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今月のトピックス
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『コンビニは食品廃棄ロス問題の主犯なのか？』



小売業界： 『コンビニは食品廃棄ロス問題の主犯なのか？』

大手コンビニを巡る批判報道がかまびすしい。業界大手のセ
ブン-イレブン・ジャパンやローソンが、5月中旬に賞味期限が
近い商品のポイント還元を発表したところ、「加盟店問題を受
けた実質的な値引販売の許容」との受け止め方が広がっている。

しかし、本件はあくまでも食品廃棄という社会問題に対する
企業としての社会責任行動であり、単純な値引きではない。ま
た、今回のニュースは1月2日の日本経済新聞が既に伝えていた
のと同じ内容だ。加盟店への配慮から生まれた意思決定である
かの報道には首を傾げざるをえない。

そもそも、5％のポイント還元を「値引きの許容」と呼ぶべ
きであろうか。コンビニでは130円前後のおにぎりを100円均
一セールとして一定期間売り出すことがあるが、これは値引率
にして3割近い値下げだ。これに比べると、たかだが5％の還元
にはインパクトがない。また、ポイント還元の対象商品の条件
（期限切れまでの猶予時間）は本部によって決定されることか
ら、加盟店の値引きを容認したわけでもない

以上を踏まえると、大手コンビニが「今回のポイント還元は
食品廃棄という社会課題へのESG活動であり、販売促進策でも
ある」と説明していることには、一定の説得力があるように思
われる。

なお、農林水産省の2016年推計によると、我が国の食品廃
棄のうち事業系は全体の6割弱に過ぎず、4割強は一般家庭から
出ている。また、事業系の多くは飲食店が占めており、食品小
売店は全体の10%である。コンビニはその一部であり、食品
ロス全体の1桁%に過ぎないのである。
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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
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小売業界： 参考資料 ~食品廃棄物等の発生量(2016年推計)

構成比

789 291 45% 498

1,970 352 55% 1,618

食品製造業 1,617 137 21% 1,480

食品卸売業 27 16 2% 11

食品小売業 127 66 10% 61

外食産業 199 133 21% 66

2,759 643 100% 2,116
注：売れ残り、規格外品、返品、食べ残しなど本来食べられるのに捨てられている食品

②
有価物・不可食部

①
食品ロス注

合計

一般家庭

食品関連事業者

食品廃棄量
(①+②)(万トン/年)

出所：農林水産省資料よりフロンティア・マネジメント産業調査部作成

我が国の食品ロスの発生量のうち
食品小売業(食品スーパーやコンビニ
を含む)の構成比は10%に過ぎない
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産業調査コラム
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経営全般：『消費増税の延期を徐々に織り込むマーケットの問題点』

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2019年10月に予定されている消費税引き上げについて、
延期論が経済メディアを賑わし始めた。2019年1～3月のGDP
は年率2.1％増と見かけは増勢基調であった。一方、個人消費
は0.1％減、設備投資は0.3％減。つまり、経済のファンダメン
タルズが弱含みとなっていることが増税延期論の背景にあるの
だ。

筆者は、昨年2018年12月の『産業調査通信vol.42』の中で、
我が国の過去の消費税率引き上げの成否は、その当時のファン
ダメンタルズの強弱次第であったことを指摘した。そして、
2019年秋の消費税引き上げに対し、ある種の懐疑を呈した。

当時はまだ増税延期論はマイノリティだった。しかし、半年
ほど経過し、経済メディアで増税延期論が当たり前のように語
られている。これは、極めて良くない状況である。政策がマー
ケットに与えるインパクトは、マーケットの期待に対し、政
府・当局の政策の乖離がいかに大きいか、にかかっている。

多くのマーケット参加者が消費税率引き上げを当然と織り込
んでいる時には、増税延期が発表されれば、その政策は相応の
サプライズとなる。しかし、現在のように、時間をかけて増税
延期の可能性をマーケットが織り込んで行くと、どうなるだろ
う。増税が確定的になった瞬間、かなりのネガティブ・サプラ
イズが発生する可能性すらある。

