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『ライブ・エンタメ市場の動向』



メディア・エンターテインメント業界： 『ライブ・エンタメ市場の動向』

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。

ライブ・エンタテインメント白書によれば、音楽コンサートや、演劇、

ミュージカル等で構成される国内ライブ・エンタテインメント市場 (チ

ケット販売の市場規模)の2017年暦年の市場規模は、前年比2.7%増とな

る5,151億円となった。2016年は、大型音楽コンサートの主要開催施設で

ある横浜アリーナ、さいたまスーパーアリーナの大規模改修により市場規

模が前年比で若干減少となったが、2017年には、両施設の興行再開で市

場規模の回復が見られた。

依然として、五輪開催を前にして、大型コンサートを開催可能な施設が

改修/建替中のため、五輪開催までは2011年から2015年にかけて見られた、

音楽公演が牽引する市場拡大を期待しがたいと考えられる。しかし、

2020年以降は、五輪施設のライブ利用開始や、各所で新規ホールの新設

が見込まれており、いわゆる“ハコ不足”問題は解消が見込まれている。

加えて、音楽関連事業者は、有料ファンクラブへの加入促進とグッズ販

売を組み合わせたライブエンタメビジネスを成長戦略の主軸に位置付けて

おり、積極的なライブコンテンツの提供が見込まれる。

また、ライブのネット動画配信による「投げ銭」（ファンによる少額応

援資金の提供）が、ライブビジネスを展開する事業者の新たな収入源とし

て一般化すれば、ライブコンテンツの多様化につながると考えられる。

従って、ライブ関連市場は、国内エンタメ市場の中で、中期的に成長が

期待できる分野と捉えられる。ライブ関連事業者は、新技術と組み合わさ

れたチケット販売システムや、グッズ製造販売、新たなライブコンテンツ

を生み出す3DCG技術などを持つ企業を内製化する、ないしは出資して

パートナーシップを強化するといった動きを強める可能性があり、ライブ

関連分野でのM&Aニースの活性化が注目される。



参考：国内ライブ・エンタテインメント市場規模

情報は『ライブ・エンタテインメント白書 』より入手
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産業調査コラム
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産業全般：『KDDIによるキッザニア出資に思う』

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）

KDDIは本年10月、子供向け就業体験施設「キッザニア」の
運営会社を買収した。同社は、携帯依存からの脱却を鮮明にし
ている。英会話教室の「イーオン」の買収、「食べログ」を運
営するカカクコムへの出資など、既発表案件で4,000億円以上
を出資済である。こうした多角化投資に対しては、機関投資家
などから批判的な声も多い。

しかし、平成の30年間、日本企業は「選択と集中」の大合唱
で、多角化を極端に減らしてきた。今はギアチェンジをし、新
ビジネスに積極的に進出する経営者にエールを送ってもよいの
ではなかろうか。

財務省の「法人企業統計」を見ると、日本企業の萎縮ぶりが
分かる。全産業ベースの経営指標を見てみよう。バブル崩壊時
である1990年（平成2年）を100とすると、2016年度には売上
102、経常利益197、設備投資74となっている。

「選択と集中」の掛け声で不採算事業を切り捨て、経常利益
はバブル時の2倍まで跳ね上がった。しかし、新しい事業を生み
出せず、売上は四半世紀横ばい。設備投資に至っては、バブル
時の7掛けだ。

日本では、大手企業の多角化が新しい企業や産業を生み出し
てきた。日本経済新聞の前身は、三井物産の一部署の社内誌。
ANAのルーツは、朝日新聞の航空部（取材用ヘリ担当）であ
る。ベンチャーキャピタルの投資水準が小さい日本では、大手
企業の多角化は重要な経済のエンジンだ。

多角化への経済界やメディアの目線を、もう少し温かくして
もよかろう。
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テクノロジー関連業界：『増収率＜収益性・規律重視の転換点か』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2018年7～9月期業績発表がピークを迎えつつある中、世界
的に不透明な政治経済情勢や、金利上昇、期待されてきた成長
企業における増収率鈍化、などで株式市場の調整が本格化。8
～9月の高値に対し直近は、SP500指数▲9.3％、NASDAQ指
数▲11.6％、TOPIX指数▲12.5％となった。特に世界の時価
総額を左右するGAF時価総額はピーク比で▲15～33％だ。

