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『海外進出を加速するラウンドワン』



メディア・エンターテインメント業界： 『海外進出を加速するラウンドワン』

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。

ボウリングやアーケードゲーム、カラオケ、簡易スポーツ施
設といったエンタメ複合施設を展開するラウンドワンは、北米
出店を順調に拡大している。同社は2010年から北米展開を開
始し、2015年より店舗展開を加速、2019年7月には33店舗を
展開中。今後も北米では年間10店舗以上を出店する計画で、数
年内に120-130店舗の展開を予定している。

北米店舗も国内施設に準じた施設構成となっており、1,200
坪から1,800坪の営業面積を必要とするため、既存大型ショッ
ピングモール内への出店が基本戦略である。ECの普及を背景
に大型ショッピングモール内の百貨店が苦戦しており（2018
年には老舗のシアーズが破綻など）、同社は撤退した百貨店の
跡地を出店のターゲットとしている。

同社の北米展開で興味深いのは、コンソールゲームやPC
ゲームが主戦場で、アーケードゲーム不毛の地と見られてきた
北米で、確固たるアーケードゲーム売上を計上できている点で
ある（売上の約２/3がアーケードゲーム売上）。複数で来店し、
複合的にエンタメ施設を利用する一環でアーケードゲームにお
金を落とすという日本でも見られる遊び方が、北米でも受容さ
れていることを示している。

同社は、ロシア、中国、その他アジアにも複合エンタメ施設
出店を準備しており、海外展開を益々強化する方針である。同
社のグローバル展開が成功すれば、国内アーケードゲーム機
メーカーにもメリットが生じ、優れたアーケードゲーム機開発
を促す可能性や、アーケードゲームを用いたeスポーツ普及を
促す可能性があり、同社の海外展開の成否に注目していきたい。



参考：ラウンドワンの米国売上と店舗数

情報はラウンドワンIR資料より入手
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経営全般：『怒りをビジネスに変える発想』

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）

スマホの普及で人々の行動は遅くなった。例えば、トイレ。
最近、男性用トイレに行くと、大便用が混んでいる。便器に
座ってスマホをいじる「こもりスマホ」が増えているためだ。
TOTOによると、社内トイレでの「こもりスマホ」の経験者は
40％に達する。

スローな動きはトイレだけではない。電車や地下鉄の乗り降
り。スマホをいじる彼らの乗り降りのスピードはスローだ。駅
のコンコースを歩きながらスマホをする人も、同じくスローだ。
スローに動くスマホ利用者に対して、皆がイライラすることも
理解できる。

しかし、スローな動きをする人に対する怒りは生産的ではな
い。これは、新しい機器が生活に浸透し、各人が合理的に行動
した結果なのだ。むしろ、「ながらスマホ」や「こもりスマ
ホ」の更なる増加を前提とし、これをビジネスチャンスと捉え
る方が合理的であろう。

「こもりスマホ」後のスマホは、トイレの便座より非衛生的
と聞く。常時スマホを除菌する仕組みを、トイレ、オフィス、
自宅などに導入するのも大きなビジネスになる可能性がある。
「ながらスマホ」をどのように既存の交通など社会システムの
中に受け入れていくかという命題も同様にビジネスチャンスと
なりうる。

道徳心やマナーで、他者の行動を制約することは容易ではな
い。むしろ、スローになった人々の行動を、新規の不可逆的な
動きと捉え、それをビジネスチャンスに転化する発想こそが重
要ではなかろうか。
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テクノロジー関連業界：『家電市場成長余力と寡占化の進行』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

家電産業は、白物家電と黒物家電に分類される。黒物はネッ
トワーク機器普及による需要停滞し、供給拡大で需給関係が崩
れ金額ベースで大幅な縮小が続く。一方、白物は国内外で普及
率と社会的ニーズ・技術的シーズで成長基調にあり、さらに中
長期的に成長余力が高まっていると考える。

白物家電は、空調系・調理系・生活系、などに加え、健康機
器・美容機器など、持ち運び可能な小物家電が存在する。また
白物家電は、地域別・国別で文化や気候条件・所得水準で普及
率はもちろん、価格帯や機能での違いがあることも特徴。

エアコンや冷蔵庫等、主力製品で最大市場である中国メーカー
は、世界シェアでも圧倒的なポジションを持つ。また米国での
出資やアジア展開などで、韓国2社も存在感がある。欧米は多
くの企業が事業売却や撤退をしたが、引き続きデザイン・機能
性で優れる企業がハイエンド品主体に先進国で事業を展開中。