いずれにしても、2019年1～3月実績という過去のGDP分析
も必要だが、2019年度、2020年度を見越しての増税有無の判
断こそが今問われている。
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テクノロジー関連業界：『日立製作所の企業価値拡大へ向けた成長＆財務戦略』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

前回5月7日付で「資本コストを意識した財務戦略必要性」と
して原稿を書いたが、発行した直後の5月10日に日立製作所が
発表した「2021中期経営計画」は、まさしく資本コストを意
識した新たな成長＆財務戦略として印象深い。

東原社長の中期計画説明で最も印象深かったのは「今後3年
間で2～2.5兆円の新たな成長投資を、財務レバレッジを活用し
て行う」という部分。過去資本市場向けプレゼンテーションに
ROIC/WACCスプレッド、といった単語が出てきたケースは記
憶にない。前職時、海外の大手・長期投資家とは、当たり前の
ようにROIC/WACCスプレッドを議論したが、代表的な日本企
業である日立製作所が資本市場向けにアクティブに発信したの
は画期的。ちなみに過去2回の中計期間における成長投資は0.5
兆円だった。成長投資を積極的に行うための調達は、WACC引
下げを意図し負債で行う模様だ。同時期ソニーは新たに2000
億円の自社株買い枠を設定。ソニーではこの自社株買いを「戦
略投資」とキャピタルアロケーション上で位置づけている。

昨年秋以降、企業価値の拡大ペースは鈍化し、多くの企業が
収益増でも企業価値を減らしている。もちろん事業環境の不透
明さや利益成長の鈍化などの影響はあるが、さらに財務健全性
の向上でWACCが上昇する一方、既存事業ポートフォリオでの
ROICの上昇が限界となっていると資本市場が認識。今後スプ
レッドが縮小すると考えている影響もあろう。企業価値の継続
的拡大には、財務レバレッジを活用し、成長へ向けた積極投資
とその高水準での回収を進める必要があり、事業環境の変化加
速とともに、企業価値拡大へ経営のかじ取りはさらに複雑さを
増している。
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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：『空気をパンに変える』

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）

食糧の生産には窒素が不可欠であり、かつては窒素の確保が
国家にとっても死活問題であった。たとえば、ペルー沖のチン
チャ島は、窒素を豊富に含む鳥の糞尿・死骸（「グアノ」と呼
ばれる）で覆われ、その権利をめぐって戦争になったほどであ
る。

しかし、自然に蓄積された窒素資源の枯渇が近づいた1800
年代終わり、イギリス人科学者クルックスが、近い将来、窒素
不足によって食糧危機が訪れると警告した。

この人類の危機を救ったのは、ドイツの科学者ハーバーと
ボッシュであった。実は、窒素は空気中の約8割を占めるほど
豊富な物質であるが、固定化（アンモニアなど他の物質と反応
しやすい物質に変える）しないと役に立たない。しかし、この
固定化が極めて困難であったのだ。

二人はハーバー・ボッシュ法を開発、「空気からパンを作っ
た」と絶賛され、ノーベル賞を受賞している。もしこの技術が
なければ現在の世界人口は不可能であったといわれる。

しかし、この方法は100気圧、400度の高温を必要とし、膨
大なエネルギーを消費してしまう。4月、東京大の研究チーム
は、触媒にモリブデンを使うなどして、アンモニアを室温、１
気圧で合成できる方法を発表し、注目される。

余談になるが、ハーバーは毒ガス開発にも没頭し、妻クララ
は抗議の自殺をした。
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先端領域： 『サイエンスの挑戦、生命の値段』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

5月24日米食品医薬品局（FDA）は、遺伝性脊髄性筋萎縮症
（SMA）に対処するための遺伝子療法であるノバルティスの
「ゾルゲンスマ」を承認した。SMAは新生児１万人に1人の割
合で発症する乳幼児遺伝性疾患であり（米国では年間約400
人）、脊髄の運動神経の脱落を引き起こす不治の病だった。そ
れが生後数週間に受けるたった一度の遺伝子置換療法で完治す
る。「奇跡の業」である。

