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『実ビジネス減速、新視点を加えた中長期プランが必須に』



テクノロジー関連業界：『実ビジネス減速、新視点を加えた中長期プランが必須に』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2018年夏の後半、中国を皮切りに設備関連機器用の汎用部
材における調達が鈍化。続いて秋から設備機器の需要が減速。
同時にIT関連部品・部材も需要鈍化。今は半導体やディスプレ
イ等に加え、自動車関連を含め生産調整が本格化の模様。

これら需要減速は、経済成長を牽引した自動車とスマートフォ
ンの普及一巡による需要停滞が大きく影響と推測。スマートフォ
ンは2019年で10-20％の生産減、自動車は5％程度の生産減、の
可能性があると言われる。ともに市場は中国＞米国＞欧州。IT技
術的革新で中長期はサービスを含む市場が拡大するとのシナリオ
は健在だが、短期では厳しい見方をせざるを得ない。

総合電機6社の40年チャートを作成した。リーマンショック
直前と比較し、売上高・企業価値は減少、時価総額は横バイ、
純資産はやや増加。巨額の減損処理や人員削減等の構造改革、
事業ポートフォリオ改革、新規事業参入、増資、などで営業利
益は過去最高でも、成長性に対する疑念からマルチプルが低下。
また負債削減は企業価値拡大に結びついていない。

個別企業ではショック後2-5年を経て一気に差が拡大した。
当然だが不況期には戦略構築力と実行力で企業間の優劣が顕在
化する。リーマンショック以降に企業に対して新たに課せられ
た全ステークホルダーへの貢献という視点を加え、中長期観点
にたったサスティナビリティ＆グロースの戦略構築が、特に企
業価値拡大の観点で必須の時期となっている印象がある。

© 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。



参考：電機大手6社の規模とバリュエーション推移

総合電機6社は日立製作所、東芝、三菱電機、パナソニック、シャープ、ソニーの6社。

情報は会社公表、Bloomberg等よりフロンティア・マネジメント作成、2018年度は会社予想ベース、PBRは18/9末値、株価は18年末で換算
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総合電機大手6社の売上高・純資産・企業価値・時
価総額（10億円）

総合電機大手6社のEV/EBITDAとPBRの推移（倍）
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経営全般：『騙されない力、取り戻すべき産業力』

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

『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）
『持たざる経営の虚実』（㈱日本経済新聞出版社 2019年）

高齢者（65歳以上）による運転ミスの急増！アクセルとブ
レーキを踏み間違えて、車ごとコンビニに突っ込む。連日、事
件がメディアを賑わすと、我々は情報操作されてしまう。実は、
警視庁資料を見ると、高齢運転者による事故件数は減少してい
る。直近10年のピーク（2010年の6,979件）と比べて、2017
年は5,876件とピーク比16％減となった。高齢者の人口が増加
しているにもかかわらず、だ。

身近な産業も同様である。例えば、漁業。ダイヤモンド・オ
ンラインに興味深い記事があった。日本では漁業の危機が毎年
叫ばれ、漁獲高も年々減少。当該産業不振の理由は、地球温暖
化など環境変化や中国による乱獲とメディアでは報じられてい
る。

しかし、世界全体では漁業は成長産業であり、漁業の不振は
日本特有だ。日本全体の魚の水揚げ量は1984年の1,282万ト
ンのピークに対して、現在は約3分の1にまで落ちている。一方、
世界全体では過去20年間で2倍となり、2016年には約2億トン
に達した。日本の漁業の不振は、メディアで伝えられるような
ものではなく、日本自体の資源管理制度の不備や乱獲が要因と、
この記事は指摘している。

農業、漁業、林業など、一次産業に対して、我々はメディア
情報による初期的偏見を持ち、衰退産業として接してしまう。
経済がグローバル化した現在、20年前衰退していた旅行業がイ
ンバウンドで甦ったように、一次産業の成長の可能性を何の予
見もなく議論すべき時代がきている。
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電子デバイス・材料業界：『ピアノコンクールにみる技術開発、企業経営（其の１）』

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）

昨年、ＮＨＫが、ショパンの母国ポーランドで行われたショ
パンコンクールの特集をしていた。音楽に関する知識は全くな
い筆者にも大変興味深いものであった。

一つは顧客認知度の改善に関して。二つには音と映像の違い
と技術開発について。今月は前者について。

同コンクールでは100人ほどのピアニストが演奏を披露し、
一次、二次、三次予選、決勝と続いていくのだが、ピアニスト
のコンクールであると同時にピアノのコンクールでもある。ヤ
マハ、カワイ、Steinway & Sons、Fazioliの4つのピアノ企業
が、ピアニストに自社のピアノを選択してもらえるよう熾烈な
開発、調律競争をしていた。

