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今月のトピックス
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『QRコード決済の販促合戦から予感されるキャッシュレス社会の到来』



小売業界： 『QRコード決済の販促合戦から予感されるキャッシュレス社会の到来』

年末商戦がQRコード決済のポイント還元競争に沸いている。
トリガーとなったのはソフトバンクグループの「PayPay」で、
ビックカメラ等の対象店舗での買い物でPayPayを使って決済
すると20%ポイント還元される「100億円あげちゃうキャン
ペーン」が社会現象化。開始からわずか10日間で100億円の販
促原資が枯渇する結果となった。

PayPayを巡っては、闇サイトでカード情報が不正に入手さ
れるなど、セキュリティ対策の必要性も露呈した。しかし、日
本政府は2025年にキャッシュレス決済比率を現行の2倍に当た
る40％まで引き上げる目標を掲げており、消費増税が予定され
る来年10月からはキャッシュレス決済に国が5％ポイントを還
元する経済対策も検討されている。

政策としてのキャッシュレス普及の大義は、①マネーフロー
の匿名性排除および犯罪収益移転の防止、②消費者の利便性向
上、③事業者の業務効率の改善（現金処理作業の軽減）であり、
今後も強力に推し進められていくであろう。それにしても、上
述のソフトバンクをはじめとする通信大手やLINE等の新興勢
力も含む各種の決済サービス事業者は、なぜこれほど血眼に
なってユーザー獲得の競争を繰り広げているのであろうか。

ヒントは、QRコード決済大国の中国で「支付宝（アリペ
イ）」を運営するアントフィナンシャル社の戦略にある。同社
は個人に紐づいた膨大な決済データを基にユーザーの信用スコ
ア「芝麻信用」を算出しており、それを与信管理に利活用した
金融事業で収益を拡大している。個人向けの少額ローンに加え
て、2018年10月には保険商品が爆発的な売れ行きとなった。
キャッシュレス決済はFintech分野における最重要な顧客接点
であり、2019年における覇権争いからは目が離せない。
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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



参考：各国のキャッシュレス決済比率 (2015年)

出所：経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」
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経営全般：『ユニコーン待望論を嗤う』

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）

日本には、ユニコーン（時価総額が10億米ドル以上の未上
場企業）が少ないと言われている。政府もユニコーン創出に
躍起になっているが、本当に意味があるのだろうか。

ベンチャーキャピタル（VC）の年間調達額は、米国が6～
7兆円、中国が4～5兆円なのに対し、日本では2,000億円。日
本だけが少ないわけではなく、欧州全体でもVCの年間資金調
達額は5,000～7,000億円であり、むしろ米中だけが突出して
VCが大きい。

日本では、VCではなく事業会社の多角化がベンチャー企業
を生み出してきた。日本を代表する流通業態はコンビニであ
るが、コンビニはほぼ全て大手スーパーの社内ベンチャーと
して産声をあげて発展した。事業会社のグループ子会社はダ
イナミズムに欠けるという批判も聞くが、とんでもない話で
ある。日本の流通業で最もグローバルに展開できているのも
コンビニであり、専門店では西友の子会社として誕生した良
品計画である。

セブンーイレブンは国内店舗数20千店に対し、海外は67
千店。良品計画は国内の419店に対し、海外は457店。GAFA
の一角であるフェイスブックでは北米の売上が依然として約
半分を占め、アマゾンでは68％が米国の売上となっている。
グローバル化が必要なのはGAFAの方である。また、VCの小
さな日本では、政府はユニコーンを追い求めるのではなく、
事業会社による多角化をサポートすべきである。
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テクノロジー関連業界：『ディフェンス期に成長戦略を！』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

今回は2019年のブラックスワンに関して準備したが、既に
リスクシナリオが顕在化。本日(12月25日)時点では主要国株
式市場が高値から20%以上下落。業績修正前のためPER等での
割安感は台頭したが、分母のEPSがあてにならず信用できない。
米国でのGAFA株下落や日本での新規公開ソフトバンク下落も
投資家・投機家心理的にマイナスの影響を与えていると推測さ
れる。

