
Frontier Management Industrial Research

産業調査通信

vol.42. DECEMBER 2018

© 2018 Frontier Management Inc. 



消費全般 松 岡 真 宏 『消費税率引き上げまで10か月』

テクノロジー関連業界 栗 山 史 『JDIはどうなるのか』

電子デバイス・材料業界 村 田 朋 博 『村田製作所 村田泰隆前社長を追悼する』

先端領域 本橋 陽介 『ヨーロッパの新興スマホメーカが世界エコシステム間競争をサバイブ』

メディア・エンターテインメント業界 福田 聡一郎 『北米著名コンテンツのアニメ化に注目』

小売業界 山 手 剛 人 『IKEAの戦略に見るショールーミング型店舗の潮流』

中国担当 中 村 達 『台湾統一地方選と住民投票』

ASEAN担当 毛 利 剛 実 『2018年回顧と2019年展望』

アメリカ担当 津田 雄一郎 『米中テクノロジー覇権争いの激化』

産業調査コラム p.5

今月のトピックス p.2

機械業界 水 野 英 之 『業績好調な建設機械業界だが、資源価格の動向が懸念要因』

目次

© 2018 Frontier Management Inc. 1



2

今月のトピックス

© 2018 Frontier Management Inc. 

『業績好調な建設機械業界だが、資源価格の動向が懸念要因』



機械業界： 『業績好調な建設機械業界だが、資源価格の動向が懸念要因』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

機械各社の19/3期上期（一部は18/12期第3四半期）の決算
が出そろった。機械各社は、期初、今年度も好調な収益が続く
との見方が大勢であったが、中国での設備投資減速、米中貿易
摩擦の影響、原材料価格の上昇などを背景に、ファクトリー
オートメーション関連、ベアリングなどの業界では下方修正が
相次いだ。こうした中、上方修正を公表したのは、建設機械の
大手2社（コマツ、日立建機）である。この背景は、建設・鉱
山機械の需要が北米、東南アジアなどで好調なためだ。

コマツでは、2018年度の世界の建設機械の需要は前年比5～
10％増と伸長し、11年振りに過去最高（2007年度の約32万
台）の水準に戻るとの見方をしている。期初予想を据え置いて
いるものの、中国、北米、欧州、東南アジアなどでの建設機械
の需要が回復基調を維持している。

また、鉱山機械の19/3期の需要予想は、従来の10～20％増
から今回20～30％増へと上方修正した。資源価格の回復によ
り、資源メジャーの設備投資意欲が好転していることに加えて、
鉱山の稼働率上昇に伴い、アフターサービスの売上も回復基調
を強めている。コマツの大橋社長は、電気自動車の普及や新興
国での都市化の進展により、銅の需要が拡大基調にあることか
ら、19年度も回復基調が続くとの見方を示した。

一方、建設機械2社の株価は、決算発表後に反発に転じたも
のの、その後は軟調な推移となっている。これは、米中貿易摩
擦や10月以降の原油価格の下落などが懸念要因になっていると
推察される。建設機械業界にとって、原油などの資源価格の動
向が来年度の収益を見る上で重要になりそうだ。
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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。



参考：主要7建機の世界需要の推移

情報はコマツの説明会資料よりFMI作成
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産業調査コラム
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消費全般：『消費税率引き上げまで10か月』

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）

日本の消費税率は、2019年10月に8％から10％になる。残
された時間は10か月。初めて消費税が導入されたのは1989年
4月。平成という元号がスタートした最初の年、平成元年で
あった。平成は消費税の導入・引き上げの時代だった。

消費税率の引き上げのたび、マクロ経済について多くの議論
がなされた。現在も同様だ。もちろん、消費税率の引き上げ自
体は、個人消費を押し下げるという観点から、マクロ経済に
とってはマイナス要因である。

ただし、過去2回の税率引き上げの結果は一勝一敗だ。1997
年に3％から5％に税率が上がった際、5～6年に渡って一般会
計税収が落ち込んだ。アジア通貨危機で景況感が悪化し、個人
消費低迷を伴ってマクロ経済が落ち込んだためである。一方、
2014年に5％から8％に税率が上がった際は、一貫して一般会
計税収が増加した。金融緩和を伴ったアベノミクスによる景気
浮揚効果が大きかったためである。

今回はどうだろう。過去二回を見る限り、上昇幅2～3％ポイ
ントの消費税率アップは、それ自体で経済全体の方向を絶対的
に決定づけるようなインパクトにはなっていない。むしろ、そ
の時々の他の経済要因（1998年のアジア通貨危機、2013年以
降の金融緩和など）が、マクロ経済全体の動向を決定付けた。

