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『工作機械受注の減速は短期終息か？』



機械業界： 『工作機械受注の減速は短期終息か？』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

2018年度の工作機械受注は前年比5％減の1兆6,893億円（3
月速報ベース）と2年振りの前年比マイナスながらも過去2番目
の高水準となった。内訳は、国内が同2％増の7,035億円、海
外が同10％減の9,858億円である。ただ、同受注を四半期ベー
スでみると、2018年1-3月に4,924億円（前年比38％増）と
過去最高を記録したが、4-6月4,716億円（同16％増）、7-9
月4,450億円（同7％増）、10-12月4,067億円（同12％減）、
2019年1-3月3,610億円（同27％減）と減速感を強めている。
この背景には、海外受注の約3割を占める中国で、スマート
フォン関連、自動車向け受注が落ち込んだ影響が大きい。また、
日本、北米、欧州の受注は、2018年後半より増勢に一服感が
でている。

日本工作機械工業会では、2019年の受注を1兆6,000億円
（前年比5％減）と2年連続の前年割れを予想している。ただ、
2019年1-3月の受注からは回復を見込んでおり、今回の受注の
調整は短期かつ小幅との見方になる。現在の不透明要因は、米
中貿易摩擦であるが、中国の景気は、政府の景気対策が奏功し
て、過度な悲観論は減りつつあるようだ。しかしながら、工作
機械の動向に影響を与える自動車やスマートフォンなどの販売
が再び成長するとの見方は少なく、世界景気の減速懸念は払拭
されているとは言い難い。

工作機械受注が減速する際の過去のパターンをみると、下落
幅はピーク比で30～40％減、下落期間は2～3年になることが
多い。設備投資の先行指標と言われる工作機械受注が、小幅な
調整でとどまるかどうか、今後の月次受注の動向に注視してお
きたい。
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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：工作機械受注の推移

情報は日本工作機械工業会より入手
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経営全般：『ゲーム理論で考えるM&Aと事業承継』

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）

M&A Online編集部によると、東証の適時開示ベースで、
2019年第一四半期のM&Aは前年同期比49件増の221件と、3
四半期連続で200件を超えた。3四半期連続の200件超えは過
去10年で初めて。同業買収だけでなく、多角化や海外事業展開
など、M&Aの多様化が顕著である。

M&Aが一般的になると、ゲーム理論で見た構造が変化する。
M&Aが一般的でなく、売り手と買い手が一回きりの取引の場合。
あるいは、売り手や買い手と、アドバイザーが一回切りの取引
の場合。この構造では（つまり囚人のジレンマのモデル）、お
互いが相手を裏切ったり、非協力でいたりすることが合理的な
選択（ナッシュ均衡）となる。

昨今のように、M&Aが一般的になり、「繰り返しゲーム理
論」の構造になると、上記とは逆に、お互いの協力状態が持続
する均衡となる（フォーク定理）。上場企業の一部による繰り
返し型M&Aの増加は、M&Aの成功確率（現時点では30％程度
と言われている）の引き上げを促していくであろう。

一方、事業承継型のM&Aは、家業をいくつも持っている豪族
を除けば、一回切りのゲーム理論の対象となる場合がほとんど
と推測される。一回切りのゲーム理論が対象とする事業や産業
では、裏切りや非協力を産みやすい構造を持つ。M&A取引後の
買い手の保護、アドバイザー行為への適切な政府の指導など、
“健全な一回切りゲーム”構造の構築に向けた努力がなければ、
せっかく増加してきたM&A市場に水を差しかねない。
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テクノロジー関連業界：『資本コストを意識した財務戦略の必要性』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2018年のアップル業績を円ベースでみると、売上高29兆円、
EBITDA9兆円、当期利益6.5兆円程度。サムソン電子は売上高
24.5兆円、EBITDA8.6兆円、当期利益3.8兆円。ビジネスモデル
は違うが、EBITDAでは同等水準で、かつEBITDAマージンはサム
ソン電子が高いとの結果である。

