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『通信キャリアのFCFを情報化投資に活用しよう！』



テクノロジー関連業界：『通信キャリアのFCFを遅れた情報化に活用しよう！』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

家電量販店は今までより閑散としている印象。大半の店舗で
集客・売上とも大きかった一階正面に位置するスマートフォン
売り場に人がいない。iPhoneがJEITA統計に反映されず実態は
不明だが、日本は2018年以降のスマホ出荷台数は基本マイナ
スで、増減はほぼグローバル市場と同様で普及が進まない。

国内携帯電話出荷台数のピークは2000年度の5042万台。
2003年・2007年度と5000万台弱だったがその後急減し2018
年度は1452万台。iPhoneの数字を想定しても、ピーク比では
半分以下に留まる。総務省の指導もあり、4月以降通信料金引
下げが実行されているが、代わりに新型端末価格が急騰。以前
は24回分割で端末価格を払っていく仕組みだったので当然では
あるが、最新・最も高いスマートフォンを買おうとすると、17
万円。ハイエンド品の大半は10万円超。既に性能面でイノベー
ションを見出せない中、この価格でどこまでユーザーが過去と
同様に買い替えるのか疑問だ。

一方で災害時等様々な情報伝達やキャッシュレス化、本人認
証などセキュリティ面、教育、などを含め、スマートフォンは
海外の一部では生活に必須のものとなりつつある。このまま普
及が進まないと日本はさらに情報化後進国となる懸念がある。

スマートフォン普及で最も恩恵があったと想像される通信
サービス3社の過去4年間におけるFCFは6兆2700億円。今回の
値下げでこれを吐き出しているとは全く思えない。個人的印象
では騒がしく過剰なTVコマーシャルより、さらなる行政指導
を含め料金や端末機能引き下げ、無料サービスなどでさらにス
マホ普及へ向けた積極的活動をするべきと感じる。
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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。



参考：国内携帯電話・スマートフォンの出荷台数と、通信キャリア3社のキャッシュフロー

情報は『電子情報技術産業協会』より入手
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国内携帯電話・スマートフォン出荷台数（1000台） 国内通信キャリア3社のキャッシュフロー（億円）
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産業調査コラム
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経営全般：『副業は「逆選択」をいかに回避するかが重要』

◆ 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）

働き方改革という文脈で、副業がポジティブに語られている。
しかし、お笑い芸人らによる闇営業事件は、副業に関する興味
深い示唆を包含している。

法人の社員の場合、取引先の企業や個人事業主の背景チェッ
クは法人が行う。トラブルが発生すれば法人が解決する。一方、
副業の場合、多くは自己責任だ。

銀行・大手企業など社会的信用の高い法人の社員ほど、副
業・兼業において好まれざる相手との関わりを避けるのが合理
的である。副業・兼業の労働市場は経済学でいう「逆選択」と
なり、社会的信用が高くない人たちが中心となりうる。

取引相手の情報取得コスト（取引コスト）は小さくない。世
界で宗教が広まった一つの理由は取引コストの削減だ。同じ宗
教を信じる者であれば信頼できる。この考え方は、新規の交易
相手に対する有効な判断規範であった。今では、コンプライア
ンスが（良い意味で）宗教になっていると言える。

情報通信技術の発達、株式の持ち合い解消など、皆が新規先
との取引を余儀なくされる現在。企業にとっても、個人の副業
においても、新たな取引先の背景チェックなど、リスク回避の
ための取引コストは上昇している。取引コストを負担するのが
厳しい個人事業主・副業を勘案すると、健全な副業市場の拡大
には、知り合いの知り合いといった形で、前述の「逆選択」を
避ける以外ない。

そうでなければ、お笑い芸人が陥ったのと同様の穴が待ち受
けているのであろう。
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電子デバイス・材料業界：『利益とは「影」』

◆ 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）

利益とは何か？…切り口によって回答は様々だが、例えば、
「事業継続に不可欠なもの」「収入から費用を引いたもの」と
いった答えが期待される。昨今では「株主のもの」といった即
物的な意見もありそうだ。