現在、世界的に株式市場が変調をきたし始めているように見
える。残り10か月、消費税引き上げを受け止めるほど強いマク
ロ経済が維持できるかどうかが、鍵となる。
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テクノロジー関連業界：『JDIはどうなるのか』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2018年に創業80周年を迎えたパイオニアは、8月「継続企業
に対する疑義」を発表し株価が大きく低下。外資ファンドとの
支援交渉も難航の模様だ。カーエレ業界では、アルパインが親
会社と経営統合（現在未確定）見込みで、日立はクラリオンの
売却を発表。既に売却された富士通テンなどを含め、大半が厳
しい業界環境と低収益問題で形態を変えることになった。

2014年上場したジャパン・ディスプレイ（JDI)も、株価は上

場時の1/10以下まで下落。2017/4-6期以降営業赤字が続き、

主要顧客アップルの生産動向・9月末の在庫レベルなどから、

短期業績はさらに下方修正・赤字リスクがあり、中長期的観点

でも韓国・中国との技術面を含めた競争優位性が見えない。

JDIはシャープを除く国内液晶ディスプレイ事業を統合して

2012年設立。現在も筆頭株主は産業革新機構で35.5%を保有。

上場以降、業績悪化局面が続き2016年750億円の追加投資を実

行。追加投資時に将来期待で理由の一つとなったOLEDに関し

ても、立上げには多額の投資が先行することに加え、新たな技

術的ブレークスルーが必須と言われている。

JDIは3月末と比較し時価総額で概ね半減。また同様に産業革

新機構が筆頭株主(33.3％)のルネサスも時価総額は概ね半減。

機構の持つ2社の保有価値は、過去７ヵ月強で約3,000億円が消

えた計算となる。時間的余裕はなく特に金融含む追加支援が必

須と想定されるJDIを、今回INCJはどうするのか、注目される。
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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。



電子デバイス・材料業界：『村田製作所 村田泰隆前社長を追悼する』

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）

村田製作所の村田泰隆前社長が逝去された。同氏は、創業者
であり父でもある村田昭氏の跡を継ぎ、1991年から2007年ま
での16年間にわたり社長を務めた。

村田泰隆氏は、同社の国際化、緻密で知性的な数値管理
（「マトリックス管理」で知られる）、（多角化よりも）セラ
ミックス産業での深堀りなどの点で大きな成果を残したと筆者
は認識している。特に、セラミックコンデンサ事業における、
数字が示す以上の「圧勝」（世界占有率は徐々に拡大し、現在
45％程度。売上高は5,000億円超。営業利益率も極めて高い）
の礎を築いた。

新聞の追悼禄「誠実、几帳面」の通りの経営者であった。社
長であっても尊大になることなく、時間を守り、筆者のような
若輩者に対しても紳士、そして博学であった。

泰隆氏の跡を継ぎ、第三代社長となった村田恒夫氏は、それ
までの同社の歴史にはなかった企業買収、セラミックス周辺事
業への進出を進め、さらに同社を発展させている。

同社の今期の営業利益は、第二四半期の三か月だけで912億
円、通期会社計画では2,750億円となっており、まさに、おし
もおされぬ国際的優良企業となっている。筆者が同社を初めて
訪れた20年強前、年間の営業利益が300億円程度であったこと
を思うと、誠に感慨深い。泰隆氏の早すぎる死を悼む。
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先端領域： 『ヨーロッパの新興スマホメーカが世界エコシステム間競争をサバイブ』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

2018年Q2の西欧スマホシェア上位5社（出荷台数ベース）
を1位から列挙してみる。Samsung、Huawei、Apple、そし
てXiaomi。4位までは日本でもよく知られている。だが5位の
Wiko（ウイコウ）までご存知の方は少数ではないだろうか。

Wikoはフランス・マルセイユを本拠とするスマホメーカで
2011年設立。フランスではSamsungに次いでシェア2位。ポ
ルトガルとイタリアでも3位を維持している（日本にも進出済
であり、約1万5,000円と安価なTommyやクマモンとのコラボ
端末もあるViewというラインを展開）。

マーケティングの特徴は、スマホを「コンテンツやコミュニ
ケーションを気軽に楽しむためのガジェット」と位置付け、若
い世代をターゲットに、デザインやフレンチスピリッツ（注）を
提案している点である。端末のカラーバリエーションが豊富で、
カバーケースやBluetoothイヤホンなどアクセサリをやたらと
充実させている。ここまで振り切ったセグメンテーションは、
「新興メーカならでは」「フランスならでは」といえるだろう。