今回、勝手にGAFAからアップルを除きGAFとした。アップ
ルは、市場平均を下回るマルチプル評価＝既に成長ではなく現
在のキャッシュ創出を評価、の印象。他のGAFはとは違う。株
価は▲6.8％と市場平均より下落が少なく、マイクロソフト
▲7.6％と同程度。一方市場が高成長を期待した高マルチプル
銘柄は、IT関連に留まらず株価が大きく下落している。

多くのヘッジファンドはパフォーマンスが期待を下回り閉鎖
の噂が絶えない。一方パッシブ運用は大手に資金が集中(株式
運用大手3社の総額は世界時価総額の10％超)し、日本株は
GPIFや日銀などに主体が集中。大手投資家のスタンスがESG
基準適合の是非などを含め、同じ方向に加速して動く印象があ
る。

現局面は経営が、増収率より収益性・規律を重視したディ
フェンシブ戦略をとることで企業価値の縮小を最小限に留め、
さらに次期の成長に向けた戦略構築・組織再編などの準備を進
めるべきと市場は示唆している印象。リーマンショック後10
年超、アベノミックス後5年超で、大きな転換点の可能性があ
る。

© 2018 Frontier Management Inc. 7

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：『二刀流と経営』

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）

大谷翔平さんの18年の成績は、投手として防御率3.31、打
者として打率0.285、本塁打22本。ちなみに、日本野球5年間
の平均は、防御率2.52、打率0.286、本塁打9.6本（平均）で
ある。筆者は、拙著「営業利益20％のビジネスモデル」におい
て以下のように書いた。

「ファンが見たいのは、ソコソコの投手・ソコソコの打者では
なく、シビレル投手であり、トンデモナイ打者。９連続三振奪
取の江夏や、４打席連続ホームランの王さんのような。筆者が
監督であれば投手への集中を指示します」

この記述に関して、Amazonの書評欄に「大谷さんは成功し
た、筆者の予想は外れた」との感想を頂戴した（非難でもなん
でもなく、感想をいただけるということは本当に有難いことで
す）。

いえ、むしろ再度強調したい。防御率2.5の投手、打率
0.286の打者はいくらでもいます。大谷翔平さんは誰が見ても
スゴイ。稀代の天才である。だからこそ、10連続三振（もしく
は5打席連続本塁打）を見せてほしいと熱望する（大谷さんで
あれば、合間に打者としてもそれなりに打てるでしょう）。

経営においても同じではないでしょうか。Aもできる、Bも
できる。確かにスゴイ。しかしながら、顧客は、Aが欲しけれ
ばその分野で一番の会社、Bが欲しければその分野で一番の会
社を選択することでしょう。上記の文章の続きは以下で
す・・・「すべてでとんがることは不可能。自社のニッチをさ
らにニッチにすることこそ重要」。誰にも負けない自社ならで
はの領域の確立こそが重要であると考えています。
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先端領域： 『米国トランプ政権の燃費基準緩和策が電動車シフトに与える影響』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

2018年8月2日、トランプ政権の環境保護庁と運輸省道路交通
安全局が乗用車と小型トラックの温室効果ガス（GHG）排出基準
と、基準達成手段となる企業平均燃費規制に関し、新たな規制案
を発表した。改正のポイントは大きくは2点である。

①2021～26年型車の基準値を2020年型車の目標に据え置き

現行基準では2025年型車まで1ガロン当たり走行距離が約50マ
イル（リッター換算21.1キロ）以上となるよう、年ごとに燃費改
善目標を段階的に定めている。これに対し、今回の新規制案で
は、2021～2026年型車の基準値を2020型車の目標値である37
マイル（リッター換算15.6キロ）に据え置く。

②州が独自に定める燃費基準やゼロ・エミッション車（ZEV）
規制廃止

カリフォルニア州は連邦より厳しい燃費規制を実施している。
また、CA州の基準準用が認められている13州とD.C.では、2022
年以降の燃費基準を現行CAFE基準値と同水準とすることを決定
済みだが、これらの州などに対しても新燃費基準を適用させる方
針（既にCA州ブラウン知事は反対する声明を発表）。