オハイオ州Nationwide Children’s Hospitalの研究チームが、
SMN1という正常な遺伝子コピーを持つ数兆個ものウイルスを
子供たちに注入したところ、改善効果があった。小児病院の研
究者であるブライアン・カスパー博士が治療概念を商用化する
べく、スタートアップ企業であるアベクシスを設立。2018年
にノバルティスに87億USDで買収されることで治験が進んだ。
小児は細胞分裂が盛んであり、成人に比較して薬効や副作用が
予想しづらく、その割には市場が限定される。新規モダリティ
にここまでベットすることはメガファーマとはいえ大きなチャ
レンジだったといえる。

結果、ゾルゲンスマは1回投与あたり212万5,000USDとい
う投与価格となった。にもかかわらず、遺伝子療法として史上
初の大ヒットとなることが確実視されている。遺伝子治療効果
が一生涯続くならば、小児のうちに治療を始めるほうが、その
ポテンシャルを活かせる。小児が100年まで生きるとすれば、
その治療効果は100年ということになるからだ。100年の値段
が2億円。2019年以内には欧州と日本でも承認を受け、数年以
内に年間売上高は10億～20億USDともいわれている。

FDAは2025年までに10～20の遺伝子療法または幹細胞治療
が市場に毎年参入すると予想している。
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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： 『クラウドゲーミングへの対応が加速』

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。

5月17日に、ソニーとマイクロソフトは、クラウドゲーミング領域と、

AI/画像センサー領域での戦略的提携を発表した。家庭用ゲーム機で競合

する両社の提携は、3月に発表されたグーグルのクラウドゲーミングサー

ビス「STADIA」への対抗策が主眼と見られる。

両社は、家庭用ゲーム機ビジネスにおけるゲームタイトル獲得能力を

有し、特にマイクロソフトは、有力クラウド基盤「Azure」を保有してい

ることから、クラウドゲーミングにおける両社の組み合わせは強力と考

えられる。しかし、両社が競合する家庭用ゲーム機ビジネスとのコンフ

リクトをどう解決するかが問われよう。

両社の提携は、いよいよクラウドゲーミングの陣取り合戦が加速して

きたとの印象を与え、今後、有力クラウド基盤を持つAmazonや、Apple

など、世界的なIT企業がクラウドゲーミングにどう取り組むのかが注目

される他、強力な自社タイトル群を展開する家庭用ゲーム機ビジネスの

雄である任天堂が、クラウドゲーミングにどのように対応するのか、

ゲームハードとソフトの一体運営を中長期的に保持するのか、も注目さ

れる。

ソフトの側では、スクウェア・エニックスが、全クラウドゲーミング

サービスに対応したいとコメントするなど、グローバルに活動するゲー

ムソフトメーカーは、積極的にクラウドゲーミングサービスにタイトル

を供給する方針と見られる。

6月中旬に開催される米国ゲームショー「E3」では、クラウドゲーミン

グサービスの詳細や、ゲームソフトメーカーの具体的なタイトルが発表

されると見られ、E3は、クラウドゲーミングへの期待感を測る絶好の機

会となろう。



機械業界： 『中国の逆風強い』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

機械各社の19年3月期の決算発表では、米中貿易摩擦のマイ
ナス影響がでており、今後の影響度合いを懸念するコメントが
相次いでいる。この要因により、設備投資関連、ベアリング、
ファクトリーオートメーション関連の会社では、20年3月期の
収益が落ち込むとの予想が大半を占めている。