結果的には上位6人をSteinway & Sonsとヤマハでわけあっ
たが、ヤマハが同コンクールに参加した20年ほど前には歯牙に
もかけてもらえなかったそうだ。20年にわたる地道な開発、営
業活動の結果である。大学教授への働きかけ、ピアニストが宿
泊するホテルの部屋へのピアノの無償貸与、寸暇を惜しんでの
調律、ピアニストの技術的要望への継続的・迅速な対応、ピア
ニストへの精神的な支援などである。

普及帯からブランド帯への進出はその逆よりもおそらく困難
であろうし（最高の事例はトヨタ→レクサス）、また、日本企
業が殆ど成功していない欧州における成功は誇らしく、また、
勉強になるものであった。
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先端領域： 『2019年の展望② ～産業に関する4つの注目論点』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

展望2回目は、各産業について注目論点を取り上げたい。

①自動車ではBaillie Giffordが大株主でソフトバンクも出資
協議中のNIO、経営危機が伝えられているファラデー・フュー
チャーなど中国EV企業に注目している。日系OEMなら「完成
車」と呼べないレベルだがTESLAの半額以下というブランドは
果たして「周辺から起きるイノベーション」となり得るのか。
世界最大市場の嗜好を理解するうえでも重要だろう。国内は
（完成車より）「車載」での変化に注目したい。全固体電池が
モバイル向けに登場すれば（大型化難易度は高いが）搭載への
道が開けるはずだ。車載通信は5G本格化以降となるだろう。

②昨年iPS細胞をパーキンソン病に適用する臨床実験が開始
されたヘルスケア領域では、高額な免疫細胞療法の承認、人間
拡張やデザイナーズベビーなど倫理との接点がより重要になる。
話が飛ぶようだが、国内的にはLINEとエムスリーが取り組む
遠隔診療もその試金石となるとみている。

③貨幣以外の「信用」社会が拡がるかどうかに注目したい。
国内ではソフトバンクとの合弁でWeworkが事業を開始した。
起業家やクリエイターへの信用が構築できるかは働き方改革に
接続する社会実験といえる。中国ではAlibaba「芝麻信用」に
よる信用スコアで、就職や移動、結婚にも影響が及んでいる。

④食卓や音声アシスタント、家電といった「家」に係る論点
が溶け合ってきている。溶け合う中で、プラットフォーム間の
競争と協業が進んでいる。人工肉ハンバーガ、Alexaによる制
御とサムスンの家電がどのように「家」の中で溶け合っていく
のか注目していきたい。

4つの論点を貫く切り口はテック先進国としての中国、そし
てサステナビリティとなるだろうか。
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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： 『体験型映画鑑賞の認知が拡がるか？』

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。

ロックバンドQueenのボーカル フレディ・マーキュリーの半生を描

いた映画「ボヘミアン・ラプソディ」は、2018年11月に公開され、世界

中で大ヒットとなっている。日本でも、ロングラン上映を継続しており、

興行収入は1月下旬で100億円を突破した。好調な興行成績に背景には、

Queenの活動期をよく知る50-60代だけでなく若年層も取り込んだこと、

またリピート鑑賞が多いことが挙げられている。特に、リピート鑑賞が

多い点に関しては、コスプレ/発声/拍手が可能な“応援上映”、特殊な音響

や画面サイズ、演出が付加された、4DXやIMAX上映が好調な点が挙げら

れている。

応援上映は近年、アニメ映画上映時に、作品ファンである観客の一体

感の醸成や体験を目的に提供されており、そのエンタメ体験が口コミで

拡散することによって、映画館来場者を増加させリピート鑑賞を促す効

果が確認されている。一部のアニメ映画では、応援上映を前提に制作さ

れるケースも出てきている。このような応援上映と、ライブシーンが頻

繁に挿入される「ボヘミアン・ラプソディ」との相性は極めて良好と考

えられ、Queenファンのリピート鑑賞を促したものと考えられる。

４DX上映については、テーマパークのアトラクションのように、席が

動いたり、水や風を体感できたりという演出がなされる。IMAX上映につ

いては、特殊な音響や映像フォーマットにより臨場感を増す演出が付加

されたものである。アプローチに差異はあるが、両者ともに従来の映画

鑑賞スタイルを、より体験型にシフトさせる上映スタイルであり、「ボ

ヘミアン・ラプソディ」でも観客の両者への評価は高く、リピート鑑賞

を促している模様である。

今回の「ボヘミアン・ラプソディ」の大ヒットが、体験型映画鑑賞の

認知度拡大に貢献し、映画興行市場拡大につながるかに注目したい。



機械業界： 『2019年の工作機械受注は3年振りの前年割れ予想』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

