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『海外が牽引しアニメ市場規模は2兆円超え』



メディア・エンターテインメント業界： 『海外が牽引しアニメ市場規模は2兆円超え』

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。

ユーザー支払額ベースのアニメ産業のグローバル市場規模は、2017年

に2兆円を突破し、2兆1,527億円となった（前年比8.0%増）。10年間

の推移を概観すると、2012年までは概ね1兆3,000億円程度で横ばい基

調であったが、2013年以降順調な右肩上がりの推移となっている。

近年のアニメ産業の成長ドライバーは、海外の拡大である。海外売上

は、2012年の2,408億円（構成比18%）から2017年には9,948億円

（同46%）に急拡大している。これは、インターネット動画配信のグ

ローバルでの普及により、番組販売が活発となり、また番組視聴による

認知度向上によりアニメベースのゲームやグッズの売上が好調に推移し

ていることが要因である。

特に、米国のインターネット動画配信の雄であるNetflixは、アニメ制

作資金を積極的に拠出しオリジナルアニメ作品の配信を強化している

他、日本の有力アニメ制作会社との事業提携を加速している。また、動

画配信事業を立ち上げるAppleや、Foxと合併するDisney、アニメ専門の

配信プラットフォームCrunch Rollを傘下に持つWarnerなどのグローバ

ルプレーヤーも、オリジナルコンテンツへの投資を積極的に行うと見ら

れ、アニメもその対象となる可能性が高い。

加えて、中国では、日本アニメ配信で優位性を持つ動画配信事業者

BiliBiliが積極的に日本アニメの配信権を購入してきた。昨秋より中国での

日本アニメ規制が強化されており、今後番組配信権取得の意欲が減退す

る可能性はあるが、日本側との共同制作の動きが強まる可能性もあり、

引き続き日本のアニメ産業は中国の動向を注視する必要があろう。

このような海外売上の拡大による市場拡大は今後も継続すると見ら

れ、早晩海外売上が国内売上を上回るものと見られる。日本のアニメ産

業は、戦略面や人材面でグローバル対応力を益々強化することが求めら

れよう。



参考：ユーザー支払額ベースのグローバルアニメ市場規模の推移

情報は日本動画協会『アニメ産業レポート２０１８ 』より入手
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消費全般：『2018年の広告費に想う』

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

『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）

本年2月末、『2018年日本の広告費』が電通より公表された。本
報告書によれば、同年の日本の総広告費は前年比2.2％増の6.5兆円
と7年連続で増加となった。

媒体別の明暗は分かれている。前年比でインターネット広告は
16.5％増。一方、新聞7.1％減、雑誌9.0％減、テレビ1.8％減、PM
（プロモーションメディア）広告（屋外広告、折込み、フリーペー
パーなど）0.9％減と、伝統的手法の広告費は振るわない。ただ
し、テレビとPM広告は減少幅が小さく、健闘している。しかも、広
告費水準は、テレビが1.9兆円、PM広告が2.0兆円と、依然として
インターネット広告の1.7兆円を上回っている。

もちろん、今後はインターネット広告の更なる伸長で、伝統的な
広告は更に窮地に追いやられるのであろう。しかし、伝統的な広告
と一括りに悲観論を付与するのではなく、折込みやフリーペーパー
などリアルのPM広告はしぶといし、市場としては小さくない。

2018年、日本の名目GDPは0.6％増と、広告費の伸び率（2.2％
増）を下回った。これは、GDP増加という観点から見た広告費の効
率が落ちていることを示唆している。企業は収益性の観点から、広
告費の効率的な活用を志向するはずだ。その際、絞られるのはどの
広告費だろうか。

インターネット広告と連携したクロスメディア戦略が行えるPM広
告は、それほど減少しない可能性が高い。むしろ、質の低いイン
ターネット広告こそが絞られるだろう。新聞、雑誌はPM広告化の道
程を歩むのだろうか。

© 2019 Frontier Management Inc. 