印象的だったのは、ロボットや半導体製造装置向け精密減速
機の大手であるハーモニック・ドライブ・システムズ社の決算
発表である。同社は、19年3月期に過去最高の売上高、営業利
益を達成したが、20年3月期の売上高は前年比38％減の420億
円、営業利益は同94％減の10億円と大幅な減収減益になると
の見方を示した。同社の受注が18年3月期4Qの181億円をピー
クに減少に転じ、19年3月期4Qに28億円にまで急減したこと
などを反映したものである。受注急落の背景は、(1)2018年に
は長納期の発注も多かった（同社が短納期対応できなかったた
め）、(2) 米中貿易摩擦による中国での製造業の設備投資の先
送りや縮小、(3)顧客及び代理店での在庫調整が続いている、
などによる。会社側では、ロボットの中長期的な成長は続くも
のの、20年3月期は厳しい決算になるとみている。

また、今後の懸念要因として、米政権による対中関税の引き
上げにより、製造拠点を中国から移管するとの報道が増えてい
ることもある。中国での生産活動の減退は、設備投資や雇用の
減少に繋がり、中国経済を減速させる可能性が高い。中国での
自動化ニーズは高いものの、設備投資や雇用の環境が悪化する
中で、ロボットなどの自動化機器の需要が拡大するのは難しい
感がある。当面は、米中貿易摩擦や中国経済の動向から目が離
せない。
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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。



消費財業界： 『インバウンド売上から海外売上へ、海外チャネル強化は待ったなし』

三浦 充美

Atsumi Miuara

シニア･アナリスト

2018年度の上場化粧品各社の決算が出揃った。化粧品市場が
堅調に推移する中ではあるが、各社の業績は各々の製品ポート
フォリオやエリア戦略を反映した差が明確になっている。

過去数年のインバウンドブームで、アジア圏の消費者の間で日
本のプレステージ化粧品の使用経験と認知度が拡大した。ただし
その対象となりえたのは、そもそも「日本の消費者に評価されて
いる」製品であり、加えて、海外消費者に対するSNS等を含む直
接・間接の製品訴求や、流通店頭での直接コミュニケーション体
制が整っているものであった。

化粧品業界においても、ポートフォリオにおける「機能強化や
コンセプトの明確化」、海外向けマーケティング対応を両立した
企業が、インバウンドの恩恵を大きく受けてきた。

インバウンド需要は既に2018年末以降に特に転売業者による
爆買いの終息を受けて一時的に落ち着きを見せたが、その間も海
外ユーザーの実需に変調はなく、2019年1-3月期では各社で免
税店を含む海外販路売上や越境EC売上への移行が見られた。

2019年は日本の化粧品企業にとって海外売上を更に拡大する
環境が整ったといえるが、そのためには、少なくとも現時点でア
ジア圏に向けた販売スキームが確立されていることが条件となる。
代理店サロンなどを主要販路とする企業等、流通取引やEC拡大
には慎重にならざるを得ないプレイヤーも多いが、確立されたブ
ランドと高く評価される製品を有し、海外展開をする意思がある
のであれば、他社との提携なども含めた早期の実行は待ったなし
といえる。
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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：『ペット愛好者』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

国策、国有企業への補助で産業、経済の発展を進める中国だ
が一般人の生活のコントロールまではいかないようだ。

民政部の発表では、他先進国と同様婚姻率の低下に歯止めが
掛からない。2013年の9.9％から継続して下がり昨年は7.2と
なっている。晩婚化も同様であり、特に婚姻率が低いのは大都
市で、上海4.2次いで浙江、広東、北京、天津と続く。年代別で
は80后、90后が中心で、「一人っ子」世代で、ITネイティブで
あり個人を優先、結婚の形に拘らないと言われる。

(注：婚姻率 人口総数に対する婚姻者数の比率 ‰単位）

その世代を中心に急激に増加しているのがペット市場である。
1994年（名目GDP 472米ドル/人）からペットの市場が拡大し、
2018年（同上9,600）の規模は 1,708億元（約2.7兆円）と、
拡大している。年代別消費では77％が80后90后と推定される。

婚姻率減少とペット増加の相関関係は不明だが、この世代に
ペット保有の傾向は強く出ており、都市別ランクで見ると広東
省、北京、上海となる。支出内訳では食費、医療であり、後者
はこの数年年率20％の伸びを示している。