日本工作機械工業会の公表した2018年の受注額は前年比
10％増の1兆8,157億円と2年連続で過去最高を更新した。し
かしながら、昨年夏以降は、受注に減速感がでており、2018
年12月の工作機械受注は前年比18％減の1,355億円と3か月連
続の前年割れであった。中国向けの不振により輸出受注は同
24％減と3ヶ月連続の前年割れとなった他、国内受注も同10％
減と23か月振りの前年割れとなった。

2018年の受注減速の主因は中国であり、中国向け受注は
2017年11月412億円をピークに、2018年12月には150億円ま
で下落。2018年前半はスマートフォン関連の落ち込みが顕著
であったが、夏以降は自動車、一般機械向けも急減速した。同
工業会では、「日本の受注に関しても、世界景気減速への警戒
感がでている」とコメントしている。米中貿易摩擦や世界景気
の動向が不透明となっており、ユーザーの投資意欲に陰りもで
ているようだ。

日本工作機械工業会では、2019年の受注を前年比12％減の
1兆6,000億円と予想している。3年振りの前年割れながらも、
過去3番目の高い水準を維持できるとみている。しかしながら、
米中貿易摩擦の影響が広範囲にでてきていること、世界的に自
動車販売の増勢が一服していることなどから、設備投資を抑制
する動きが強まる懸念もある。工作機械受注の過去のパターン
をみると、下落局面に転じた際には想定以上に下振れする傾向
があり、今後の受注動向には下振れリスクに対する留意も必要
であると思われる。
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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： 『ポイント還元で食品ロス削減へ～IT技術活用による新たなナッジ戦略』

1月2日の日本経済新聞が「消費期限近いとポイント上乗せ、
食品ロス削減へ」という記事を掲載した。大手コンビニとスマ
ホアプリのLINEが協働して、消費（賞味）期限切れが近い商
品にポイントを付与して売り切り、食品廃棄を減らすための実
証実験を行うとのことだ。例年この時期は、恵方巻きの廃棄が
ニュース等などで取り上げられる。実は我が国の食品ロスに占
めるコンビニのウェイトは僅少(1桁％)なのだが、大企業とし
ての社会責任を果たす動きとして、大いに期待したい。

フランチャイズチェーンであるコンビニ各社は、原則として
定価販売を推奨している。限定合理的な存在である店長が各々
の判断で値下げを行うと、次々と抜け駆け的な値下げが相次ぐ
逆選択問題（定価で売り切る努力の不作為）が生じるためだ。
今回の実験は値下げではなくあくまでも「ポイント還元」であ
り、FC契約を改定せずとも顧客行動を誘導できるというわけだ。

コンビニによる顧客行動の誘導としては、レジ前の床に足跡
マークを標して整列させたり、商品棚には期限が短い商品から
順に手前に並べたりといった「ちょっとした仕掛け」が凝らさ
れている。2017年にノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学
のリチャード・セイラ－教授は、上記のような仕掛けかを
「ナッジ」と呼称している。

ところが、例えば棚の手前にある牛乳の消費期限が短いこと
は多くの消費者が熟知しており、ナッジ戦略は必ずしも機能し
ない（商品を奥から取ってしまうのは筆者だけではあるまい）。
その点において、今回の実証実験は、IT技術を活用した新たな
ナッジであり、企業、消費者、社会環境にとって「三方良し」
の取り組みといえる。
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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：『2019年 対外直接投資先』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

2018年の中国対外直接投資（ODI)速報によると、1,298.3
億米ドル（対前年比+4.2%)。内訳は金融関係が93.3億米ドル
（対前年比+105.1%)、非金融関係が1,205億米ドル（同上
+0.3%)と金融関係への投資が目立った結果が出ている。

海外M&A総額は1,080億米ドル(同－2.9%)。地域別では欧
州659.4億米ドル、北米156.5億米ドル、アジア151.7億米ド
ルとなり、欧州は約20%増。産業別では電力、インフラ、消
費品、TMTが主流となる。

これ以外の特徴として、①不動産・スポーツ・娯楽関連で新
規投資は無く「非理性的投資」抑制と表現。②他国企業と提携、
合弁で第三国市場（アジア・アフリカ）の開発。③地方企業の
対外投資(企業の多様性）が目立つ。

商務部は今年も対外投資、提携の品質向上と発展をサポート
していくとしているが、米国との関係より北米投資が上記以上
に増加するとは考えにくい。

その中で中国は国内市場の生産技術・生活・環境向上に合致
する対外投資を進めていくと考える。すなわち海外企業の技術、
ノウハウを中国市場で展開する為で、今年はこれまで実績の少
ない対日投資、日本企業との合弁への取組みを考える中国企業
は増えていくと見る。