テクノロジー関連業界：『IT後進国化する日本、先端端末普及が早急に必要』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

投資の神様の一人と言われるジム・ロジャース氏は、「日本は国
の借金増・人口減少が続き、貧しい国になっていく。移民を受け入
れないと50年後に消滅するリスクがある」と発言。事実に基づく指
摘で、日本は現状を認識し新しい行動をできるだけ早く始めない
と、特に次世代IT産業で取り残される懸念がある。

日本のスマホ使用率は64％。主要国中で圧倒的に低い。出荷台数
も3,000万台程度で微減と普及が進まず、未だiOSが2/3のシェアを
持つ異質な国。エンタテインメント・コマースに限らないスマホに
よるサービスが金融等全域で展開される中、明らかなIT後進国と
なった。話題の5Gに関してもサービス開始時期は遅れ気味。国策と
して、魅力的サービスや圧倒的低価格を提供し、先端IT端末を普及
させないとさらに取り残される。

主要スマホメーカー国籍とスマホ使用率を見ると、中国83％、米
国78％、韓国92％。それぞれ「先端的端末の普及でサービスが多
様化。国外へハード/サービス展開が進む」の好循環。これは過
去、日本メーカーの勝ちパターンだった。先端端末には、高度な設
計・生産技術とデバイスが必須になる。既に中国は今後本格化する
5Gの世界でインフラ～端末・サービスの先進国になっており、IT産
業全域で世界の脅威となった。

スマホの生みの親であるアップルはサービス事業へ大きく方向転
換するようだ。端末差別化での収益維持は難しいと判断し、持てる
経営リソース（アップル製品のインストール）を最大限に活かすシ
ナリオとみられる。時価総額がUS$1,500億のネットフリックスで
すら買収対象らしい。新年号が開始する新時代、日本IT産業が進も
うとしている方向は見えていない。

© 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：『最終講義と「本質を考える」』

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）

「常温接合」の研究で著名であり、また産学連携を推進して
こられた、東京大学の須賀唯知教授の最終講義に参加した。久
しぶりの大学の講義に多くのことを感じたが、特に以下であ
る。

一つ目。本質的な思考力。京セラ創業者稲盛氏の膨大な著書
の中に、新入社員にガラスを磨かせる事例が出てくる。考えな
い人は「磨きました」と言ってすぐに持ってくるが、どうして
そう言えるのか、何をもって「磨いた」と言えるのか、「磨い
た」とは何か、本質を考えないといけない、と稲盛氏は諭す。
「モノとモノがくっつく」とは何か？ 須賀教授の講義でもの
ごとの本質について立ち止まって考える癖が重要であると再認
識した。

二つ目。競争をずらす。筆者は学生時代、友人の理工学的優
秀さにこれはとても勝負にならないと実感し、麻雀に逃避し
た。今回の講義を聞いて、また、同期の一人が日本最強の製造
業の一つの社長になっていることからしても、その判断は正し
かったと感じている。いかに同質競争を避けるか、勝てない勝
負を避けるか。

三つ目。感謝。講義の最後は感謝で締めくくられた。特に恩
師への感謝であり、小学校の先生の姓名まで書かれていたが、
筆者は小学校の先生の名前をすぐに思い出せなかった。

須賀教授は春からは明星大学で研究を続けていかれる。
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先端領域： 『テクノロジーは「よそもの」か「まれびと」か』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

連日のように「テックラッシュ（テクノロジーへの反発）」
が報道されている。固有企業には言及しないが、

① データを寡占化、不正利用する

② セキュリティは脆弱でプライバシーを侵害する

③ 雇用を産まない（相対的に労働分配率は低い）

④ 経営者は巨万の富を得る

との指摘を否定できないことは事実だ。

電通イージス・ネットワークが日本を含む10か国をサンプル
に実施した「Dentsu Aegis Digital Society Index 2018」に
よれば、「まるで裁判の証人席に立たされているよう」だ。
「テクノロジーの変化が速すぎる」との回答が57％を占め、
「社会をより不平等にしていることに合意する」が43％、
「テクノロジーの恩恵が行き渡っていない」も55％に上る。