一方、直近企業価値は、アップル95兆円に対し、サムソン電子
は15兆円とアップルの15％に留まる。要因は、①2019年の業績
見込み（19/1Qの営業利益は60％減と大幅減）、②2社を
EBITDA倍率でみると歴史的に2-3倍の乖離、と分解される。

電子産業のライフラインで既にチャレンジャーすら見当たらな
いDRAM/NAND Flash事業は、iOSプラットフォームで巨大なエ
コシステムを築いたiPhone関連事業と比較し、スマイルカーブの
両端の存在するものだが、それぞれ強力。半導体は利益変動が激
しいとはいえ、P/L・キャッシュフローベースのマルチプルで倍以
上の乖離が常に存在するのは違和感もある。

両社のもう一つの違いは財務戦略。これがマルチプル差要因の
一つと推測される。両社とも営業CFが潤沢で、巨額のネット
キャッシュを保有することは同じ。一方、アップル社はROICと
WACCの関係上から、常にWACCを意識した財務戦略を取ってい
る印象がある。例えば30兆円規模で実施した自社株買い。

欧米企業が常に資本コストを意識し、サステイナビリティを考
慮した上でWACC引下げアクションを財務戦略として取っている
一方、日本を含むアジア企業は本音ベースで資本コストを意識し
た財務戦略をとっていないのではないか。結果、マルチプルの低
下で利益が増加しても企業価値が縮小するリスクがある。
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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：『エスカレーターについて思うこと』

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）

エスカレーターの片側を急ぐ人のために空けるべき、危険だ
から歩行禁止すべき・・・との議論がなされている。この場合、
どちらの立場にせよ、「痛みを引き受ける覚悟」が前提である
ことが十分に認識されていないように思われる。

高速道路はもちろん追い越し可能である。誰も「追い越し禁
止にしろ」とは言わないが、もし、「危険だから追い越し禁
止」にしたらどうなるだろうか？ 平均速度が下がる→コスト
があがる→税金があがるのである。

事故や災害が起きるたびに、なぜもっと対策を取らなかった
のかという社説が躍る。しかし、何かを求めるためにはその責
任も引き受ける覚悟がないといけない。権利と責任、安全とコ
ストは裏表であり、そのバランスが重要である。

仮に、追い越し禁止を主張する立場であれば、そのための負
担（エレベーターの数を増やす経済的負担、構内が混雑する精
神的負担）を引き受ける覚悟が前提であるし、逆に、追い越し
自由を主張するのであれば、万が一事故が起きた場合の負担を
する覚悟が前提である。

社会運営のみならず組織運営においても、責任と権利は表裏
として運営する必要がある（一番分かりやすいのは人事である。
責任と権利が一致していないことが多い）。
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先端領域： 『IPOをきっかけに「ユニコーン」幻想が変化する兆し』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

「ユニコーン」のバリュエーションが、変化する兆しがある。

米配車サービスLyftは現地3月29日、ナスダックに上場した。
当日初値は87.24USDとなり、時価総額は一時的に250億USD
（約2.8兆円）に達した。しかし、週明け4月1日に最高値から
20％も下落。足元では60USDを下回る水準だ。業績は2018年
に売上高22億USD（2017年10億USD）。純損失9.11億USD
（2017年6.88億USD)。今後7年間で黒字化を果たす、として
いるが、そもそもLyft自体がまだ設立7年である。

WeWork運営のThe We CompanyがSECに上場申請書を非
公開で提出した。WeWorkの売上高は2018年に18億USD
（2017年8億8,600万USD）。純損失は19億USD（2017年9
億3,300万USD）。売上高拡大がそのまま純損失拡大に繋がっ
ている、と考えるのが自然だ。

Pinterestは4月8日にS-1を提出したが、これを根拠にすると、
2017年に私募で資金調達したときの評価額123億USDよりも
20億USDほど下回る計算だ。かなり保守的と言える。