そしてサプライチェーンは驚異的である。Wikoはスマホを
「製造していない」。どころか、設計すらアウトソーシングし
ている。なぜこのようなことが可能なのか。実はWikoは深圳
のTinno(天瓏移動技術)というIDH（設計専業）/ODM企業が
ほぼすべての株式を保有しており、サプライチェーンを、巨大
な「深圳エコシステム」に全てを委ねてしまっているのだ。む
しろTinnnoがフランスのベンチャーの「顔」で自社スマホを
出荷している、といったほうが実態に近いのである。

支持率が低下にあえぐマクロン政権下のフランスで、世界中
のエコシステムを活用しながら、超レッドオーシャンを強かに
生きるWikoの動向を今後とも注視していきたい。
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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。

注）筆者にも「フレンチスピリッツ」の定義は不明



メディア・エンターテインメント業界： 『北米著名コンテンツのアニメ化に注目』

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。

米ネットフリックス社は、11月にシンガポールで開催された今後のコン

テンツラインアップを紹介する自社イベントで、5作品の新作アニメを発

表した。そのうちの2つ、「パシフィックリム」と「オルタード・カーボ

ン」は、前者が実写映画、後者がネットフリックスオリジナルのSFドラマ

であり、今回の取り組みは、実写で実績のある作品をアニメ化してシリー

ズの派生作品として展開されることを意味する。

米国実写映画のアニメ化では、2008年に放映開始された「スター

ウォーズ/クローンウォーズ」が先行しており(「スターウォーズ」のエピ

ソード2と3の物語）、日本の3DCGスタジオポリゴンピクチュアズが制作

を担当した。2018年10月より、「スターウォーズ」は再アニメ化されて

おり（「スターウォーズ レジスタンス」）、再びポリゴンピクチュアズ

が制作を手がけている。

このような動きは、ネット動画配信によりグローバルで2Dアニメが受容

される昨今の外部環境下、グローバル著名IPを、3DCGベースの2Dアニメ

で(セルルックアニメにより)派生展開する企画が様々に生まれてきている

ことを示していよう。日本の3DCG会社が得意とするセルルックアニメ技

術が、制作規模が大きくなると予想されるグローバルIPに適用されること

が増えれば、日本のアニメ産業の活性化にも貢献しよう。

セルルックアニメ化されるグローバルIPの候補は、上記のような著名実

写映画の他、コンソールやオンラインゲームの著名タイトルも考えられる。

任天堂やスクウェア・エニックス、カプコンといったグローバルで著名な

IPを保有する国内大手ゲーム会社が、セルルックアニメ化にどう取り組む

かにも注目していきたい。



小売業界： 『IKEAの戦略に見るショールーミング型店舗の潮流』

スウェーデンの家具小売大手「IKEA」の日本法人イケア・
ジャパンは11月15日、2020年春に東京原宿に都心型店舗を開
業すると発表した。売場面積は約2,500㎡と従来の郊外大型店
の10分の1程度で、昨年に開始したネット通販(EC)を主軸とし
たマルチチャネル戦略の旗艦店として、IKEAの世界観や家具
を体験できるショールーム(レストランも常設)の役割を担うも
のと思われる。同社の「EC+小型店」という戦略転換はお膝元
の欧州で先行しており、英国では家具のレンタルサービスも開
始したようである。

原宿店の開業を発表した翌週の11月22日には、IKEAは世界
で7,500名規模の人員削減を実施すると発表した。店舗閉鎖は
予定していないが、本部業務や店舗運営のデジタル化に伴い、
ITエンジニア等のデジタル人材を増員する一方で、既存の事務
職の人員は削減していくとのことだ。勝ち組に類する世界企業
のIKEAでさえも、ビジネスモデルと経営組織の構造改革を自
らに課さねばならない。それほどに流通企業を取り巻く環境変
化のスピードが速いということであろう。

そのIKEA原宿店の開業予定地からほど近い渋谷には、IKEA
の対抗馬であるニトリが昨年開業した9階建ての大型店がある。
このニトリ渋谷公園通り店では、スマホアプリで商品タグをス
キャンして店舗内を周遊すれば、買物カゴやカートを使うこと
なく買物ができる「手ぶらdeショッピング」機能を展開してい
る。コンセプトは前述のIKEA原宿店と同じである。IKEAやニ
トリによる店舗のショールーミング化やデジタル化の動きは家
具小売に特有のものではなく、全ての大型小売店が示唆を受け
るべき動きであろう。
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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：『台湾統一地方選と住民投票』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

11月24日の投票結果は、既報の通り最大野党国民党の圧勝
に終わった。今回全22県市の首長選挙では,選挙前ポスト数、
民進党：国民党：無所属＝13:6:3が 6:15:1へ、直轄6都市
（全人口23百万人の約70%）では、民進党4→2都市（桃園、
台南）、国民党は1→3都市（新北、台中、高雄）、台北は無所
属 柯氏が連続当選で特に民進党地盤の南部大敗が2020年の
総統選挙と経済政策に与える影響が大きい。

