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『台湾企業の月次売上高…需要拡大と占有率低下』



電子デバイス・材料業界：『台湾企業の月次売上高…需要拡大と占有率低下』

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

執行役員 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）

毎月公表されている台湾企業の月次売上高でやはり特筆すべ
きは、受動部品企業二社（YageoとWalsin）の売上高である。
7月の二社合計の売上高は前年比でなんと3.5倍であった。セラ
ミックコンデンサへの旺盛な需要を反映したものと考えられる。
セラミックコンデンサは、現在、ハイテク産業において調達が
最も困難な部品といってよい。

日本のセラミックコンデンサ企業の売上高も順調に拡大して
いるが、さすがにこのような伸び率ではない。例えば、世界占
有率40％程度を誇る村田製作所の第一四半期のコンデンサ事業
の売上高は1,265億円（前年比＋31％）であった。同社のコン
デンサの受注残は急激に拡大しており、第一四半期末で1,650
億円程度に達している。そのため、同社の設備投資は2017年
度実績が3,066億円、今期は3,400億円が予定されており、あ
たかも半導体企業のような設備投資金額になっている（昨年度
の同社の全社売上高は1兆3,700億円）。

これだけの投資をしても、需要に追い付くことができず、台
湾の二社が占有率を急激に獲得していることになる。占有率上
位企業が市場と同じペースで売上高を伸ばすことは至難ではあ
るものの、思わぬ需要の拡大は下位メーカーに占有率獲得の機
会を与えてしまうことになり、痛し痒しである。

需要予測の重要さ、迅速な意思決定（設備投資）を改めて認
識させると同時に、今回の未曾有の需給逼迫の帰結がどうなる
のか注目されるところである。

© 2018 Frontier Management Inc. 3



参考： 台湾 セクター別月次売上高

情報は各社公表資料より入手
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台湾 セクター別月次売上高
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消費全般：『中国におけるコンビニ事情』

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）

中国でのコンビニ店舗数が10万店を突破した（日本のコンビ
ニの2倍）。中国の人口は日本の10倍だから、将来的には中国
のコンビニ店舗数は、日本の10倍にあたる50万店になるのだ
ろうか？状況はそれほどシンプルではない。

中国でコンビニ運営を行う企業は70社以上あると言われており、
既に競争は激しい。日本で約50年かけてゆっくり発展してきた
コンビニ業界は、中国ではわずか10～20年で急発展している。

従来は、中国石化などのガソリンスタンドや良友集団など大手
食品グループが、一事業としてコンビニ運営を行ってきた。し
かし、最近では京東集団など中国を代表するEコマースグルー
プが、AIを使った無人コンビニの出店を始めるなど、異業種か
らの新フォーマット開発も激化している。

筆者も、上海で複数の無人コンビニを訪問してみた。日本の
コンビニに慣れた人間から見ると、売り場面積や品揃えの幅が
狭く、「閉鎖型空間に設置された大型自動販売機」といった印
象である。しかし、「走りながら考える」中国のことなので、
今後は徐々に修正を加えながら、ある種の完成形を模索してい
くのであろう。

中国での日本のコンビニの存在感は薄い。そもそも店舗数が
圧倒的に少ない（地場のトップ企業の1/10）。また、中国の
一般消費者からすると割高な店舗という認識がある。日本のお
家芸であるはずのコンビニ。アジア最大市場である中国を攻略
するために与えられた時間は短い。
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テクノロジー関連業界：『Amazonの挑戦と資本市場の評価』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2018年に入りGAFAの中でもAmazonの時価総額拡大が突出
している。時価総額はAppleに次ぐ2位で、1兆ドルに到達寸前。
PER200倍・PBR20倍・EV/EBITDA37倍と常識値を逸脱した
企業が、さらにマルチプルの上昇で企業価値を拡大させている。