Uberは5月に予定するIPOの売り出し価格を44～50USDと
し、80～100億USDの調達を目指しているが、この場合の企業
価値評価は800～900億USDとなる。最後の調達ラウンドにお
ける評価額760億USDよりは高いが、かつては1,200億USDと
もいわれたスケールには及ばない。（それでも2014年の
Alibaba以来、米国最大のIPOになるのは間違いないが。）

「LyftやUberは（今後エコシステムの拡がりはあるにせよ）
配車サービス業で、WeWorkは不動産賃貸業。Pinterestは美
しい広告媒体」というビジネスモデルに改めて立ち返って企業
価値を評価するとき、ユニコーンは想像上の一角獣ではいられ
なくなる、かもしれない。
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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。



メディア・エンターテインメント業界： 『ゲームサービスSTADIAの注目点』

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。

3月19日にグーグルは、ブルーレイディスクやハードディスク/SDカー

ド等の物理メディアを使用しないゲームサービス「STADIA」を、2019

年内に北米/欧州で開始すると発表した。技術的にSTADIAは、「クラウ

ドゲーミング」と呼ばれる、クラウド上でプレーヤーのゲーム操作の結

果を計算し、インターネットにより動画ストリーミングとしてプレー

ヤーのプレイ画面に反映させる手法を採る。

クラウドゲーミングは、現行ゲーム機が過去のゲーム機のタイトルを

提供する際にも利用されており、特段目新しいテクノロジーではない。

しかし、グーグルが提供するYou Tube等との連動により、興味を持った

ゲームタイトルに、ダウンロードや物理メディアを購入することなくア

クセス可能となること、また低遅延/大容量伝送が可能な5G導入が予定さ

れる中、スマホやタブレットをプレイ画面とすることで、場所を問わず

最先端のゲームをプレイ可能となる点が、STADIAのメリットとなろう。

ただし、ゲームプラットフォームの成功には、そのゲームプラット

フォームに独占供給されるゲームタイトル群が必要不可欠である。任天

堂プラットフォームには、「マリオ」、「ゼルダ」に代表される任天堂

タイトル群、初期のプレイステーションには、スクウェア・エニックス

の「FF」、「ドラゴンクエスト」、Xboxには「Halo」といった具合に、

グーグルもSTADIAの展開にあたり、自社専用の有力タイトルを開発する

か、他社の有力タイトルをエクスクルーシブで獲得するか、というタイ

トル戦略が必要となろう。

STADIAに供給されるタイトルは、6月に開催されるゲームショーE3で

発表されると見られるが、今後、他の有力IT企業もゲームビジネスへの

参入が予想されている。各社のゲームタイトル獲得競争が白熱するなら

ば、有力ゲームタイトルを開発可能なゲームスタジオのM&Aが加速する

可能性があり、その動向に注目していきたい。



小売業界： 『フードデリバリーが本当の脅威になる日』

UBER EATSや出前館に代表される配送プラットフォームを
活用した「フードデリバリー」が隆盛である。現時点において
は、日本国内のフードデリバリーサービスの大半は飲食店によ
る付帯サービス、いわば副業として手掛けられているものだが、
米国や中国ではフードデリバリー運用に特化したバーチャルレ
ストランが急増している。中国では、バーチャルレストラン向
け「厨房シェアリング」サービスも増勢だ。

飲食店の副業としてのフードデリバリーとバーチャルレスト
ランとでは、コスト構造が大きく異なる。デリバリーだけを念
頭に置いたバーチャルレストランは、人通りの多い一等地にあ
る必要はなく、煌びやかなホールやウェイターも必要ない。こ
のため、家賃や人件費が大幅に削減可能だ。日本国内での
UBER EATS等の利用に際しては、時間帯によって多額の配送
料がかかったり、フードデリバリー向けの割増価格が適用され
ており、今のところ飲食店や食品小売業に対して価格競争力は
発揮されていない。ただし、固定費負担が軽いバーチャルレス
トランが増えていけば、よりリーズナブルな価格体系のフード
デリバリーが台頭してくるであろう。