筆者は、利益とは「人と違うことに対して払われる対価」と
考えている。自社が他社と同じであり、競争が浸透していれば、
利益がゼロになるまでに価格は下落する。利益が出ないという
ことは、自社は、自分は人と同じということである。自社は、
自分は「人と違うか？」、常に考えること、意識することが不
可欠である。（ひねくれていない）天邪鬼でなければ利益は出
ない。その最たるものが芸能人であろう。

哲学的な切り口として、過去に紹介したのは、「利益とはう
んち」、すなわち、すべきことをしていれば自然にでるもの、
という考え方。３７年連続増益を残した伊那食品工業塚越会長
の発言だけに重い。

今回改めて発見したのは、TOTO初代社長 大倉和親氏の思想
である（抜粋。ぜひTOTO社の１００周年特別サイトにて原文
を読まれたし）。

「顧客の満足が掴むべき実像。この実像を掌握できれば、利
益として影が映る。利益という影を追う人は、一生実体を捕ら
えずして終わる」。

利益とは影。

慧眼である。森村グループ（ノリタケ、TOTO、日本碍子、日
本特殊陶業等）が栄えた理由がよくわかる。
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先端領域： 『トヨタのハイブリッド知財無償開放を理解するための補助線』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

2019年4月にトヨタがハイブリッドに関する知財の公開に踏
み切った。無償公開される件数は、なんと２万3,740件（モー
ター関連約2,590件、システム制御関連約7,550件、充電機器
約2,200件）にのぼる。トヨタは50社以上にHV関連のライセ
ンスを供与し、ライセンス料を徴収しているので、短期的には
収益の押し下げ要因にもなる。

虎の子ともいえるノウハウを公開する狙いはどこにあるのか、
といえば「HV技術の普及」ということになるだろう。筆者は
ここに三つの補助線を引いてみたい。

①技術普及の社会的使命：想起するのは3点式シートベルト
だ。ボルボがニルス・ボーリンを最高安全技術者としてSAAB
から招聘し、「片手で装着できる」ベルトをPV544に搭載した
のは195９年。特許は無償公開され、爆発的に普及。以来６０
年もの間、世界標準となっている。

②協調領域思考：新型パワートレーン開発に、外部エンジニ
アリング会社を活用することは既に一般化。最大手のオースト
リアAVLはトヨタ（マツダ）のEV開発でも重要な領域を担って
いる、とされる。知財開放を機に欧エンジニアリング企業との
「協調領域」としてモータやシステム制御を織り込むことがで
きれば次世代車両開発においても大きなアドバンテージになる。

③普及の「先」：現在開発しているのは５年後の技術であり、
最新の知財開放は５年前の成果、ともいえる。常にカイゼンを
続け、今を超えていく健全な負荷を組織にかける効果がある。

「勝ち過ぎている」HVが世界中から標的にされているのは
事実だ。だからこそ今一度、の普及に挑む姿には凄みを感じる。
「EVシフトに遅れたトヨタの窮状を表す打ち手」との評価は
早計に思えるのだ。
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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： 『2.5次元舞台市場は続伸』

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。

ぴあ総研は7月4日、2018年の国内2.5次元舞台の市場規模
を発表した。2.5次元舞台は、アニメ、漫画、ゲームを原作と
した舞台で、2018年の同市場は、前年比44.9%増の226億円
となり、2004年の5億円から、引き続き成長を続けている。な
お、同市場規模は、公演チケット売上の集計値であり、グッズ
や公演DVD等の関連売上を加えれば、実質的な市場規模は数倍
に達すると見られる。

公演チケット売上のみで200億円を超える市場規模を達成し
たことは、2.5次元舞台がエンタメ分野での重要なメディア
ミックス展開の一翼を担うことを意味する。2.5次元舞台の観
劇者は女性が多いため、今後、アニメ、漫画、ゲームといった
コンテンツ企画にあたり、女性をターゲットとしたコンテンツ
では、2.5次元舞台化を当初から視野に入れたメディアミック
ス展開が志向されることとなろう。