日本ではテックラッシュというほどの騒動は起きていない。
ではテックエンゲージメントが高いか、というとそうではな
く、10か国中最低という結果となった。公教育のテクノロジー
対応（十分との回答は14％）、個人情報利用の透明性（同
17％）について特に懐疑的という結果である。

筆者は専門家では無いので論じる立場に無いが、日本では
テックは「よそもの」で、できれば関わりたくない対象と認識
されているのではないか。1929年（90年前！）に折口信夫氏
が指摘したように「まれびと」を歓待し、共同体進化の契機と
していくには、まだ受容・消化を繰り返す必要がありそうだ。

ちなみにテックへの「信頼」が10か国中もっとも高い国
は・・・他国をぶっちぎって中国となった。
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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： 『農業用ドローンが普及拡大局面に』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

農林水産省は、3月18日に農業用ドローンの普及拡大を目指
す計画を公表し、20日にはスマート農業の実証事業を全国69
カ所で実施すると発表するなど、ICT（情報通信技術）を活用
したスマート農業の普及拡大に向けた施策を強化している。ス
マート農業は、自動走行のトラクタや田植機、ドローンの活用
などにより、農作業の生産性を改善させることができ、農業従
事者の減少と高齢化、低い生産性などの日本の農業の課題を解
決する方策として打ち出されている。

日本の農業機械メーカー各社は、2017年以降、自動運転機
能を取り入れたトラクタや田植機の販売を本格化させている。
一方、農業用ドローンは、農業機械の新たな市場として期待で
きそうだ。

2018年末の農業用ドローンの機体登録数は1,400台強、オ
ペレータ認定者数は5,000人弱と2年間で約6倍に拡大。ただ、
農薬散布でのドローンの普及率は作付面積当たりで1％程度に
過ぎない。農家は、ドローンの活用により、農薬散布の作業時
間の大幅短縮、肥料や農薬のピンポイント散布による生産性の
向上、病害虫や雑草の防除作業の軽減などの恩恵を享受でき
る。2018年末の農業用ドローンの認定機種メーカーのシェア
は、DJI（中国）が40％とトップで、丸山製作所（同16％）、
エンルート（同15％）、クボタ（同13％）などと続く。

農林水産省では、2022年度までに水稲・小麦・大豆の作付
け面積（約183万ha）の半分以上の100万ha以上に農業用ド
ローンを普及させる計画。これは2018年推定の同2万ha強の
約50倍に相当するものであり、今後の農業用ドローンの市場拡
大に注目したい。

© 2019 Frontier Management Inc. 

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： 『インスタグラムのEC参入が変えるマーケティング力学』

米フェイスブック傘下のインスタグラムは3月19日に、同社
が運営するアプリ画面上での商品購入サービスの試験運用を開
始すると発表した。これまでもインスタグラムではECサイト
へのリンク機能は備えていたが、インスタグラム画面上から直
接決済手続きへ進むEC機能はなかった。これはインスタグラ
ムがついにアマゾンやZOZOといったEC企業の競合企業になっ
たことを意味する。筆者もインスタグラムのデモ動画を観た
が、そのUI設計はアマゾンに比肩するほどシンプルかつ感覚的
に使える仕様であった。

インスタグラムは同サービスにおいて、まずは23のファッ
ションブランドの取り扱いから始めると公表した。このリスト
には、Adidas、Nikeなどのスポーツブランド、DiorやPradaと
いった高級ブランド、ZARA、H&M、Warby Parker、
UNIQLO(日本企業で唯一)などのカジュアルファッションブラ
ンドに加えて、化粧品ブランドも多く名を連ねている。