既に夏場から政治・経済の両面で先進国が混迷の予兆はあっ
た。さらに多くの分野で少なくとも数量ベースで世界最大の需
要国である中国は、消費・投資ともに厳しいことが秋以降統計
となって鮮明化。需要が伸び悩む中、流通を含む在庫調整や過
剰生産能力の調整にはそれなりの期間(2~3年?)が必要となろ
う。

一般的にこの時期、投資家は保有銘柄をGROWTH→VALUE
へ移管しポートフォリオの価値を守る。事業経営者は投資抑制
やCCC短縮でB/Sをミニマイズしリスクの極小化を図る。

日本企業は、B/Sミニマイズ化でバブル以降資産効率の改善
を行ってきたため、マクロリスク顕在化への耐性は相対的に高
いと考える。一方で新しい時代へ向けた成長投資はおざなりに
されてきた感が否めない。資本市場の混乱は、成長領域におけ
る戦略構築と実行（設備投資、R&D拡大、成長領域での企業・
事業・技術買収）の絶好のチャンスとなる可能性があると思う。
戦略構築から実行まで一般的に18-36ヵ月かかるとすると、
2019年前半は戦略を検討する絶好のタイミングではないか。

© 2019 Frontier Management Inc. 

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：『台湾の大手ディスプレイ企業の更生手続き』

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）

台湾の液晶ディスプレイ大手の一社 中華映管（ＣＰＴ）が、
会社更生手続きと保全処分の申請を行った。

同社は、三菱電機の協力を受けＴＦＴ―ＬＣＤの量産化を開
始、液晶産業の主要企業の一つに成長したが、2008年から９
年連続で赤字、累計負債額は3,000億円以上と伝えられている。
この報道を聞いて、以下の三つを思った。

液晶ディスプレイ産業は、日本が創造した付加価値の高い産
業であったが、その後、韓国→台湾→中国企業が次々と参入し、
極めて収益性の低い産業になってしまった。マラソンにおいて、
日本記録が世界記録であった時代があったが、今では日本人が
世界記録をつくることはおそらくないだろうと思われるように、
社会・産業変化のなかで企業も常に変態する必要があること。

液晶産業が極めて厳しい産業としても、もちろん、同産業に
かかわる全社が赤字ではなく、今もなお高い収益性を維持して
いる企業は少なからずあること。

日本では政府の支援が行われているが、その結果が今後どう
なるか注目されること。

© 2019 Frontier Management Inc. 



先端領域： 『2019年の展望① ～景気調整とテック業界をめぐる5つの論点』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

2019年の展望を2回に分けて記したい。

①「ソフトウェアが世界を飲み込む」ことになったリーマン
ショック以降、初めての調整局面を迎えている。「成長する世
界に飼い慣らされた」と感じるスタートアップ経営者や投資家
は、コストダウン追求や資金調達の事前交渉を開始するよう推
奨したい。「守り」の意味もあるが、競合他社が景気後退期に
資産や事業を売却する場合に備える「攻め」の意味も大きい。

②背景には、米中対立や独仏英のリーダーシップ弱体化など
規制当局の事情があるため、 2018年の年頭コラムで指摘した
「壁」「卵」問題が複雑化。国家に続き「壁」となったGAFA
との「壁」「壁」間攻防は継続していく。AmazonのAWSや
FacebookのInstagramについて会社分割の議論が本格化する
かもしれない。引き続き「『壁』側の監視」と「『卵』側のセ
キュリティ」という、共通する技術基盤の相反する用途、が追
求されるとみている。

③UberやLyftなどライドシェア企業が2019年にIPOを予定。
また、SlackやPinterestなど他ユニコーン企業にも計画が存在
するようだ。調整局面におけるIPOの試金石になるだろう。

④SNS疲れは先進国では深刻化しているが、アジア地域では
（評価額でUberを抜いたTikTok運営のByteDanceなど）いま
だに新しいプラットフォームが生まれ続けている。企業が海外
進出する際に、当該地域の人々に寄り添うデジタル技術がマー
ケティングに求められる傾向は一層強まるはずだ。

⑤デバイスとしてはスマホの5G対応機種や折り畳み式が発
売されるだろうが、通信キャリアのカバーエリアは限定的であ
り、買い替えサイクルの長期化は継続するだろう。

次回は国内や個別産業の展望を示したい。
© 2019 Frontier Management Inc. 

