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『活況が続く工作機械業界だが、先行きに懸念も』



機械業界： 『活況が続く工作機械業界だが、先行きに懸念も』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

日本工作機械工業会が公表した2017年度の工作機械受注は、
前年比38％増の1兆7,803億円と過去最高（07年度の1兆
5,939億円）を10年振りに更新した。4月以降の受注は、4月
1,630億円（同22％増）、5月1,492億円（同15％増）と3月
のピーク（1,829億円）からは増勢が鈍化しているものの、同
工業会の2018年予想（前年比3％増の1兆7,000億円、月平均
1,417億円）を上回る高い水準を維持している。自動車、電機、
機械業界での設備投資が堅調であるほか、中国では高精度で自
動化設備の付加された日本の工作機械への需要が高まっている
ことなどが、その背景となっている。

一方、工作機械各社の株価をみると、18/3期の決算発表後
は軒並み下落に転じており、年初来安値を更新する会社が相次
いでいる。この背景には、(1)工作機械の受注に増勢一服感が
でている、(2)調達部品の値上がりや固定費の増加、(3)円安メ
リットの消滅などにより、さらなる収益の上振れが期待できな
いこと、などが要因と推察される。

工作機械の受注は、上昇と下落を概ね5～7年のサイクルで繰
り返してきた。今回の上昇は、2010年から始まり、過去最長
のサイクルの様相を呈している。ただ、直近では、世界経済の
減速懸念もでてきており、同セクターの株価は今後の受注下落
や世界経済のリスクを警戒しているとも言えよう。

現時点では、同受注が過去にみられたような大幅な下落を予
想する向きは少ないが、下落局面ではキャンセルの発生もある
ため、想定以上に下落するリスクがある。当面は、毎月公表さ
れる受注額は、世界景気のバロメータとしても注視されそうだ。

© 2018 Frontier Management Inc. 3

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。



参考：工作機械受注の推移
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出所：「日本工作機械工業会」、「BofAメリルリンチ・グローバルリサーチ」の資料を基にFMI作成
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参考：工作機械受注 ~地域構成比~

© 2018 Frontier Management Inc. 5

0

10

20

30

40

50

60

日本 北米 欧州 アジア

（％）

（年度）

出所：「日本工作機械工業会」、「BofAメリルリンチ・グローバルリサーチ」の資料を基にFMI作成



6

産業調査コラム
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消費全般：『チケット転売問題の本質とは』

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）
『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）

主要経済誌で、コンサートチケットの高額転売問題が提起さ
れた。全席一律価格で販売されるチケット。昔のダフ屋に替わ
り、今は「チケット流通センター」などネットでの2次流通が
主力。2017年の2次流通市場は900億円とも言われている。

日本では、平等主義が展開されている。本年春、人気歌手と
国会議員はチケット高額転売の法規制を推進。安室奈美恵さん
のラストツアーでは、徹底的な本人確認によって転売ゼロを目
指した。これらは「ファンを大事にする」という“感情的”平等
主義を軸にした論理展開と言える。

一方、米国のテイラー・スウィフトさんは、ダイナミックプ
ライシング（DP）を取り入れたチケット販売を行った。

DPとは、消費者の需要を見ながらチケット価格を調整する
手法であり、航空機・ホテル予約などで導入済み。週末など需
要期には値段が上がり、閑散期は値段が下がる。コンサートや
映画など収容数が固定化されたサービスでは、DP導入は消費
者の便益を高めることが経済学的に証明されている。

エンタメ業界で「販売開始直後に完売」と自慢げに言われる
が、経済学的に言えば単なるプライシングのミス。今後は、
DPが導入されることで「即日完売」は恥ずかしいことにもな
りうる。仕事や学業を横に置いて発売開始を待ち、即日チケッ
ト購入する“熱血な”人だけがファンではないということを、日
本のアーティストには想像して欲しいと思う。
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テクノロジー関連業界：『継続的企業価値拡大には、常に新たな成長戦略が必要に』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

CGCの導入から3年を経過し、多くの上場企業でガバナンス
の改革が行われた。まだ形骸的で道半ばの印象だが、経営に資
本市場ロジックを持ち込み、経営効率と成長戦略を推進する上
で前進したのは事実。アクティビストを主とする株主提案増加
で経営へのプレッシャーが増し、また新たなガイドラインも導
入されたことから、さらにガバナンス改革は加速していこう。