一方、日本企業の白物事業は安定したCFを稼ぐ事業としてポジ
ションを確立。結果、開発生産販売～物流まで、昭和的非効率
性が残っている印象。三洋電機・シャープ・東芝など大手が外
資系に分離売却を行ったが、変革要因とはならず、世界的には
ニッチ市場のニッチプレイヤー化しつつある。

生活水準向上に向け既存品市場拡大が続くことに加え、AI・
IoT・Roboticsなどの技術革新が進み、これら技術の摺合せで、
人間の労働を本格的に代替する新たな製品普及の土壌ができあ
がりつつある。アジア資本の台頭で世界的にはポジションを失
いつつある日本メーカーにも新技術応用による新製品で大きく
巻き返せる可能性があると感じており、奮起を期待したい。

© 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：『Made In Japanはいつまで？』

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）

筆者は、世界競争の厳しさを示す図表として、過去200年超
の、世界における工業生産の国別占有率の推移のグラフを使っ
ている。産業革命を実現したイギリスがまず勃興し、一か国で
世界の１/３を生産。その後、ドイツ、米国、日本、中
国・・・と工業生産の新興国が登場してきた。

リチャード・クー氏の『追われる国の経済学』によれば、か
つてイギリスは、「ドイツで製造した製品にはMade In
Germanyと書け」（すなわち、低品質であると書け）と主張
していた時代があったそうである。

転じて日本。これと同じことが100年後におきていないとは
言えない。今では想像できないが、マラソンも100mも、日本
記録はほぼ世界記録であった時代もあったのだ。

誇り高きMade in Japanが、低品質・低技術とみられている
Made in XXにとって代わられることはないのか？危機感を持
つことが重要である。

同じく売れ行きの良い『両利きの経営』（チャールズ・A.
オライリー, マイケル・L. タッシュマン）では、既存事業の絶
え間ない改善をはかると同時に、新しい事業を生み出す必要が
あると主張されている。Made in Japanの止まることなき進化
が期待される。
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先端領域： 『伊藤穣一氏のMITメディアラボ所長辞任に思う ～基盤的研究の資金調達』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

Joiの愛称で親しまれ、NHKで番組ナビゲータを務めた伊藤
穣一氏がMITメディアラボ所長を辞任した。未成年者への性的
搾取で有罪判決を受け、拘置所で自殺した米富豪ジェフリー・
エプスタイン（Jeffrey Epstein）氏からの献金を、メディアラ
ボのスタッフと共同で隠蔽しようとしたこと、の引責である。

トップ大学では学生から一人当たり7万USD/年もの授業料を
集めても、年間収入の10％程度しか賄うことはできない。
25％は資産運用益だが、その他大半は寄付に依存する。高名な
メディアラボも年間8,000万USDの運営費を必要としており、
ESTEE LAUDERなど会員企業に研究へのアクセスを認めてい
た。学術機関への寄付は常に見返り、の問題を伴う。

筆者は伊藤氏の友人でも法律家でも捜査官資格もないが、
「たとえ汚れた金であっても」寄付を獲得しなければ、という
凄まじいプレッシャーに晒されていたことは想像に難くない。

本件から得られる示唆は、資金を調達する側にとっては、
「自制心と情報公開」であり、提供者側の企業も「♯MeToo」
「Time’s Up」運動などへの感度が改めて問われている、とい
うことになるだろう。今後、不変の潮流となるはずだ。

一方日本に目を向ければ、周回遅れが幸い（？）し、当分は
上記のような問題は起きそうもない。大学・大学院では、寄付
による収入がそもそも僅少だ。しかも国公立では基盤的研究費
が減額されている。「科学技術立国」を標榜するのであれば、
改革が必要なのは明らかだ。ではどうするか。結局はトップ大
学同様、Joi氏のように優秀な（倫理感を持つ）ディレクター
招聘が鍵だと考える。名だたる日本企業がイノベーションの種
を探索しに、「メディアラボ詣で」を繰り返していたのだし、
ニーズはあるはず、だ。

© 2019 Frontier Management Inc. 