今年10月に予定されている消費増税では、外食には10%の
新税率が適用されるが、テイクアウトでは8％の軽減税率の対
象となる。これをひとつの契機として、既存の飲食店/新規参
入のバーチャルレストランの別を問わず、フードデリバリーを
強化する動きが加速する可能性がある。出来立ての料理が手軽
な料金で注文でき、数十分以内に届く。そのような強みを持つ
バーチャルレストランが既存の飲食店や食品小売業の脅威とな
る日も近いと予感される。
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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



消費財業界： 『化粧品は「情緒」に訴求する製品が活況』

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト

経済産業省統計によると、2018年の国内化粧品出荷金額は
前年比5.7%増となり、3年連続で過去最高を更新、1兆7,000
億円を突破した。中国の規制強化によるインバウンド売上への
影響は、化粧品については大きな変調に至らず、2019年に
入っても堅調な市場推移が続いている。

2018年は特にスキンケア、メークアップといった狭義の化
粧品が金額ベースで前年比9.5%増と市場をけん引した。国内
化粧人口の成熟化・高齢化を背景にしわ改善などの機能訴求型
製品が引き続き活況だが、「効果」のみならず使用による副次
的・情緒的な満足感を高める各社の戦略による、プレステージ
領域活性化の効果も大きいとみている。

例えば資生堂では、グローバルブランド「SHISEIDO」のロ
ゴに「TOKYO GINZA」を配しており、「銀座発」コンセプト
を強調したメークアップ新ラインが好調な出足を示した。また
コーセーは、ファンデーション開発に際して使用時の「心地よ
さ」「楽しさ」という心理的効果を脳波測定によって評価し、
製品満足度を高めた製品が話題となった。

先日のパリ・ノートルダム大聖堂の火災は社会に大きな衝撃
を与えたが、発生から間をおかず、LVMHやロレアルがオー
ナー家と共同で2億ユーロの再建のための寄付を表明した。上
場企業による巨額の寄付の即決が可能であることに対し、化粧
品の本国ともいえるフランスのハイブランド企業にとって、文
化や歴史を含む情緒的な価値がいかに重要であるかを改めて認
識した。
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バークレイズ証券会社（現バークレイズ証券㈱）、ス
ミスバーニー証券（現シティグループ証券㈱）、ドレ
スナー・クラインオート・ベンソン証券、クレディス
イス・ファーストボストン証券（現クレディ･スイス証
券㈱）、三菱UFJ証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタン
レー証券㈱）、有限責任監査法人トーマツを経て、
2019年にフロンティア・マネジメント㈱入社。

1990年から2009年までセルサイド・アナリストとし
て、化粧品・トイレタリー業界およびヘルスケア業界
を担当。

有限責任監査法人トーマツでは、財務分析・IR関連コ
ンサルティング、クロスボーダー・オファリング助言
加え、デロイト・トゥシュ・トーマツがグローバルで
実施するベンチャー企業顕彰プログラムの日本におけ
るプログラム・マネジャーを兼務するなど、幅広く活
躍。

2005年および2006年度エコノミスト誌アナリストラ
ンキングでは化粧品・トイレタリー部門1位を獲得。



中国担当：『はたらきかた改革』

中村 達

Toru Nakamura

シニア・アドバイザー

人民の不公平感を無くす事が、新中国建設に多くの共感を得
た。ただしヒエラルキーは残り、多くの聖域ができると共に、
目標と達成感が薄れ産業の非効率、経済停滞、さらに人道的問
題も発生していた。打破するために78年の改革・開放が起こさ
れ現在に至る。

この間多くの起業家が誕生し，競争と淘汰の中、急拡大して
いるIT企業から、労働時間問題が起きている。

「996」という単語で長時間労働を表現し、「996. ICU」
について全国で議論が活発化している。

（注 996＝朝9時から夜9時まで週6日間。これを続けると
ICU＝病気で集中治療室行き との意味。）

この議論の中、アリババ ジャック・マー氏は、「会社が強
制するものではない。ただ時間は皆に公平で、どう時間を使う
か、自分がどの様になりたいのかが重要。」

JD.COM 劉氏は、「996を強制する事はありえない。ただ
今は指示をするだけの人間が増えている。各自が自己発揮をし
てほしい。若い時に自分は8116+8であった。（午前8時から
夜11時を週6日、土曜は8時間労働）チャレンジする快感を楽
しんでさえいた。」