国内大手企業内でも、事業ポートフォリオ改革・外国人/女
性を含む過半数の社外取締役選任など、ガバナンス改革を先行
して進めてきた日立製作所の企業価値がさえない。業績を大き
く改善させ、「過去最高益更新・中期計画達成に目途」だが、
企業価値は2014年末8.3→直近5兆円と、40％減少。同期間で
時価総額は4.3→3.8兆円へ減少し、三菱重工との訴訟や原子力
発電所計画が、リスク要因としてネガティブに影響と推測。た
だ企業価値減少の最大要因は、日立キャピタルのマジョリティ
売却による有利子負債減（同3.4→1.2兆円）。

アナリストレイティングは4.7（証券アナリストが5段階評価
で格付けしたもの）、外国人持ち株比率45％弱と、既に多くの
資本市場関係者は日立が日本屈指の優良企業であると認識。一
方同時に想定以上の成長やポジティブサプライズが期待できる
企業規模とも考えておらず、バリュエーションの低下が顕在化
している。一定の収益回復後は、余裕ある資金を用いトップラ
インを含む成長シナリオが企業価値拡大には必要な可能性が高
く、来年発表の次期中計成長戦略に期待したい。
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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。



電子デバイス・材料業界：『カネではなく人を残す』

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）
『この本を読まずに死ぬな！人生を変える珠玉の15冊』（静山堂書店 2018年）
『図解入門業界研究最新電子部品産業の動向とカラクリがよ～くわかる本』（秀和システム 2018年）

弊社は、各種の経営業務支援を行っている。

先日、あるハイテク企業に経営支援業務のご提案を申し上げ
た。弊社からの提案金額について、同社を紹介していただいた
方から、「高い。想定していた価格の二倍だ」との指摘をいた
だいた。

その意見に対して、僭越ながら、「私たちは、弊社のお客様
に技術を安売りすべきではないとご提案申し上げている。その
ような私たちが自らを安売りしているようでは全くおかしなこ
とであるので、お受けできない」と申し上げた。

その時、当該企業の社長は以下のようにおっしゃった。

「設備投資と称して機械に3000万円、5000万円と投資をする。
しかし、設備は時間と共に減価する。3年もたてば価値は半減
する。一方、今回のプロジェクトは人に残るはずだ。これは、
むしろ時間が経過するほど価値があがる」

身の引き締まる思いであったが、この言葉をお聞きして、筆者
が思い出したのは以下の、後藤新平氏の死の間際の言葉とされ
る一文である。

「金を残して死ぬ者は下、仕事を残して死ぬ者は中、人を残し
て死ぬ者は上」
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先端領域： 『幻滅期の3Dプリンティングでもうすぐ運河に橋がかかる』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

主要技術の特許が切れて米3Dシステムズが登場した数年前、
「図面をD/Lするだけでモノづくりができる」というキャッチ
コピーで世界中から投資を集めた3Dプリンティングは、一般
的には「幻滅期」にあるとされる。確かにモノづくりはできた。
ただし当時の樹脂積層型3Dプリンターは、「遅すぎて高すぎ
る」代物だと見做されてしまったのだ。

しかしよく見ると状況は大分変ってきている。Boeing機の
エンジンで使用するノズル、アディダスの運動靴、フランスで
は世界初の「入居者のいる住宅」も存在している。極めつけが
オランダのMX3Dというベンチャー企業が挑戦している「長さ
12M、重量4.5トンという鉄橋を金属3Dプリンタで『印刷』す
る」プロジェクトだ。工場内に再現された岸壁の上で、3Dプ
リントが始まった（注）のは2017年3月。約1年かけて両端か
ら少しずつ橋を出力したということになる。まだ欄干など未出
力部分はあるが、2018年3月末に橋がつながった状態にまでこ
ぎつけた。現在はデザイナーとエンジニアによる耐久性検証の
最中だが、近くアムステルダム運河のレッドライト地区に設置
され、公開されるとのことである。

富士経済研究所によると、金属3Dプリンタの世界市場は
2015年、2016年と横ばいできたものの、2017年は622億円
で2016年比の124.9％の成長率になったと推測される。2022
年には1,595億円に成長すると予測している。米HPの調べでは、
3Dプリンターと関連市場規模は年40億ドル。年率30％の伸び
が続き、21年には180億ドル規模になるとされる。