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： 『2020年度の建設機械需要は4年振りの前年割れ予想』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

8月29日、日本建設機械工業会は、2020年度の建設機械の
出荷金額（本体のみ）は前年比2％減の2兆4,026億円と4年振
りに前年比マイナスになるとの予想を公表した。これは、米国
や中国での需要が落ち込むとみているためだ。建設機械の上場
会社の決算は、20年3月期第1四半期が発表されたばかりであ
るが、今回の予想をベースにすると21年3月期も慎重な予想に
なると推察される。

建設機械の出荷金額は、2019年4～7月累計で前年比1.8％
増と堅調であるが、これは国内出荷が同8.6％増と伸長したた
めで、出荷金額の7割弱を占める輸出は同1.3％減と前年割れに
転じている。国内出荷は、前年の排ガス規制の反動減と消費増
税前の駆け込み需要の影響が大きく、今後の持続性はないとの
見方が大勢である。また、輸出に関しては、石炭価格の下落
（2018年10月約110ドル/トン→直近70ドル台/トン）などに
より、アジアでの建設機械需要が減少に転じている。

今後の建設機械需要を予想する上で、以下の３つの要因が懸
念要因となりそうだ。１点目は、コマツが公表している顧客の
機械の稼働時間が、日本、北米、欧州、中国ともに前年割れ基
調で推移している（8月は、各前年比6％減、4％減、9％減、
3％減）。2点目は、北米、欧州の建設機械需要に頭打ち感がで
てきている（6月出荷台数は、各4％減、横ばい）。3点目が、
資源価格の動向が不透明である（例、鉄鉱石の価格は、7月末
の約120ドル/トンから直近は90ドル台/トンにまで下落）。米
中貿易摩擦などにより、中国の工業生産には減速感がでてきて
おり、これが資源価格に与える影響にも留意しておきたい。
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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。



小売業界： 『米カリフォルニア州議会新法(AB5)の衝撃』

9月11日に米国カリフォルニア州議会を通過した新法案第5
号(通称AB5)が大きな話題となっている。2020年にも同法が
施行されると、UberやLyft等のライドシェア企業は、ドライ
バーとしての仕事を単発で引き受けている「ギグワーカー」と
の関係を改める必要がありそうだ。従来はギグワーカーは独立
した請負業者の扱いであったが、今後は従業員と見なされる可
能性があるというのだ。

ライドシェア企業側は「ドライバーは従業員に該当しない」
と主張している。独立事業主/従業員のいずれかという判断は、
ドライバーが実質的に会社の管理・監督下にあるか否かという
司法判断に委ねられる。仮にライドシェア企業の主張が退けら
れると、社会保障税等の追加費用の発生が見込まれ、「シェア
リングエコノミー」神話の根幹が揺らぎかねない。

日本においても、相似した世論が盛んだ。コンビニ企業と加
盟店オーナーの関係を巡る話題である。もちろん、コンビニの
加盟店オーナーは本部と正式な加盟店契約を結んだ独立事業主
であり、この点において米国のライドシェアのような議論の余
地はない。しかしながら、大企業と個人事業主の契約内容に対
して、行政当局やネットメディアを含む世論が介入して個人事
業主側を擁護する動きは、富の再分配や企業による持続可能性
の重視などを推進しようとする中道左派的な機運によっても駆
動されているような印象を受ける。

コンビニ企業に限らず、フリーランサーやフランチャイズ加
盟者と協業して事業展開する全ての企業は、上記のようなコン
テクストを理解したうえで、ステークホルダー利益に適う長期
戦略を講じていく必要があるだろう。
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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： 『メーカーの価格戦略をおびやかすキャッシュレスポイント還元』

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト
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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・企業価値
向上、ESG開示・IRなどのコンサルティング、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行うベンチャー企業顕
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。

先月に引き続き、消費税増税と共に開始するキャッシュレス
ポイント還元がメーカーに与える影響について考察をしたい。
ありていに言えばこの施策は、一部販売業者からの購買に限り、
対象製品をほぼ問わずに税金を原資とした値下げを行うことに
他ならない。筆者はここで制度の是非についての議論はしない
が、この施策は小売業界のみならず、消費財メーカーの価格戦
略にも混乱を招きかねないことを懸念している。

先月のコラムでは、中高価格帯化粧品メーカーの製品供給管
理、チャネル戦略への影響について言及した。だがこの制度は、
ここ数年にわたって高付加価値戦略を進めてきた消費財メー
カーの価格戦略の方向をも変えるトリガーとなる恐れがある。

デフレ脱却を謳うアベノミクス以来、消費財業界では高付加
価値化による価格引き上げや維持がメーカー・小売双方の努力
によって続けられてきた。製品の機能や情緒的価値を訴求する
ことにより、大手ドラッグチェーンであっても「値下げ対象
外」でも売れる製品が日用品から化粧品まで多く生み出された。
製販双方が利益を確保できる商材の育成に注力した結果である。