2017年、Amazonの研究開発費は226億ドルと2位Alphabet

（168億ドル）を上回る圧倒的1位。5位Appleの2倍に達する。

開発対象はAWSを含むネットワークサービス、自社コンテン

ツ投資、「Amazon Go」など実店舗投資、AIスピーカ等民生

用ハード/ソフト開発、新たな物流/人流開発、など様々。既存

の概念や既得権益を壊す可能性のあるものすべてに、多額の開

発投資を行っており、短期的収益を圧迫。一方、マルチプルを

見るに、経営者も投資家は短期収益を気にしていない印象だ。

決算書を見て目立つのは増収率が加速している事実。18年上

期は41％増収で、13-17年のCAGR24％を大きく上回り、過去

数年間、増収が加速している。3セグメント内で比較すると

AWSが概ね年率50％、北米が30％、インターナショナルが

20％と、規模が大きい北米の伸びが加速していることも驚く。

既存事業の規模拡大が先端技術を加えた新事業とシナジーを

生んで全体の成長をさらに加速させているとの推測も成り立つ。

アマゾン恐怖銘柄指数は小売業を主に60社で構成されているが、

Tech関係銘柄も今後大量に加わっていく可能性も感じる。
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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。



先端領域： 『プラスチック問題を循環型社会に貢献する企業の成長機会に』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

老舗NGOオーシャン・コンサーバンシーは（現在の排出量が
続けば）世界の海洋プラスチックごみの量は、2025年までに2
億5000万トンに達する見通しを示した。

国家レベルでは、2018年6月にインドのモディ首相が2022
年までに使い捨てプラスチック製品を全廃すると発表。企業サ
イドではグローバル企業中心にプラスチック製品の使用を減ら
していく動きが顕在化している。

まさにプラスチックバッシング時代の様相を呈している。が、
安価で加工も容易、軽くて丈夫で衛生的といったプラスチック
のメリットを無視することが得策なのだろうか。プラスチック
循環の議論において、テクノロジーの切り口から貢献可能性は
無いのだろうか。

2019年に日本が議長国を務めるG20に向けて、中央審議会
が議論を開始している。第一回、第二回の議論を確認すると、
日本では消費財・素材企業中心にバイオプラスチック技術を中
心とした貢献を検討しているようだ。新たな素材開発やエネル
ギー回収は重要な論点だが、たとえ生分解性プラスチックに変
更しても海洋での分解について評価を確立するには（時間も含
めて）研究が不足している印象だ。一方で最大のプラスチック
排出5か国では、そもそも「ごみ排出量の半分以上が適切に収
集されていない」というインフラ未熟な状況にあり、地域住民
のごみ投棄に関する意識も低い。

案外、ごみ収集制度のKAIZENプログラムや、プラスチック
循環を促す公共オペレーションシステム導入といった「実行」
に貢献するテクノロジーこそが歓迎されるのではないか。イン
フラ輸出は日本企業にとって成功事例が少ないが、社会的意義
からも成長機会はあると考える。
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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： 『バンダイナムコの海外玩具事業強化』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト
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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。

バンダイナムコが8月7日に発表した第一四半期決算では、ト
イホビー事業の拡大が印象的であった。同事業の売上高は前年
同期比18%増の505億円、営業利益は同約4倍の53億円となっ
ている。決算短信によれば、その要因として、国内外でフィ
ギュア等のハイターゲット向け商品の強化が奏功したことが挙
げられている。

特に海外に関しては、利益率が高いと見られる「ドラゴン
ボール」カードゲームの好調の他、欧米でのフィギュア、中国
を含むアジアで「ガンダム」のプラモデル（「ガンプラ」）を
中心としたガンダム関連商品の好調が、業績を牽引した模様で
ある。

国内玩具事業で、他社を圧倒するキャラクター・ポートフォ
リオを有するバンダイナムコの課題は、いかに海外を強化する
かであったが、ここ数年アジア地域では、「ガンプラ」展開を
地道に強化し、既に「ガンプラ」出荷数量の海外比率は3割を
上回っている模様である。

ここ数年で相対的に苦戦してきたのは、欧米展開であった。
直近の米国Amazonの取扱商品を見ると、バンダイナムコは、
100ドル弱の普及価格帯のフィギュアを多数ラインアップして
おり、キャラクターに関しても、スターウォーズやその派生
キャラクタ、ドラゴンボール等と多岐に渡るなど、上述のフィ
ギュア展開強化を裏付けている。先般は親密先の米国フィギュ
ア流通会社を実質買収するなど、豊富な資金力を背景に販売面
の梃入れも行った。このようなフィギュア強化戦略が、バンダ
イナムコの海外玩具事業の牽引役となりうるかに注目したい。