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： 『ライブ配信アプリの動向』

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。

主にスマートフォンアプリの市場動向を調査・分析するサービス

「Mobile Index」(株式会社IGAworks提供）によると、国内ライブ

配信アプリの広告を除いた2018年累計課金収入見込みのトップは、

DeNA系の「SHOWROOM」で、約46億円であった。また、第二位は、

台湾発祥のM17 Entertainment社が提供する「17 Live」で約24億円、

上位10社の課金収入見込みの合計は129億円と発表されている。上位

10社が市場の80%を占めていると仮定すると、ライブ配信の2018年

の市場規模は160億円程度と推計される。

ライブ配信の収入源は、視聴者が配信者に送るデジタルギフト（い

わゆる「投げ銭」、プラットフォーム運営者と配信者がレベニュー

シェアする）である。1兆円弱となっている国内スマートフォンゲー

ム市場と比較すると小さい市場規模といえるが、2018年は投げ銭ビ

ジネスが存在感を確立した年と、後に認識される可能性があろう。

なお、上述のM17 Entertainment社は、2018年6月に予定してい

た米国でのIPOを延期したが、その際の開示資料では、（グローバル

での）課金率が3.1％、課金者の月額平均課金額（ゲームでのARPPU

に相当)が355ドルとなっている。現状は、少数コアユーザーの高額

デジタルギフト支払いが市場を支えている構図となっているが、コン

テンツの多様化で視聴者数が増加し、さらにコンテンツの多様化が進

むという好循環を生み出せれば、視聴者増と課金率の向上による市場

規模拡大が期待される。 また。キャラクターを纏った配信者がライ

ブ配信するVtuberも、ライブ配信アプリに登場しており、配信コンテ

ンツの多様化に貢献する見込みである。「投げ銭」ビジネスを核とし

たライブ配信市場の動向に今後も注目していきたい。



機械業界： 『2019年を楽観視できる材料は少ない』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

2018年の東証の機械株価指数は、1月に1989年（平成元
年）以来の過去最高値（2,350）をつけた後、12/25時点で
1,448と約38％の下落となった。2008年のリーマンショック
以降、機械株価指数は2008年11月のボトムから2018年1月の
最高値までで4.6倍になり、TOPIX（同2.7倍）を大幅にアウト
パフォームしたが、2018年はTOPIXの下落率（約26％）を大
幅に上回る調整の年となった。

現時点では、2019年の機械業界を取り巻く環境を楽観視で
きる材料は少ない。これは、2018年後半から各種の経済統計
に減速感がでていることや米中貿易摩擦に終息の気配がないこ
となどによる。中でも、機械業界への影響が大きい自動車産業
の動向が気になるところである。

11月の中国の自動車販売台数は前年比14％減と6か月連続の
前年割れとなった。中国自動車工業会では、政府の減税策によ
る駆け込み需要の反動に加えて、景気減速の影響などが要因と
みており、2018年暦年でも前年比3％減と1990年以来28年振
りの前年割れと予想している。今後は、ディーラーの過剰在庫
問題も懸念要因である。また、米国の11月の新車販売台数は前
年比0.8％減、1-11月累計では同0.1％増となった。12月の販
売動向によっては、2018年暦年で9年振りの前年割れになる可
能性もある。

工作機械、金属加工機械、射出成形機、鋳造・鍛造機械など
の業界は、自動車業界の設備投資の影響を受けやすい。これら
の業界の2019年の収益を見る上で、自動車業界の販売や設備
投資の動向が注目されそうだ。
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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。



中国担当：『医療インバウンド』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

訪日外客数の増加は続き2018年3,000万人達成が見えてい
る（1-11月速報 28.5百万人）。中国（香港、台湾除く）か
らは13年130万人であったが18年は約800万人と6倍強に増え
ている。

官民挙げての訪日客数は目標達成し、観光、小売流通業での
インバウンド対応は進んでいるものの、訪日時の医療受入体制
整備が喫緊の課題となっている。医療機関が受け入れに消極的
なのは、①国内患者対応で人手不足、②多言語、異文化への対
応、③外国語対応の医師、看護師不足が主な理由である（経産
省資料より）。また医療費未払いの不安も少なくない。