新規制案が様々な影響を及ぼすことは確実だ。技術開発面では
48V対応の小出力モーターを使った簡易HEVニーズが激減するで
あろうし、ZEV規制のクレジット制度によって毎年300～400億
円規模の利益を得ているテスラには大逆風といえる。

しかし、筆者が最も注目しているのは、中国をはじめとする各
国が低炭素経済に移行し始める中、「逆張り」といえる今回の基
準見直しが米自動車メーカーの競争力低下を示しており、今後の
凋落傾向を加速させるのではないか、という論点である。
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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。



機械業界： 『FA関連企業の収益が減速局面に』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

ファクトリーオートメーション（FA）関連企業の収益の減速
が鮮明となってきた。10月11日、安川電機が19/2期第2四半
期の決算を発表し、主力のサーボモータの需要が中国で減速し
ていることなどを背景に、19/2期通期の収益予想を下方修正
した。

また、10月18日には、ロボット用精密減速機の大手メー
カーであるハーモニック・ドライブ・システムズ社が19/3期
第2四半期の単独受注が前年比58％減の61.8億円になったと公
表。産業用ロボット、半導体製造装置、フラットディスプレイ
製造装置、金属工作機械向けなどが全般的に落ち込んだことに
加え、受注キャンセルも18.5億円発生したことによる。2017
年以降、ロボット向けの需要が急拡大したことで、ユーザーが
先行発注を強めたことによる反動の影響がでている。

一方、同じく10月18日に、国際ロボット連盟は、世界のロ
ボットの販売台数が2021年まで年率14％で増加するとの予想
を公表した。販売台数の4割弱を占める中国が年率21％増と予
想しており、中国がロボット市場を引き続き牽引するとの見方
である。しかし、10月19日の株式市場では、国際ロボット連
盟の予想もポジティブに捉えられることはなかった。

FA関連の会社は、顧客の生産活動が減速する際には、まず在
庫調整の影響を受けて、その後に実需の減少の影響を受けるこ
とが多く、収益の変動が大きくなる傾向が強い。当面は、各社
の収益調整の幅が注目されそうだ。
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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： 『ユニクロの全商品RFID導入がもたらす生産性改善』

ユニクロやGUを展開するファーストリテイリングは、2018
年8月決算の発表に合わせて、サプライチェーン改革の概要を
発表した。サプライチェーンにおける無駄の徹排除を目指す改
革の要諦は全商品にRFIDタグを全商品に付けることでSKU管
理を個品管理にまで昇華させる取り組みである。RFIDの導入
は既に2018年春夏商品から開始済みとのことである。

RFID導入と合わせて、業務提携先のダイフクが開発した自
動倉庫も全世界に設立する予定。これにより、個品単位での生
産管理と在庫管理に加えて、物流センターや店舗における各種
作業（入出庫、検品、品出し、棚卸、レジ打ち）の省力化が大
きく前進することが見込まれる。なかんずくユニクロやGUの
販売商品は低単価かつ大量のボリュームを扱うため、現場の作
業工数も甚大であり、RFIDの導入効果は大きいであろう。

同社のサプライチェーン改革の原動力は、①Google、東
レ、上述のダイフクなど国内外のパートナー企業が持つ外部知
見の活用、②海外の生産背景、③経営トップのコミットメント
と意思決定の速さである。翻って同社の競合企業の多くは、
SKU単位の在庫情報をリアル単位で補足する状況には遠い。

今回の小売業界の8月期決算(主に19年2月期の第2四半期決
算)では、ユニクロのライバルと目されることも多いしまむら
をはじめ、多くのアパレル企業の業績不振が散見された。
RFID導入で独走ペースを速めるユニクロを追撃するには、上
記3つの観点から自社の経営戦略を相対化していく必要がある
だろう。
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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：『11月、政治と経済』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

11月11日は「双11」で、Eコマース業界最大の販売日であ
る。

これは、業界トップに立てないC2C、B2Cプラットフォー
マーが、B2C拡大を柱とすべく2009年に開始したものだっ
た。 結果はアパレルを中心に参加ブランドは27社,5,000万
元 （約9億円）で大成功となった。