政府は労働生産効率の向上を企業に求め、就労者の生活向上
のため、有給休暇の実行、祭日（春節）の延長を検討している。

90后より更に個を重視する95后以降の就労比率が増加する
中国。生産効率向上策は、超ハードワーカー経営者にも、まだ
答えは出ていない。
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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： 『国民の声（タイ下院選挙続報・インドネシア大統領選挙）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

アセアン域内に限らず、政権与党が絶対的優位に進められる
選挙は少ないが、これが民政であると改めて考えさせる。

先月速報したタイにおいては、このコラムを執筆している現
時点でも3月24日に行われた下院総選挙の公式結果は未だ発表
されていない。現軍事政権寄りの政党（国民国家の力党）も下
院第一党となる見込みのタクシン派政党（タイ貢献党）も単独
で下院過半数議席を持たないことは非公式ながらも明らかな中、
双方が他の政党との連立化に向けた攻防で、過半数ラインの
250席を巡った内向きな戦いが繰り広げられている。5月4日～
6日はワチラロンコン国王の戴冠式が予定されており、現軍事
政権が国民の目を逸らして混乱を避ける意図も透けて見える。
とはいえ仮に下院の過半数が「反軍事政権派」に占められねじ
れ状態になったとしても、少なくともプラユット現暫定首相の
再任は確実な中、連立の組み替えや造反者を勧誘するなどして、
現体制が維持される可能性は高い。他方、現暫定政権以降の経
済は比較的安定成長、また財政運営や金利・為替運営も相応に
盤石、昨年の南米やトルコなど他の新興国危機の報に揺れる他
のアセアン諸国とは一線を画しており、アジア通貨危機のあっ
た90年代後半とは異なる点を国民も評価したのではないか。

同じ時期、4月17日にインドネシアの大統領選挙が行われ、
ジョコ・ウィドド現大統領の再選が決まった。事前調査では
ジョコ氏の圧倒的優位が予想されていたものの、結果は案外僅
差であり、野党候補（プラボウォ氏）の人気というよりは、経
済の低成長性や同国のアセアン域内における現政権の外交プレ
ゼンス不足に対する国民からの不満の表れだとされる。

インフラ投資・自動車産業拡大等、国民から評価されるよう
な日系企業のビジネス機会をフォローアップする所存である。
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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： 『オンラインとオフラインの融合①』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

オンラインとオフラインの融合が進んでいる。

米国ではオンライン側の代表格であるアマゾンが高級オーガ
ニック・スーパーのホールフーズを買収し、また無人コンビニ
店舗Amazon Goを展開するなど、実店舗を持つ小売業（オフ
ライン側）に参入する一方、オフライン側の代表、ウォルマー
トは2011年にソーシャルメディアのデータ分析を行うKosmix
を買収し（のちにWalmart Labへ改称）、その後もEコマース
サイト運営の米Jet.comや印Flipkartを次々と買収するなど、
ITを活用（オンライン側）するための投資を積極的に行ってい
る。

モバイル・アプリの発達により、モバイル（またはPC）で
購入するか実店舗へ行って購入するかの選択は、顧客が便利さ
や安さやその時の気分で選ぶものとなり、企業にとっては、単
なるインターフェースの違いでしか過ぎなくなっている。

Online merges Offline(OMO)という概念を提唱した中国の
ベンチャーキャピタリストであるKai Fu Lee氏のお膝元である
中国ではさらに進んでおり、アリババのジャック・マーは、将
来オフライン・オンライン・物流が融合し、「ニューリテー
ル」の時代が到来するとしている。

ニューリテール時代には、オンライン・オフライン関係なく、
顧客の行動データを取得・分析することで、顧客の購買体験の
すべてに必要なモノ・コトを必要なタイミングで提供すること
が可能となる。
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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～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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