幻滅期を抜けるのは案外早いかもしれない。
（注） 溶接機をとりつけたABB製の6軸産業用ロボット４台を自作「プリンタ」と

して活用している。データ出所は各種二次情報より。
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2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社｡

アクセンチュア㈱では、製造・流通業のコンサルタン
トとして、構想立案から業務プロセスの導入・定着化
及びIT導入までを一貫して支援。上海オフィスとの協
働プロジェクトなどに関与。全社予算管理、マーチャ
ンダイジング改革、経営効率改善、事業再構築、全社
ITマネジメント、サプライチェーンマネジメント等に
経験を持つ。

フロンティア・マネジメント㈱では、化学、材料、電
子部品、機械、自動車OEM・自動車部品、エレクトロ
ニクスなど製造業中心に、長期ビジョンや新規事業探
索などの戦略策定及び実行支援、中期経営計画策定な
どを責任者として推進。その他、教育、エンタテイン
メント、金融など各種サービス産業への戦略策定支援
や中央省庁委託事業等に従事。

M&Aアドバイザーとして、エレクトロニクスメーカや
住宅メーカー、電子部品材料、自動車部品企業等にお
けるM&A戦略策定やビジネスDDなどのエクゼキュー
ションに関与し、日立製作所による日立セキュリティ
サービス株式の綜合警備保障（ALSOK）への譲渡など
を担当。
コンサルティング部門における人工知能、IoTなど先
進テクノロジー領域におけるリサーチ、知見蓄積やデ
リバリーメソッド開発のリーダー。



メディア・エンターテインメント業界： 『ポケモングッズ自販機に注目』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

ポケモン関連のライセンスを管理する株式会社ポケモンは、
6月8日に、ポケモングッズを店頭販売する「ポケモンセン
ター」のオリジナル人気グッズを購入できる自動販売機「ポケ
モンスタンド」を、羽田空港、台場、海老名サービスエリア、
足柄サービスエリアに設置したと発表した。「ポケモンスタン
ド」は、グッズ販売機能の他、大型デジタルサイネージを有し、
スマホゲーム「ポケモンGo」との連動機能も有するなど、ポ
ケモン関連の情報端末としての機能も有する。

人気キャラクターグッズの販売場所は、玩具店や専門のキャ
ラクターショップが中心となっているが、ポケモンというグ
ローバルでも人気の高いキャラクターの関連商品が、大型サイ
ネージ付自動販売機で国内販売されるケースは画期的と考えら
れ、その訴求力や効率性が、店舗販売をどう補完するかが注目
される。

その効果が大きいと認知されれば、他の人気キャラクター関
連商品、例えばサンリオ商品やスタジオジブリ関連商品等も、
大型サイネージ付自動販売機で販売されることが期待される。
サンリオは、先日発表した中期経営計画で、アニメ/ゲームの
強化を掲げており、サイネージ付自販機の情報端末機能を活用
して、新しいコンテンツのアピールや、スマートフォンとの連
動も可能となろう。

実店舗の人手不足が叫ばれる中で、単に無人販売機能を取り
入れるだけでなく、新しい訴求機能を有した大型サイネージ付
自販機の国内展開や普及に注目していきたい。
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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。



小売業界： 『フリマアプリとGDP統計』

大型上場として注目を集めたメルカリのIR資料が開示された。
18年3月時点の月間アクティブユーザー数は1,050万人、月間
総取扱高は324億円(単純な年換算で4,000億円弱) と、サービ
ス開始からわずか5年で驚くべき成長を遂げている。

興味深いのは、メルカリのユーザーの平均利用時間が月5.3
時間と、ECアプリ（月1~2時間）はおろかSNS(Facebook4.1
時間、Instagram4.3時間）さえも上回っていることだ。メル
カリがユーザーに提供している価値は、個人間の中古品の売買
仲介だけではなく、商品の売り手と買い手の間のコミュニケー
ションやアプリ利用時の楽しさといった要素を多分に含んでい
る可能性がある。メルカリを代表とするフリマアプリは、限り
ある消費者の可処分時間を巡る企業競争においても頭角を現し
始めている。