高雄市長選の焦点となった大陸旅行客、ビジネス減少、輸出
減少の改善からも、中国と対話が出来ない民進党ではなく、国
民党に再度期待した結果にも見える。米国、中国とも「自由で
公正な選挙」「民意の表れ」と評価しているが、国民党が台湾
各都市から中国の関係良化の声は大きくなり、中国も取り込み
に入ると米中間で新たな摩擦に繋がる可能性が予想される。

また選挙と同時に日本食品輸入規制など10項目の住民投票が
行われた。

日本食品輸入（5生産県）制限撤廃が拒否された結果は今後2
年間は制限が継続される事となる。安倍首相は10月の訪中時に
食品輸入規制撤廃を中国に求めているが、慎重姿勢を変えてい
ない。この結果からも中国政府があえて自国で解除（10都県）
してくるとは考えにくく、同様に継続されると考える。

中国、台湾では規制外からの食品輸出促進とは別に、市場で
の製造、販売が日本ブランド、食品の海外事業大幅拡大には必
要ではと考える。
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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： 『2018年回顧と2019年展望』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

昨年の今頃は、中国「一帯一路」政策がメディアで取り上げ
られることが多かったが、本年はその侵攻の勢いが緩慢になっ
た。この変化に作用したファクターとして、アセアン域内にお
ける対中戦略の変化が第一に挙げられるが、2019年は、更な
る重要なキーワードとして、「Free and Open Indo-Pacific 
（FOIP）」と「ASEAN Centrality」の2点を挙げたい。

「FOIP」自由で開かれたインド太平洋（戦略）という単語
を目にすることが多くなったが、その構想は2016年8月に安倍
首相がアフリカ開発会議で基調講演したもので、とくに目新し
くないが、昨年11月にトランプ米大統領が本戦略に同調、日米
共同外交戦略と位置づけられることが表明されて以来（＋豪）、
にわかに注目され、さらに本年7月には具体的にトランプ政権
の経済基盤戦略として投資すると発表されたことで、一帯一路
との対抗策的な扱いを受けることが多くなった。尚、安倍首相
は両方の戦略は共存可能として、先の訪中時にアセアン域内を
含めた共同プロジェクトの推進を行ったわけである。

もう一つのキーワード「ASEAN Centrality」とは、上記の
先進各国（米・中・日）のアセアン域内戦略に翻弄される各国
が、「自分たちのことは自分たち中心で決める」との表明であ
る。マレーシア・マハティール首相は、先のAPEC会議の折、
「新たな植民地主義」への対抗が必要と各国に訴えており、同
氏のような対先進国にプレゼンスある政治家トップが出てきた
ことで、域内の結束力が増す可能性が出てきたと言える。

2019年はFOIP関連としてインフラ・エネルギー・新技術と
の面で域内産業が活性化される可能性が高く、また中国向け輸
出製品の域内製造・輸出推進化（Next Chinaの変化系）に注
目し、日系企業をフォローする所存である。
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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： 『米中テクノロジー覇権争いの激化』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

米商務省産業安全保障局は11月19日、AIなど新技術の輸出
規制に関するパブリックコメントを募集することを発表した。

テクノロジーが日々進化していることを受け、米国の安全を
脅かす技術の規制対象範囲を広げることを意図したものである。
具体的には、バイオテクノロジー、AI・機械学習（ニューラル
ネットワーク、画像認識、強化学習、機械翻訳、音声合成等）、
3Dプリンティング、ロボティクス等が含まれる。

米中貿易戦争が続く中、この動きは中国を標的にしたものと
の見方もあり、ますますテクノロジー覇権争いの色合いが濃く
なってきたと感じる。

米国は中国通信機器メーカーZTEに対して1,000億円超の制
裁金を課し、同業のファーウェイによる米国企業買収について
もCFIUSを盾に買収を拒んだ。また、中国アリババによる米送
金サービスMoney Gramの買収もCFIUSの承認は下りなかった。
反対に米半導体大手のクアルコムは蘭NXP買収に伴う中国独禁
法の承認を得られず、買収を断念した。

中国は、2015年に中国版インダストリー4.0と言われる「製
造2025」を掲げ、2017年には「次世代AI発展計画」を国策と
して推し進めている。過去の政策を見ても中国はやると言った
らやる国であろう。民間では中国テンセントの投資のうち約4
割強が米国のテクノロジー分野のスタートアップへの投資であ
り、米中は優秀なテクノロジー人材の獲得合戦を繰り広げてい
る。

日本そして日系企業は、この覇権争いの中でどのようにポジ
ショニングするのか、後あと振り返ってマイクロソフト、
GAFAの二の舞にならないようにしなければならない。
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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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