なお、2.5次元舞台に関しては、中心的な制作会社ネルケプ
ランニングにより中国展開も見られ、「NARUTO」などが人気
を博している模様である。

女性向け人気コンテンツ「刀剣乱舞」を展開するDMM.com
が、7月16日に、2.5次元舞台の新レーベル「DMM STAGE」
を設立すると発表するなど、アニメやゲーム関連の大手企業が
2.5次元舞台の製作に直接乗り出すケースも見られ、今後も2.5
次元舞台への注目度は増すものと見られる。CGライブなど先
進技術を取り入れた2.5次元舞台の展開も期待され、2.5次元舞
台が、日本発のライブエンタメとして、国内外で更なる存在感
を発揮できるかに注目したい。



機械業界： 『建設現場にも無人建設機械』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

建設業界では、人手不足が大きな課題となっており、建設作
業におけるICT（情報通信技術）活用が本格化しつつある。
2019年に入り、建設会社、建設機械メーカーによる建設工事
の無人化施工の実証実験が増えている。これは国土交通省が推
進するi-construction（ICTを活用した情報化施工）というコ
ンセプトに基づいたものだ。国土交通省では、i-construction
の導入により、建設現場の1人当たり生産性を5倍に引き上げる
ことを目標としている。

コマツでは、2019年中に建設会社とともに、無人運転の油
圧ショベルとクローラー式ダンプの実証実験を始める。油圧
ショベルに人工知能（ＡＩ）による画像分析機能、ドローンで
計測した地形データなどを活用して、ダンプと協調して作業で
きることを目指している。同社では、創業100周年となる
2021年にも無人運転の建設機械を商用化させる見込みだ。

またキャタピラージャパン社も、7月5日に、大成建設と共同
で、無人化した油圧ショベルがダンプトラック（有人）に土砂
を積み込む工程の実証実験を公開した。同社の無人化した油圧
ショベルの商用化の時期は未定であるが、AIの活用によって自
律稼働の精度を高め、早期に商用化させたい意向である。

油圧ショベルは、走行・旋回・土砂掘削などを複数のレバー
で行うなど操作が複雑であり、自動化が難しいとみられていた。
しかし、人工知能、地形の3次元データ、3Dレーザースキャ
ナー、GPS、各種センサーなどの活用により、無人運転の油圧
ショベルが実証段階にきている。建設現場に無人の建設機械が
稼働する日も遠くなさそうだ。
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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。



小売業界： 『明暗を分ける日本/米国の書店業界』
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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

2019年上半期(1～6月)は、老舗の書店企業の廃業や倒産が
相次いだ。長引く出版不況やアマゾン等のECの攻勢が原因と
の見方が大勢だ。しかし、同じ構造変化が起こっているはずの
米国では、書店が復活を遂げている。全米書店協会(ABA、個
人経営書店の加盟団体)によると、2009年に1,650店まで落ち
込んだ加盟店舗数が2018年には約2,400店まで回復したとい
うのだ。直近5年間の平均増収率(CAGR)は＋約5%というのだ
から驚きだ。日米の差異はどこにあるのであろうか。

まず、日本の書店数がそもそも供給過剰であった可能性があ
る。経済産業省「経済センサス」によると、2016年の全国書
店数は8,544(個人経営店は2,137)であった。80年代後半の
ピーク(2.8万店)の3分の1になったとはいえ、人口が3倍近い
米国の書店数(1万前後、個人経営店は前述の2,400)と概ね同
水準である。背景として、取次大手が築いた書籍物流網の存在
やかつて隆盛を誇った雑誌市場の貢献が大きいであろう。人口
見合いで米国並みの淘汰が進むとすれば、日本の書店はもうし
ばらく窮状が続くかもしれない。