日本政府は、訪日時の事故、急病対応とは別に、日本での検
診、治療、観光を目的とした訪日を「医療インバウンド」とし、
高度な医療提供での国際貢献と医療機器、サービスビジネスの
向上に繋がるとし促進に向けているにもかかわらず、上記理由
から受診可能な医療機関は限定的である。

更に促進の為に2015年に医療渡航支援企業（AMTAC）の認
証基準を設定したが2社認証のみの状態である。

だが中国を中心とした検診、治療目的の渡航はAMTACを経
由せず観光ビザ(一部商用ビザ）で入国し滞在期限の中、医療
機関で受診しているケースが大部分だからと言える。このイン
バウンドをビジネスとして積極的に取り組んでいるのは在留外
国人企業であり、医療機関との交渉、予約、通訳・翻訳、滞在
インフラ紹介を行っている。中国からは癌、糖尿病を中心とし
た医療ニーズは増加しており,日本企業に投資によるビジネス
拡大、将来の中国市場での医療ビジネスにつなげる機会がある
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： 『国民車』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

2019年のアセアン域内産業で筆者が注目するのは「国民
車」である。アセアンにおける国民車といえば、ひと昔前まで
はマレーシアの代名詞だったがこれが2019年に変わろうとし
ている。

■マレーシア

プロトン社は、マハティール首相肝いりの国家プロジェクト
として1983年に設立、当初は三菱自動車からの資本・技術供
与を受けていたが、その後関係は解消され、独自路線を進めた
ものの販売台数は伸び悩み、また当時のナジブ首相とマハ
ティール氏間の政争のやり玉に挙げられた末、昨年中国の吉利
汽車（傘下にVolvoとロータス）から49.9％の出資を受け、吉
利汽車のフォーマットで再生を果たそうとしている。2019年
に販売が始まる新型SUV（X70）は、これまでのプロトンのイ
メージを覆す格好良さである。尚、同国では第2の国民車とし
てプロデュア社があり、こちらにはダイハツが資本提携して小
型車で活躍している中、マハティール氏がこれら2社をどのよ
うに運営させるかに注目している。

■ベトナム

2019年、もう一つの動きはベトナムにある。同国不動産系
コングロマリットのビングループが、2019年6月に発売予定の
SUV・セダンをご覧になっただろうか。車体ベースはBMWか
らの車体フォーマット（X5と5シリーズ）、部品はボッシュや
シーメンスなどが技術供与、そして仕上げは伊ピニンフェリー
ナ（フェラーリやマセラッティのデザインを手掛ける）による
デザイン、これには驚かされた（しかもかなり格好良い）。こ
のようにベトナムでは欧州陣営が相当に入り込んでいる点、今
後、どのように日系OEMが攻勢をかけるかに注目したい。
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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： 『米国株式下落と実体経済』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

株式の下落が止まらない。S&P500は、直近3カ月で約20％
下落し、1931年以来で最悪のクリスマス月となりそうである。

今般の株式下落は、長期金利が短期金利を下回る逆イールド
が将来の景気後退の前触れであるという見方や、政府機関の一
部閉鎖が嫌気された格好だ。

政府機関の一部閉鎖は、来年度のつなぎ予算が12月21日に
期限切れを迎えたことによる。上院で過半数を有する共和党と
下院で過半数を有する民主党の対立、いわゆる「ねじれ国会」
が原因で可決できずに時間切れとなった。政府機関の一部閉鎖
は、今年初めにも数度あったが、短期間であった。長期の閉鎖
でいえば、オバマ政権時に約半月の閉鎖があり、これは約240
億ドルの経済損失に相当する（S&P推計）。株式下落は、今回
の閉鎖が長期化するのではないかとの懸念から、多額の経済損
失、ひいてはGDP成長率の押し下げが連想されたこともあろう。

12月19日のFOMC（米連邦公開市場委員会）では、今年4度
目の利上げが決定された。市場の事前予想通りではあったもの
の、トランプ大統領は景気を冷やす要因となるとして、怒り心
頭である。

一方で、労働市場、個人消費は比較的堅調である。GDP成長
率が前期比マイナスに陥る先進国も出てくる中で、米国は
+3.4%を維持している。今般の株式下落が、実体経済とは乖
離した動きとなるのか、または実体経済の崩落を先取りする形
となるか、要注目である。
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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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