昨年1,682億元(2.9兆円)8.1億件配送の実績を収めたアリバ
バ社であり、発案はジャック・マー後継者の張勇氏であった。

「双11」の拡大は、日時限定安値提供から, 越境EC、商品
の多様化そして物流網整備と流通業とのO2Oと変化している。
また2004年から導入しているアリペイの普及と機能拡充（リ
ボ、キャッシュバック、クーポン）が大きな役割を果たした。
業界全体が追随した事も一役買っている。今年は処理能力を高
める為に衛星を打ち上げ、更に販売記録更新を狙っている。

中国経済順調を示すべく政府は「双11」を支持し今年も記録
更新の可能性は高い。消費財メーカーへの恩恵も小さくない。

その経済施策を10月に発表する共産党「四中全会」が今年は
開催されず、25日に安倍首相訪問を迎えた。

過去は5年毎に重要な政策発表を行い今年がこれにあたる。

人民元為替レート、国有企業統廃合、株式市場、P2P金融ビ
ジネス整備、そして米中貿易摩擦と世界市場への影響が大きい
課題が増えている。

米国中間選挙結果を見ての開催としても、消費促進だけでな
い今後5年間に向けた政策発表となるか注目である。
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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： 『2018年回顧（その①）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

本コラムも2018年はあと2回を残す中、次月分と合わせ、本
年振返りと来年見通しをしたい。

まず昨年末時点での予測として、アセアン地域におけるメイ
ンシナリオには、『中国の一帯一路政策が徐々に侵攻する一
年』と掲げた。このメインシナリオについては、その大きな潮
流は不変であったように思料する。

尚、この「徐々に」との部分については、米国との貿易問題
を発端に中国との距離感を持つ動きがアセアン各国に出てくる
であろうと想定していた中、実際のところー

■従前の親中政権が新政権に移行したこと（マレーシア）

■国内の反中世論に影響を受ける形で従前の親中姿勢が変化し
たこと（フィリピン・ミャンマー）

―なども受け、中国からの融資支援を受けるインフラ投資計画
が縮小する契機になった。尚この動きは、アセアン地域のみな
らず、パキスタン・スリランカ・モルディブの中央アジアでも
見られており、想定以上の「徐々に」となった。

その中で、「一帯一路」促進ファクターが、日本から出るこ
とは想定外、筆者にとって今年最も驚くべき展開だった。前月
コラムでも触れたが、10月26日の日中首脳会談において、第
三国市場開拓での両国連携について合意し、タイにおける工業
団地の再開発など、具体的なプロジェクトに係る民間レベルで
の覚書が同時に締結された。

政治的側面も色濃いように思われるものの、来年もアセアン
域内を見るうえで「中国」とのキーワードは引き続き最上位格
に位置するであろう中、民間レベルでの域内インフラ案件につ
いては、当方でも積極的に支援していく所存である。
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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： 『米国中間選挙の行方』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

米国では、来たる11月6日に中間選挙が行われる予定である。

中間選挙は、大統領の任期である4年のうち、中間地点の2年経
過時点で行われる選挙であり、上院は議席総数100議席のうち三
分の一、下院は全議席が改選となる。

現在は、上院で共和党51議席、民主党49議席、下院で共和党
235議席、民主党193議席（空席除く）であり、両院ともに共和
党が多数派を占める。

上院において、今回の改選対象となる共和党議席数は一桁台で
ある一方、民主党の対象議席数は共和党議席数の三倍であり、民
主党が共和党議席を奪取するのは厳しいとする見方もある。

一方、下院においては、ある民間調査会社の予測では、民主党
が多数派となる可能性があると報じている。

仮に下院において、民主党が多数派となった場合、上院の多数
派が共和党であるため、いわゆる「ねじれ議会」現象が生じる。
両党の意見が対立し、政策成立の遅延または却下されるリスクが
高くなる。

例えば、共和党が推進してきた医療制度改革のストップや、保
護主義色の強い外交政策の緩和などが考えられる。

本中間選挙は、事実上、これまでのトランプ政権の実績につい
て、国民からその評価が問われる選挙であり、今後の日系企業へ
の影響を考えるうえで目が離せないイベントである。
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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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