インスタグラムは若い女性が使うファッションアプリという
印象が先行しているが、日本国内で3,000万人(月間アクティ
ブユーザー)に迫る利用者の4割程度は男性であり、投稿内容も
ファッションやコスメ等に限定されているわけでなく、ライフ
スタイル全般に及ぶ。

インスタグラムのような人気の高いSNSアプリによるEC事
業参入は、リアル店舗はもちろんのこと、これまで勝ち組で
あったEC事業者にとっても大きな脅威になるであろう。企業
戦略への影響は必至であり、マーケティング担当者はインフル
エンサー起点の商品戦略に本気で取り組み始める頃合いではな
ないか。
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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：『3.15で問う消費者安全』

中村 達

Toru Nakamura

シニア・アドバイザー

3月15日は中国で「国際消費者権利デー」として消費者関連に
ついての摘発番組が組まれる。年々詳細な報道をCCTVが行う
中、各地域メディアも報道を広げ、その中で外食産業に対する報
道が筆者としては考える点があった。

有名外食チェーン店の調理場で土足で調理テーブルを踏み越え
る、材料洗浄の扱い等の映像が出され社会問題となっている。

日本のバイトテロと異なるのは、店員として入社し覆面調査を
行い撮影をし、公共に流している不正追及の点である。

即ち、企業批判と業界体質懸念につきSNSを賑わし、各チェー
ン店は対応に追われ、3月以降の外食消費に変化が見られるのか
が注目される。

中国GDP約90兆元（1,440兆円）のうち、‘食’関連産業は16%
を占め、外食産業だけを見ても4.2兆元（67兆円）で年率8%前
後の伸びをみせ、GDP成長に貢献していると言える。

外食産業は中小企業が多い中、より店内管理が出来る経営を指
導したと言える。が、近年外食産業は、店内＋テークアウトの2
形態にECケータリング、そして外食ブランドの食品販売へと食
品産業にとり大きな存在となっており、便利さだけではなく、安
全を提供しうる体制を取れなければ、企業は継続させないとの政
府姿勢を感じる。

調理の味付けから素材の味へ消費者志向が変化する中、原料か
らテーブルまでに至るプロセスの「視える化」が要求されてい
る。外食企業と食品企業の提携、出資が進み、そして農業、生鮮
商品拡充を図るアリババ、JDの存在が強まる可能性もある。
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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、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。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経
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①： 『新たなインフラ事業領域』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

「シンガポールの地下鉄工事に従事する女性若手エンジニア
（大手建設会社）」「ベトナムの大型製油プラントを息子に披
露する男性シニアエンジニア（大手エネルギー会社）」等々、
TVCMで日系企業によるASEAN域内でのインフラ案件が、企業
イメージとして紹介されることを目にする機会が増えた。尚、
シンガポール地下鉄のTVCMでは、同社落札事由でもある高度
な地下工事技術（マリーナベイ駅周辺の既存2路線の下に新線
トンネル・駅舎を新設）の様子が新海誠監督（声：長澤まさ
み）のアニメーションでリアルに再現されている。

さて、域内におけるインフラ案件は総じて拡大基調にある
中、価格競争（対中国）、技術力の劣後（通信規格など）、対
象国の財政難のようなマイナス要素がメディアで多く取り上げ
られることは少なくない。他方、以下のような新たな動きもあ
り、リスクを踏まえた上で拡大しようとする背景にある。

①改修・メンテ機会：過去に建設された地下鉄・MRT（現地・
韓国製）の改修工事を日系企業＋円借款で支援（フィリピン）

②需要増：電力需要増に伴うLNG輸入計画（ベトナム）

③政府支援体制強化：ADBやJBICによる投資支援や、政府主
導による日中間のアセアンでのインフラ開発協調

これらを受け、現在弊社ASEANチームでは、とくに以下セ
クターに着目したM&A・JV等の提案を推進している。

■ビルメン・エンジニア業種（コスト削減要素・改修含むメン
テナンスサービス提供機会）

■電設・上下水道・土木等エンジニア業種

■金融・交通関連の安全管理・運用システム等、ソフト・ノウ
ハウ提供機会、および関連現地企業の買収機会
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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。