また、メルカリのようなシェアリングエコノミー型の消費者
サービスの増加は経済統計に微妙な影響を及ぼすであろう。
年間4,000億円の個人間取引に一般的な中古品販売業者が介在
したならば50~60%の付加価値率(粗利益率)で転売され、
GDP(名目個人消費)に4,000~4,800億円の貢献となる。しか
し、これが4,000億円の下代にメルカリが10%の手数料を受け
取るだけの場合は、GDP寄与は400億円にとどまる。両ケース
の差額の3,600~4,400億円がＧDPから消失する計算である。

この金額は名目個人消費の0.1%に過ぎないが、メルカリ一
社に限らず同種のシェアリングサービスが増えていけば、GDP
への影響は無視できず、経済統計の再定義を巡る議論も俎上に
上るであろう。
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山手 剛人

Taketo Yamate

シニア･アナリスト

1999年にウォーバーグ・ディロン・リード証券会社
（現UBS証券会社）に入社。2003年に同社株式調査
部で小売セクター担当のシニア・アナリストに就任。
2010年にクレディ・スイス証券会社に移籍。小売セク
ター担当のアナリストと消費関連産業の調査グループ
リーダーを兼務。2017年にフロンティア・マネジメン
ト（株）に入社。

1999年から2017年までの18年間、消費産業（小売、
食品、消費財）の産業・企業調査に従事。50社以上の
上場企業の株式格付を担当。

UBS証券会社では2002年に史上最年少でシニア･アナ
リスト（食品、消費財セクター担当）に就任。 日経
ヴェリタス「人気アナリストランキング」では継続的
に上位にランクイン（最高順位は2010年の総合小売セ
クターで2位）。

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）
主な著書



中国担当：『618とニューリテール』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

中国でのECセールスではアリババの「双11」（11月11日）
が最大イベントで競合他社も同日に大規模プロモーションで毎
年売上を伸ばしている。

しかし、実は京東(JD、NASDAQ上場）が開始した「618」
（6月18日）も大きなイベントとなっている。

同社創立記念日でのプロモーションとして始め、16年より取
引高を公表する様になると共にアリババ、同業他社も「618」
セールスを謳い、年2度のB2C大イベント化している。

6/1-6/18と19日間に及ぶ中、本年、参加者3.6億人、JD取
引高は1,592億元（約2.7兆円）（前年比+32.8%）を記録し
た。

今年の特徴は、リアル店舗約50万店舗との連携を強化し、業
務提携しているウォルマート、国内大手スーパーの売上高を大
きく伸ばした事にある。

これは、ニューリテールを唱えたアリババも同じで、商品紹
介と販促をオンラインとオフラインで同時に行い、単なる価格
訴求型からの転換を図っていると見られる。

JDは、オーダー品の翌日以内配貨率を90%超とし物流ス
ピード、品質、新技術の宣伝の場にしている。

そして、この期間中、インドネシア以外にタイでの営業開始。
期間最終18日にグーグルから5.5億米ドル出資受入を発表と、
中国以外への取組みを強くアピールしている。

アリババとのニューリテール競争は更に激化するが、日本市
場への影響も起こり得ると考える。
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㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤務。
Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本社、
Tomen（America）Corp.シカゴ支店、㈱トーメン食
料本部、東棉（北京）駐在事務所に勤務。東棉（北
京）（大連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司 総
経理を経て豊田通商㈱との合併。豊田通商（天津）有
限公司 副総経理に就任。豊田通商㈱食料本部食品部、
食料事業部に勤務。その後、サンヨー食品㈱海外事業
部勤務。2014年にフロンティア･マネジメント㈱に入
社。

豊田通商㈱入社後は、食料本部にて畜産、食品、食糧
トレーディング、同海外法人にてマネジメント、現地
でのトレーディング、新規ビジネス開発業務に従事。

豊田通商㈱食品部部長としては、投資案件立案や実行
に従事するとともに、各関連企業取締役として企業運
営を行う。

サンヨー食品㈱では、海外事業部部長として米国、中
国事業管理を行う。



ASEAN担当： 『マハティール暫定政権 課題の洗い出し』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

前月号に続き、マレーシアにおける政権交代後の状況につい
てアップデートする。メディアへの露出は相変わらずマハ
ティール暫定首相が中心である中、前回執筆時点からの1か月
間の興味深い動向や発言を改めて以下に列挙し俯瞰する。