一方、経済減速、米中関係との材料を不安面として避ける日
本企業は少なくないだろうが、市場性、事業承継の観点からも
現地合弁、提携の検討機会と考える。
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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： 『民政復帰（タイ）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

2018年のマレーシア・カンボジアに続き、本年もASEAN域
内においては重要な国政選挙が控えている。タイの総選挙とイ
ンドネシアの大統領選挙である。これまでのところ、昨年のマ
レーシアほどの政権交代が起こる蓋然性は低いとの下馬評であ
る。ただ昨年の今頃時点では、当時のナジブ政権がマハティー
ル体制に動くことを想定することをリスクとして指摘すること
はあっても、その蓋然性は低いと見られていただけに、今年に
ついても必ずしも現政権が維持されると、当の現政権が楽観し
ていないように拝察する。タイは特にそうかもしれない。

タイはクーデター以来、プミポン国王逝去と喪服期間との特
殊要因があったとはいえ、8年を掛けて軍による「暫定政権」
が存続、国内外からの批判が増大する中で、民政復帰となる総
選挙を3月24日に開催すると漸く発表された。今回の総選挙で
選出されるのは、下院500席であり、この部分は確かに民政化
されると言ってよい。親軍政の新党の「国民国家の力党」、前
回のクーデターの素地となった旧タクシン派のタイ貢献党、
元々反タクシン派で構成されていた民主党の3大政党が競う形
を作っている点は、昨年のカンボジアでの実質1党による出来
レースとは異なる。旧タクシン派の地盤の東北部・北部を中心
とした農村地域では、現在でもタイ貢献党が強い影響力を持ち、
相応の結果を出す可能性は高いと拝察する。ただ、現政権でも
これは想定の上で、予め、上院（定数250席）については現軍
政が任命するルールを作り、現在のプラユット暫定首相が「民
政後最初の首相」に指名されやすい仕組みは周到に準備されて
いる。確かに残る2政党にとって高いハードルであるが、
126/500議席の新党による確保は決して容易でなく、状況次第
では総選挙のタイミングの再調整の可能性を含めてまだまだ動
きが想定され、注視している。
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㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）、香港上海銀行
（東京支店）等を経て、2014年フロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

㈱日本興業銀行では、企業調査部門で小売業種を担当、
1998年～2005年までタイを中心に通貨スワップや現
地通貨建て起債環境整備、自動車業界の事業統廃合に
関わるプロジェクトなどに関与、香港上海銀行東京支
店では、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。

フロンティア・マネジメント㈱では、㈱五十嵐電機製
作所のインドの上場企業買収案件、大手上場建材メー
カーのアジア進出検討に係る市場調査案件、大手上場
菓子メーカーによるアジア進出検討支援案件、㈱スト
ライプインターナショナルによるベトナムのアパレル
事業買収案件、OATアグリオ㈱によるオランダの生花
栄養剤メーカー買収案件などを担当。



アメリカ担当： 『テクノロジーのトレンド～米CES報告』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

1月8日～11日、米ラスベガスにて家電見本市（CES）が一
般向けに開催された。

テレビの目玉は、8Kである。満を持してのソニー、数年ぶ
りにCESに返り咲いたシャープのほか、サムスン、LG、ハイセ
ンス等が8Kテレビを打ち出す。LGは、巻き取り型の有機ELテ
レビを発表し、多くの耳目を集めていた。

自動車分野では、昨年に引き続き自動運転、コネクティビ
ティがトレンドである。他の車や道路、信号等から情報を受け
取り（V2X）、渋滞や事故を回避する自動運転の未来予想図を
打ち出している。また、車の中では乗客の趣向にあわせ、移動
先でのおすすめの観光地やレストランの表示、映画や音楽が楽
しめる。移動手段となるのは車だけではない。 Bellは無人の空
飛ぶタクシーを出展した。Bellの背後にはUberがおり、Uber
は空のMaaS（Mobility as a Service）業界の覇者を目指し、
囲い込みを行っている。モビリティ分野では空の上でも覇権争
いが始まっているのだ。

ヘルスケアでは、ここ数年のトレンドに変化なく、ウェアラ
ブル端末を用いて、歩行数・心拍数などを計測・記録し、危険
な予兆を見極め、アドバイスを行う予防医学が主流。

ビジネスモデルの基本は、①データ収集→②データ管理→③
学習による予兆の把握→④改善策の提示・実行であり、アプリ
ケーションを変えるだけで様々な業界に応用できる。

デバイスを用いている場合は、デバイスの軽量化・小型化・
持続時間の長期化が差別化要素の一つであり、これらに大きな
影響を与える電池が今後のゲームチェンジャーとなるかもしれ
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SMBC(株)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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