この中でペット保険が注目されてきている。犬猫に対し各8％、
5％と日本市場並みの比率だが、意識調査では約80％の消費者が
興味を持ち、飼主が医療は不可欠と考えている。

現在、生保大手の中国平安、中国人保はじめ、ペット専門保
険会社が設立され、医療機関への投資が活発化している。平行
して保険業務への投資も拡大し、日本同様ペットの「家族化」
と「長寿化」が進み、年代別用品消費の拡大が予想される。
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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： 『首都移転（インドネシア）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

新興国都市部における交通渋滞は、出張者・旅行者にとって
は「風物詩」的な要素すら持ち、90年代のタイの首都バンコク
では、当時の国際空港（ドンムアン空港）から市内までの
30kmの移動に6時間以上掛かることが常態化、「今日も混ん
でますねぇ」が現地駐在員同士の日常挨拶だった。あれから30
年近く経ち、バンコクの交通事情は高速道路網の整備、鉄道網
整備、国際空港移転などの徹底的なインフラ整備から劇的にと
いってよいほどに改善した。きっと挨拶も変わっただろう。

一方、大統領選を終えたインドネシアでは、ジョコ氏による
勝利宣言が行われて間もなく、未だ野党側デモ等の混乱が続く
中にも係らず、「首都をジャカルタからジャワ島外に移転する
ことを閣議決定した」との（やや唐突感もある）発表を行った。
政府機能の移転が中心となる計画で、候補にはカリマンタン島
が挙げられている。ジャカルタ・ジャワ島に集中しすぎた政
府・商業機能の分離によって、交通渋滞・住宅不足事情の緩和
に加え、低開発都市の経済発展にも繋げたいとの思惑であるが、
財政負担や現行都市部の既得権者からの反発も想定され、簡単
には進まないかもしれない。米中摩擦の影響による域内経済の
成長鈍化で一部の諸国では利下げの動きもある中、インドネシ
アのような通貨脆弱国は利下げし難いジレンマもある。加え、
ベトナム・タイのような中国からの生産移転の恩恵は地理的に
も受けにくい点、内需・消費の活性化からインフラ整備を推進
するかが2期目ジョコ体制にとっての最大ミッションである。

商業都市（ホーチミン）と行政都市（ハノイ）が分かれるベ
トナムや、首都を移転したミャンマー（ヤンゴン➡ネピドー）
や行政機能の一部を首都近郊に移転したマレーシア（クアラル
ンプール➡プトラジャヤ）などの事例もある中、インドネシア
に「混んでますねぇ」との挨拶が無くなる日はくるか。
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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： 『米中貿易戦争に対する日本企業の対応』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

米国による中国製品への追加関税措置が発表された。
昨年9月に発表された第3弾の2000億ドル相当の家具・家電

等への課税税率を10％から25％へ引き上げると共に、スマホ
やPC、玩具等も新たに課税対象とする用意があるという。

また、米国は、中国の通信機器大手ファーウェイに対する米
国の部品の輸出を事実上禁止する措置を発表。

日系企業への影響も大きい。米国産部品を含むモジュールや
製品をファーウェイに販売する海外企業にも適用があるため、
日系企業で米国産部品を組み込んでファーウェイに販売する企
業も対象になると思われる。

トランプ政権にとっては来年11月に行われる米大統領選挙へ
のポーズであるという見方もある一方、習近平政権から見れば、
現在民主党最有力候補のバイデン氏が大統領になれば、中国強
硬路線は変更される（バイデン氏は親中派）ため、それまでの
辛抱だと考えている節もある。とすると、もう少しこの緊張状
態は継続するかもしれない。

これを受けて、生産の一部や工場自体を中国から他国へ移管
する日系企業も出てきている。

リコーは、米国向け複写機の生産を中国からタイへ移管する
ことを公表している。また、パナソニックはカーステレオの生
産の一部を中国からタイ・マレーシアへ切り替える。

米中の覇権争いの道具に関税や競争法が使われることが益々
増加することが懸念される。リスク分散の観点から商圏・物流
を改めて見直すことが求められる。
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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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