また、米国における書店の復活は、英ヘッジファンドに買収
された最大手Barnes＆Noble(19年3月で627店)といった大手
書店ではなく、上述ABAに加盟しているような個人経営店の奮
起が大きいようだ。品揃えではECや大手企業に太刀打ちでき
ないことから、地域コミュニティのハブとして、作家を招いた
イベントを開催したり、店舗毎に独自の仕入れを行うなどの経
営改革を進めたという。日本の書店復活も、体験やサービスの
強化に鍵があるのではないであろうか。



消費財業界： 社内からの女性役員登用が待たれる化粧品・トイレタリー業界

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト

当業界でもガバナンスの進化・改革の機運が続いている中で
はあるが、女性取締役登用については、残念ながら相変わらず
進んでいるとはい言い難い状況である。主要ESGインデックス
への組入が視野に入る時価総額3,000億円超の9社（花王、資
生堂、コーセー、ユニ・チャーム、ポーラ・オルビスHD、ラ
イオン、小林製薬、ロート製薬、ファンケル）においても、女
性取締役数が1/3を占めるのは資生堂のみであり、複数存在す
る企業は3社にとどまる。

それ以上に筆者が物足りなく思うことは、日本企業全体の傾
向ではあるものの、女性役員の多くが非常勤社外役員だという
ことである。上記9社のうち社内役員に限ると女性取締役は2社
2名、監査役を含めても4社4名となり、役員全体の4%に過ぎ
ない。9社中6社が役員が固定しがちなオーナー系企業であるこ
とを考慮しても、女性従業員比率が高くかつ女性を重要な顧客
として国内外でビジネスを展開する企業群としては、幹部育成
の方針や効率性についてステークホルダーの理解が得られると
は思えず、海外においては採用への懸念も生じる状況といえる。

コーポレートガバナンスコード適用から5年目となる今年、
2030年女性役員比率30%を目指す「30%クラブ」が発足した。
初代会長を魚谷社長が務める資生堂ですら、女性社内役員は監
査役1名にとどまっているが、同社では現業をリードする執行
役員の15人中4人が女性であることは見通しを明るくしている。
また、現在女性役員不在のファンケルは、実は執行役員２２人
中5人が女性である。2030年といわず早い時期に、当業界から
生え抜きの女性取締役が排出されることを期待したい。
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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・ESG開示

を含むIR関連コンサルティング、クロスボーダー・オ

ファリング助言に加え、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年度および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：『中国金融規制緩和』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

日中社会保障協定が本年9月1日より発効となる。目的はこれ
まで両国の年金制度への強制加入に伴う二重負担の解消となる。
細目は省くが駐在員を有する日系企業にとり費用削減となる。

国内企業には、今年人力資源社会保障部（国務院の社保管轄、
人社部）は社保徴収比率を下げており被用者基本老齢保険、及
び失業保険、労災保険減額は1―６月で1,280億元（約2兆円）
年間で3,000億元（約4.8兆円）となる。人社部は社会保障基
金による運用規模拡大と現在の充分な剰余額により支給減額の
必要はない旨を7月改めて発表。この主目的は中小企業、民営
企業の負担軽減で景気対策とみられる。

2018年強制清算及び破産件数は18,823件と前年比97.7%増
となっている。件数自体はそれほど大きくないが国有企業を主
体とした整理で、実際申請数はかなりの数とみられる。デフォ
ルト債権額が2018年1,000憶元を超え前年の3倍近くとなって
いることから、中国企業の負担減と金融市場整備が必要な状況
である。

さらに7月20日に中国人民銀行は11項目の外資開放策を発表。
国内企業の債権発行に海外投資家需要を引き入れる事と金融市
場整備発展を目的としている。注目する点は当初2021年緩和
予定を1年前倒しに、そして海外金融機関の年金管理会社設立、
出資を認可している点である。年金支給年齢から既に高齢社会
に突入している中国の年金資金源確保、伴う金融市場の整備い
ずれも外資導入がカギとなる。
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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： 『ベトナムの魅力』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