機械業界： 『機械需要に米中貿易摩擦の影』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

機械業界に関連する中国の需要をみると、今春以降にスマー
トフォン関連の投資が弱含んだ後、米中貿易摩擦により設備投
資を手控える動きがあるという話が増えている。日本工作機械
工業会が公表した8月の工作機械受注（速報）をみると、輸出
受注は781億円と過去3番目の水準にあるが、前年比では4.4％
減と21か月振りの前年割れとなった。地域別の内訳は、確報を
待たなければならないが、輸出の約3割を占める中国、あるい
は同3割弱を占める北米で変調をきたしている可能性が高い。

また、中国の自動車市販売台数は7月4.0％減、8月3.8％減
と2か月連続で前年割れとなり、1-8月累計の販売台数も同
3.5％増にとどまっている。自動車産業は、設備投資への波及
効果も大きく、中国での機械需要を牽引してきた。中国での自
動車販売の減速感が強まれば、機械業界にネガティブな影響を
与えることになろう。

一方、中国の半導体の4-6月出荷額は、中国政府が国産化を
後押ししていることもあり、前年比51％増と好調を維持してい
る。ただ、米中貿易摩擦の影響や設備の過剰感が懸念されてい
ることに加えて、2019年の世界半導体市場の伸び率鈍化
（WSTS予想で4％増、IHS予想で横ばい）が予想されており、
中国での半導体関連の設備投資に一服感がでる可能性がある。

機械産業の受注は、顧客（自動車、半導体、家電など）の生
産活動が停滞・減速する局面では、想定以上に落ち込む傾向が
ある。当面、機械業界にとって、米中貿易摩擦が及ぼす製造業
の生産活動への影響に留意する必要がありそうだ。
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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。



小売業界： 『中国発のキャッシュレス決済と日本の流通業界』

ロイヤルHD傘下の「天丼てんや」が東京都の台東区浅草に
完全キャッシュレス型の新業態店舗を開業する計画を発表した。
現金決済は受け付けず、クレジットカードや電子マネーによる
決済に移行するようだ。同店ではタブレットオーダーも導入す
ることで、レジ対応や注文受付等の工数削減を目指すという。
小銭を用意する煩わしさから解放されたスムーズな顧客体験を
提供することに加えて、外食産業を悩ませる人手不足の問題も
解消する妙手と言えよう。

筆者は当社機関誌「Frontier Eyes Vol. 21」の特集記事のな
かで、「人手不足に対応するための労働装備率の上昇を契機に、
日本の流通産業の労働生産性は継続的な改善フェーズに入る」
という論考を寄稿した。今回のニュースを側聞した際には、我
が意を得たりという心境であった。

今回のニュースでもう一つ興味深いことは、キャッシュレス
型「天丼てんや」一号店の浅草雷門側という立地選定だ。言わ
ずもがな、浅草は外国人観光客の人気スポットである。奇しく
も9月上旬、東京都内のイベントにおいて、中国でモバイル決
済「支付宝（アリペイ)」を運営するアント・フィナンシャル
社(アリババ子会社)は、2018年から日本でのサービスを本格
化して、東京五輪の2020年に向けて普及を促進するという構
想を発表した。

1964年の東京オリンピックが訪日客対応のために整備した
首都高速という遺産を残したのに対して、2020年の東京五輪
が残すのはキャッシュレス決済網という社会インフラかもしれ
ない。中国発のモバイル決済が日本の流通産業の労働生産性を
改善させる日は近い。
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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：『新保険市場の拡大』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

経済規模拡大に伴いペット市場が拡大するのが一般的だが、
中国でも2017年市場規模1,340億元（約2.3兆円）となり、
2020年に1,885億元（3.2兆円）到達と予測されている。

内訳をみると,ペットフード33.8%と医療22.8%、次いで用
品類15.9% ペット販売15.0% その他12.4%であり,他ペッ
ト先進国同様『家族化』が進み医療費の比率が高くなっている。

医療市場が約300億元（5,000億円）からCAGR20%と予想
され拡大していく反面、医院の90%が個人の小規模経営で医
療事故の多発から家族であるペットの健康を懸念する声が増え
ている。ここから、医療保険を消費者も意識する様になり、よ
うやくペット保険市場が本格化すると見られる。