ASEAN担当②： 【速報】『タイ民政化への第一歩』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

タイにおいて3月24日に8年ぶりに民政化への第一歩として
下院選挙が実施された（2月号コラムもご参照）。首相候補に
現国王の実姉にあたる王女を擁立するとの「ウルトラC」で臨
んだタクシン派であったが、擁立発表の直後に国王による反対
表明➡憲法裁判所による解党命令と、選挙間際までドタバタ劇
が繰り広げられた。尚、タクシン派では、複数党に分けた選挙
戦を行っており、解党命令を出された「国家維持党」のみでは
なく、「タイ貢献党」との両輪で戦っている。王女擁立のリス
クをタイ貢献党（＝タクシン派主流）としていない点などは、
抜け目ない。

当コラム執筆時点では、全体500議席のうち、小選挙区350
議席の138席をタイ貢献党が、96議席を親軍事政権の国民国家
の力党が獲得したとの速報が出ているが、残る150議席の比例
代表の議席獲得状況については公表されておらず、最終的な結
果については5月9日までに発表する、事前予想比少ない投票率
（70％前後）など、内外から透明性や不正を疑う声もある。

このような状況下、実体経済を含め、想定される産業界への
影響として、以下のような諸点への留意が必要である。

①『労働賃金の上昇』： 両党とも、労働最低賃金の引き上げ
を公約、何れが政権与党の場合も労働コストは上昇する見込み

②『農産物価格の上昇』： タイ貢献党が政権与党となった場
合には米価は上昇傾向、他方、国民国家の力党が与党となった
場合、主要票田の南部農産物であるゴムの価格が上昇、つれて
自動車タイヤなどのゴム製品等の国際価格の上昇懸念

③『インフラ投資抑制』： 連立政権の場合、緊縮財政の方向
性となる傾向が強く、積極的な公共投資などインフラ投資案件
に対する公的資金は出にくくなる可能性
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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： 『時間を捻り出す方法』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

子供を見ていて思うこと。教えたわけではないのにいつの間
にか携帯での遊び方を覚えている。ゲームや動画を次から次へ
と際限なく見ようとするのだ。

毎週のドラえもんやちびまる子ちゃんを楽しみに待つという
感覚はない。過去の番組もネットで際限なく見ることができて
しまう。そのため、3分でも暇ができると、すぐ「携帯貸し
て」と言ってくる。7歳の上の息子だけでなく、まだ3歳の息子
も言ってくる。教育上携帯使用は制限しているのだが、時間の
感覚が違うのだとひしひしと感じる。

仕事でも同様である。メールの発達によって、相手の都合の
良い時間を気にせずに、早朝でも夜中でも連絡したい時に連絡
することができるようになった。受ける方は、より時間価値を
意識し、効率的に仕事をする必要に迫られている。

効率的に仕事をするためには、自分の時間を何に使っている
か棚卸してみるのが良い。緊急性と重要性の軸で優先順位をつ
けてみても、それでもやるべきことが多く、時間が足りないこ
ともあろう。その時には①短時間でできることはすきま時間を
利用して終わらせてしまう、そして②すきま時間をひねり出す
ことが有効だと感じる。①は携帯でのメールの返信や軽作業が
できるガジェット等を用意する、②はダラダラと使ってしまう
携帯アプリが使えない（または制限される）携帯を使うことも
一案である。

名刺の大きさで機能をミニマムに抑えた米ベライゾンの
PalmやLight Phoneを使えばメッセージの送信や音楽、地図、
ウーバーなど最低限必要なものは使える。一方で時間泥棒の他
のアプリは使えない。仕事で使うかは別の話だが、時間がな
い！と思う方は是非使用してみてはいかがだろうか。
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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～2019年3月までニューヨーク支店長。

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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