報を蓄積・分析することで、翌年度の食味
や収量改善が図れる、などがある。 

 スマート農業を普及させるための課題として、農業機械の低
価格化、技術サポート体制などがあるものの、農業機械の分野
でも、ICTの活用により顧客の収益改善につながるソリュー
ション力を高めることが重要になりつつある。 
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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。 

 



紙・パルプ・ガラス業界：『3Dプリンタ』 

石橋 克彦 

Katsuhiko Ishibashi 

シニア・ディレクター 

 様々な工業分野において活用が進められてきた3Dプリンタ

だが、建設業界においても導入が進み始めている。UAEの首都

ドバイでは3Dプリンタで作ったオフィスがこの6月にオープン

した。中国では既に3Dプリンタを活用したマンションも建築

されている。また住宅分野だけにとどまらず、土木分野でも、

スペインのマドリード近郊において3Dプリンタで建設された

実物の橋が完成し、この12月にお披露目となっている。 

 もちろん耐震強度などクリアすべき課題はまだまだあるのだ

が、世界的には発展途上国において低所得者向けの住宅として

の活用が検討されているようである。具体的には建設現場の周

辺で調達した原材料、例えば草や土を用いて、3Dプリンタで

住宅を建設するという発想である。もちろん大規模な地震が来

れば崩れてしまうのだろうが、それ以上に低コスト・短期間で、

高い専門技術も必要無く住宅を作れてしまうというのは、こう

いった国々において大きな魅力である。 

 日本でも将来的にはセメントや強化プラスチックなどを原材

料として住宅を建築する時代が訪れるのだろう。それ以前に、

例えば道路脇の側溝やブロックなど、比較的強度に対する基準

が緩い分野における3Dプリンタの活用はそう遠くない将来に

実現するものと思われる。 
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 ㈱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。 



ASEAN担当：『AEC 1st Anniversary』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 2015年12月31日、ASEAN経済共同体（AEC）が域内の貿
易自由化や将来的な市場統合を見据えて加盟10か国により発足
したとして、各メディアを賑わせた。あれから一年、域内経済
規模の大きなタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、
ベトナムにシンガポールを加えた主要5か国の今日の株価と自
国通貨（対ドル）を俯瞰すると、が2015年末を上回る（※為
替は自国通貨高の意）のは、タイとインドネシアの2か国のみ
である。近年域内で高いGDP成長率を示すフィリピン（1－9
月：前年比+7.1％）やベトナム（同+5.9％）は4Qに入り株価
が急速に下落し昨年末水準を下回っている中、タイなどはネガ
ティブイベントがあったわりに、比較的堅調な市場動向であり、
改めて①産業基盤が存在すること、②現軍事政権の手腕・中銀
との連携・金融政策が相応に機能していることを示している。            

 フィリピンのように内需が経済を牽引しながらも、産業基盤
は脆弱、且つドゥテルテ大統領政策への嫌気も手伝い、外国人
投資家からの株式売り越しに繋がっているのとは対照的である。 

 2017年は、ASEAN各国とも、とくに政治的な不安定さは、
引き続き継続されると思料する。そのような状況下、米国トラ
ンプ大統領の就任式に宣言されることが見込まれるTPPの離脱
もあり、市場統合などの包括的な議論は引き続き下火になるだ
ろう。他方、①国境を接するグレーターメコン経済圏（GMS）
を中心とした道路等インフラ整備は着々と進み、②中国・米国
（＋日本も含まれるものと思料する）による個別各国への通商
交渉のアプローチが強化することで、更に経済共同体としての
議論はしづらくなり、結果としてASEAN各国間の経済格差は
一層広がる可能性が高くなると考えられる。 

2017年もASEAN域内の動向をウォッチしながら、クライアン
ト各位の事業戦略の一助となりたい。 
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 ㈱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。 



中国担当：『中国企業、株式による資金調達に回帰か？』 

榮 智亮 

Rong Zhiliang 

ディレクター 

 中国株の急落から１年近く経過し、株式による中国企業の資
金調達が再び増えている。政府はこれを密かに後押ししている。
中国証券監督管理委員会は今夏以降、IPOと新株発行の承認
ペースを加速、今年これまでに国内株式市場で調達された資金
は総額１兆5400億元（約25兆6千億円）で、前年同期比29％
の増加となった。 

 中国の新株発行の動きの復活には2つの要因がある。まず、
市場環境が安定してきたこと。上海総合指数は現在まだ年初を
9％余り下回っているが、1月後半につけた安値からは21％上
昇し、強気相場入りしている。次に、中国の政策当局者は企業
が過度に借り入れに依存することを警戒している。中国企業の
債務総額はGDP比で148.7％と、08年の90.2％から大幅に増
え、中国の銀行や債券市場では緊張が高まっている。今年1～6
月にIPOを承認された企業は61社、それ以降は172社となって
いる。11月には月間最多の52社が承認された。こうした新株
発行による資金調達の勢いは、政府が中国の債務水準引き下げ
を最優先課題にしていることの表れであろう。 

 過去にも政府は企業に株式市場での資金調達拡大を求めた経
緯がある。14年の年末から15年の年初にかけて、国有企業に
新株発行による資金調達を増やすよう再三にわたり指示を出し
た。このため上海総合指数は15年前半に60％近く上昇し、そ
の後急落した。だが政府は今回、資金調達手段として新株発行
をあまり声高に勧めていない。このところ加速したIPO承認
ペースに株式市場は「冷静に」反応している。最近の展開は以
前打ちのめされた市場が資金調達の機能を回復しつつあること
を示していると思われる。 
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 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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