医療対象の中心となる犬猫ペット頭数は犬：猫で4,990：
3,758万頭。日本は同892：952万頭で保険市場は約300億円。
今後保険加入率が上がる事等から1,500億円市場との予想で、
ペット保険加入率の特に高い英国市場では2015年9.76億
￡（約1,500億円）から2021年16億￡（約2,400億円）と予
測もある。

2004年同保険市場参入以後低迷していたが、昨年平安保険
がサービス開始した事により各社の本格参入が予想される。

最後に特徴として、保有者は80后90后世代が73.2%、女性
が55.7%。理由は癒されるが34.9%。一方、子供に世話をさ
せているとの回答が55%あり、日本の単身家庭で保有率上昇
とは異なる状況が見える。
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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： 『日中インフラ協調』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

安倍体制が圧倒的な票数で信任され3期目に入る。政治論は
ともあれ、政権の安定は経済運営・民間事業運営、加えて現況
の複雑な外交面でもポジティブな部分は多い。ASEANに関わ
りある部分との意味で筆者が注目しているのは、中国との関係、
とりわけ日中両政府により本年より進める第三国でのインフラ
協力である。対象インフラ事業は、鉄道・太陽光発電・発電
所・物流とのこと。5月に首脳間で基本合意し、10月で調整中
の安倍首相の訪中時に合わせ、より具体的な協議が官民レベル
で行われる予定である。

これとは別に昨年10月、国内で官民一体のインフラ技術輸出
計画が策定され、そのターゲットとして計76件の海外インフラ
プロジェクトが選定されているが、そのうち32件がASEAN関
連、さらにそのうち14件は鉄道事業に係るとの点は興味深い。
このような中、上記の日中協調がどのようにリンクするかに、
関心を持っている（※協調第一弾の「タイ東部経済回廊・高速
鉄道案件」は76件には含まれない）。

近年、鉄道産業に関しては、シーメンス（独）・アルストム
（仏）を中心とした欧州連合の可能性や、世界最大規模の中国
鉄道事業の輸出強化など、世界レベルでの勢力図が大きく変わ
ろうしている中、日本では日立製作所が鉄道事業の1兆円規模
への拡大を標ぼう、その手段として海外企業とのM&Aも選択肢
としている。既述の日中協調の動きから中国企業との統合の可
能性も想起されるが、「技術漏えい」を警戒する政財界からの
声もあり、この可能性は低いかもしれない。

以上のように、事業統合・JV組成等、ASEANにおけるイン
フラ事業への日系企業の参画機会は今後も活発であり、今後も
注視していきたい。
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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： 『米国における対米投資規制強化の動き』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

今年8月、米国でForeign Investment Risk Review 
Modernization Act（略称「FIRRMA」）が成立した。

これは、外国企業による米国企業の買収について国家安全保障
の観点から審査を行う、対米外国投資委員会（CFIUS）の権限
を拡大するものである。

従来のCFIUSの対象は、米国企業を「支配」する海外企業に
よる投資であったが、FIRRMAでは、「重要な技術、重要なイ
ンフラ、米国市民のセンシティブ情報」に関するマイノリティ
出資や合弁会社設立も対象に含まれる。 「重要な技術、重要
なインフラ、米国市民のセンシティブ情報」は明文化されてお
らず、CFIUSがこれらに該当するかを判断する権限を有するこ
とになるとされる。

これは、国家安全保障という名目で、5G通信、人工知能、ブ
ロックチェーンなど最先端の技術を持つ米国企業への出資を制
限できることになることを意味する。

過去には、中国半導体大手の紫光集団による米ハードドライ
ブディスク製造のWestern Digitalへの出資や、シンガポール
半導体大手のブロードコムによる同業の米クアルコムの買収も、
CFIUSによる審査により、統合が白紙に戻された。

昨今の米中貿易戦争の動向から、FIRRMAは対中包囲網の一
つだと見る向きもある。しかし、米国が急速に保護主義化して
いる中で、日系企業による米国企業への投資時にも影響する可
能性も頭に入れておく必要がある。
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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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