先日の参議院選挙で従前の単独過半数を取りこぼした自民党
であるが、その苦労は5月16日に発足したタイ・プラユット新
政権の連立の比ではない。下院定数500名のうち、連立19党で
254名（半数を4名上回るだけ）、その19党の多くが「1議席
小政党」でもあることから、野党陣営との人材買収合戦が継続、
与党政権は内向き傾向・外交政策が他国比見劣りする可能性が
高い。政治的に安定している筆頭はベトナム（一党）であろう。

政治・経済の安定に加え、米中問題を背景とする「ベトナム
シフト効果」もあり、今年前半のベトナムは、目に見えて元気
である。2019年2Qの実質GDP成長率は前年比+6.7%と域内
最高水準、とくに対米輸出増（前年比＋28％）が強く作用した。
対米輸出増はベトナム成長率を＋1.2％押し上げる効果がある
との試算もあり、それがなければインドネシア並み（2019年
予想：＋5.1％）である。対米偏重への対策もあってか、先日6
月30日、EU・ベトナム自由貿易協定（FTA）を締結した点、
如才ない。ベトナム製品の71％が即時関税引下げ、またEU製
品の65％が即時関税引下げとなり、これら対象には自動車・コ
ンピュータ・電気回路関連製品・部品が含まれる点、今後、欧
州企業からの投資も呼び込むことなろう。

これら好調の裏には、当然にして相応のリスクも内包する。
とくに米国からの監視が強まっており（①中国からの迂回輸出
の監視・圧力、②対米貿易赤字増を受け米財務省が為替安誘導
を監視する「監視リスト」にベトナム追加など）、同国にとっ
ての輸出優位性は徐々に薄れる可能性はあろう。また、同国最
大の輸出顧客サムスン関連の輸出が（ベトナム輸出全体の20％
を占める）、近時の日本による「ホワイト国対象外し」の影響
を受けるとの推測もある。とはいえ、ベトナム市場のみならず、
対米・対欧の拠点としてベトナムを捉えると魅力は高い。
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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： 『米ウォルト・ディズニーにみるM&A戦略』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

米ウォルト・ディズニーがオンライン動画配信サービスの
Huluの完全子会社化を発表した。今年3月に発表した21世紀
フォックスの買収に伴う同社保有のHulu株式の取得に続き、コ
ムキャストから将来Hulu株を譲り受けることに合意した。ディ
ズニーは、Huluに加えて、独自に動画配信サービス「ディズ
ニープラス」の展開を予定している。

強いコンテンツを持ち、これを映画・テレビ・動画配信だけ
でなく、テーマパークでのアトラクション化や実店舗・ライセ
ンスを含むキャラクタービジネスでマネタイズし、数十年にわ
たり果実を刈り取るのがディズニーのビジネスモデルである。

そのためには、まずは核となる強いコンテンツが必要だが、
1990年代前半にヒットした美女と野獣、ライオンキング以降
は低迷。CGアニメへの転換、関連技術の獲得のための起死回
生の一手がピクサー買収である。これにより、トイ・ストー
リー等のヒット作が生まれ、テーマパークでのアトラクション
化、キャラクタービジネスで息を吹き返す。

また、アメリカン・コミックのアベンジャーズを擁するマー
ベル、スター・ウォーズを持つルーカスフィルムを次々と買収
し、従来薄かった男の子（及び私のようなおじさん）向けのコ
ンテンツも充実させた。

コンテンツ以外では、メディア網の獲得、技術の獲得、エリ
アの拡大が主なM&A戦略である。21世紀フォックスの買収に
より、強力なメディア網とコンテンツ（シンプソンズ、X-
MEN等）を手に入れた。ストリーミング技術の強化として、ス
ポーツのストリーミング技術に強みを持つBAMTECHを買収し、
市場拡大が見込めるインドやロシア企業へ投資を行っている。

強いコンテンツを軸に、インフラの囲い込み、複数の手法に
よるマネタイズ化を行うコンテンツ事業のお手本のような会社
であり、今後のディズニープラスの展開も楽しみであるが、個
人的にはディズニーシーの新アトラクション「ソアリン」が目
下一番の楽しみである。
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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～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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