政府債務額の上方修正（従来の政府債務に加え、国営企業
の債務保証＋官民連携事業のリース料残高上乗せ）。結果、
従来債務額の5割増、GDP比でアセアン域内最大

マレーシア・シンガポール間を結ぶ高速鉄道計画の中止に
加え、中国企業に発注・着工済み（中国輸出入銀行の融資
あり）の東海岸鉄道も建設条件見直す方針

中央銀行総裁辞任、法務大臣の更迭他、いずれもナジブ政
権時に同氏と近い立場でいた国営企業経営者の辞任が続く
（ナジブ氏はすでに実質軟禁状態）

その他、国民車メーカーの新設・自国民優遇政策（ブミプ
トラ）維持・ルックイースト政策など

マハティール氏の勝因には、選挙公約した事項にある①ナジ
ブ政権時のインフラ投資の裏に、様々なトリック・密約・カネ
が動いていたことを暴くことだけでなく、②消費税を撤廃する
点もある。これが実施されなければ暫定政権への国民からの信
頼は即座に落ちる。つれて、民間消費がGDPの5割超を占める
同国において財政収支構造の転換は急務である。これは同国内
政策のみでの実現はムリであり、①輸出促進、②同国インフラ
投資に対する政府負担縮小、③債務保証解除等の政府債務削減
に協力する国との連携を強める可能性が高い。日中両国政府が
同国にどのようにアプローチし関係再構築に動くか注目したい。
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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。



アメリカ担当： 『GEに見るIoTビジネス戦略』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

米国ダウ・ジョーンズ工業平均株価指数からGEが外れるこ
ととなった。GEは同指数が発足した1896年から採用されてい
る唯一の会社。金融・家電事業を売却し、産業向けへ舵を切っ
ていた。 また、IoTプラットフォーム『プレディクス』を大々
的に推進し、従来の製品販売・保守サービス混合型のモデルか
らより継続的かつ高利益率のソリューション・サービス収入中
心のモデルへの移行を目指していた。

しかし、発電事業の不振、保険事業の損失などにより、この
1年で株価は半値へ。プレディクスは失敗か？との声も囁かれ
始めている。

業績悪化を受けて、GEは航空・ヘルスケア・発電/再生エネ
ルギー事業への選択と集中を行うと共に、プレディクス戦略も
見直し、GE製品を導入済み、またはGEの事業分野に集中する。
プレディクス導入率は、GE事業分野以外での導入率と比べて2
倍の差があるという。リソースを集中することでコスト削減に
もつながる。

業種横断型プラットフォーマーの地位を狙っていたGEが、
業種特化型プラットフォーマーへと戦略転換をした。IoTプ
ラットフォーマーの戦いの勝者はどのような形となるのか？業
種毎・地域毎に特定のプラットフォーマーが高シェアを握るの
か、圧倒的な業種横断型プラットフォーマーが覇権を握り、そ
の上に業種毎のアプリケーション勝者が現れるのか？そこまで
に至る道のりの中で、自社をどのようにポジショニングし、収
益を確保するのか、日系企業にも大きな示唆がありそうだ。

© 2018 Frontier Management Inc. 15

シティバンク銀行㈱に入社。その後、大和証券SMBC ㈱ 、
会計系コンサルティング会社（香港・日本）を経て、2014
年にフロンティア・マネジメントに入社。2017年6月
ニューヨーク支店長に就任。

大和証券SMB(株)Cでは、電機・機械等の製造業を中心に
M&Aアドバイザリー業務に従事。会計系コンサルティング
会社ではマネージャーとして、DD・バリュエーション、ク
ロスボーダー、M&Aアドバイザリー、事業再生、日系企業
のアジア進出における会計・税務コンサルティング等の業
務に従事。うち約2年半は香港事務所に駐在し、ジャパン・
デスクの立ち上げを担当。

フロンティア・マネジメント(株)では、日立製作所による日
立セキュリティサービス株式の綜合警備保障（ALSOK）へ
の譲渡、日立製作所による米Genpactへの日立マネージメ
ントパートナー財務ソリューション事業の売却、ソニーの
日本・タイ・マレーシアにおける物流事業の三井倉庫ホー
ルディングスへのカーブアウトに関するFA業務、三井住友
FG・三井住友銀行とGMOインターネット・GMOペイメント
ゲートウェイにおける資本業務提携等にかかるFA業務など
を担当。

AI・IoT・モビリティ・シェアリング・フィンテック・フー
ドテック・ヘルスケア・その他テクノロジー関係に造詣深
い。北米・アジアにおける動向をフォロー。
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