さて、その中で今回の「大手店舗以外で買うと何でも5%値
下げ」である。既に制度対象外の大手チェーンでは、自腹での
相応の値下げを含むプロモーションも検討しているようだが、
通常これはメーカーの協賛を前提とする。前回の消費増税時に
はメーカー側は新製品投入などによる購買喚起を優先した。今
回のポイント還元が、メーカーが長年にわたって進めた大手流
通への販売促進支援の適正化を再び崩し、商品の付加価値を積
み上げ、消費者へ訴求することよって続けてきた価格戦略をお
びやかすならば、業界に大きな損失をもたらすことになろう。



中国担当：『記念式典に向かい』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

今年の10月1日は、中華人民共和国70周年の国慶節であった。
軍事パレード予行演習の9月21,22日は天安門に向かう道路進
入禁止、路上駐車の撤去、マンホールのシールはり、そして一
部ショッピングセンターの営業時間制限など入念なテロ対策も
含めた演習を行ってきた。

当日は晴天下、習主席の演説と共に中国の権威を示す行事と
なった。

一方、縮小傾向にあるものの香港での無届デモは継続してお
り、現在まで中国市民は香港住民への反感を強めている。

香港大の市民調査では18-29歳の約75％が自身を「香港人」
と意識し「中国人」との意識が低い。中国の都市別GDPを見る
と香港は上海、北京、深圳に次ぐ4位に下がっているものの一
人当たりのGDPは以前としてトップであり、大陸側の市民から
見ると、経済上の一国二制度の中で香港の反対活動は「身勝
手」に見えるようだ。

議会（全人代）の上に政党（共産党）が存在する中国は他先
進国からは異質であり、国の発展継続性への疑問は常に持たれ
ている。中国政府は従前分かった上で香港との折り合いを探し
ている。現在のデモ活動が不法であるとし、行動を抑え込みつ
つ香港には別途の規制緩和を与えていくのではないかと考える。

海外企業の中国投資を輸出型から国内消費型に転換している中
国は必要としており、国慶節後の対外発表が注目される。
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㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤務。
ブラジル（サンパウロ）米国（シカゴ）中国（北京）
駐在。サンヨー食品（株）海外事業部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： 『中国から見たASEAN市場』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

「2018年後半から、フィリピンに中国製の鋼材が安価且つ
安定して調達できることになったので、その結果として製造原
価を抑えることが実現した」。筆者が担当する日系メーカーに
よるフィリピン会社買収案件の際、上総利益率が目に見えて改
善した点について現地オーナーに質問した際の返答である。

近年、ASEAN―中国間のサミット・産業交流会が頻度良く
開催されており、中国から以下の7点が提言されている。

①「戦略的パートナーシップの2030年ビジョン」を策定する。

②「一帯一路」構想とASEANとの相互接続・整備を推進する。

③2018年を「革新の年」と定め、関係の質の向上を図る。

④中国－ASEAN自由貿易区での格上げの実施を加速する。

⑤『中国－ASEANの生産能力協力に関する共同声明』を全面
的に実行に移し、互いの工業化のプロセスを後押しする。

⑥人的・文化的交流の新たな支柱を打ち出し、双方の関係発展
の社会的基盤を固める。

⑦地域一体化のプロセスを共に導き、地域の全面的経済パート
ナーシップ協定の交渉推進を加速し、瀾滄江－メコン川協力と
ASEAN東部成長地域のメカニズムを通じて、サブ地域の協力
が実質的に新たな成果を得られるよう推進していく。

2019年1－8月の中国の対ASEAN貿易額は対米国をいよいよ
抜き、生産移管を含め当該状況は今しばらく継続することが想
定される。また、冒頭コメントにもある通り、中国国内におけ
る鋼材等の過剰生産品は、フィリピンを含めASEAN域内に流
入している。軍事面・政治面でのつばぜり合いとは全く別に、
商業的な浸透は相当な勢いであり、留意しておくべきである。
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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： 『ベンチャー投資の行く末』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

2018年はベンチャー投資にとって最高の年だった。
National Venture Capital Associationによると、2000年の

ドットコム・バブル時には1050億ドル（約11兆円）であった
ベンチャー投資額は、2018年には1300億ドルとなり、史上最
大の投資年となった。しかし、その流れは今年に入って変化し
ているようにも見える。

今年9月、シェアオフィス大手のWeWorkは、上場延期を発
表した。当初470億ドルと想定されていた時価総額は、直近で
は半分程度の200億ドルへと半減したという。民泊仲介の
Airbnbも上場を延期すると報じられた。米中貿易戦争や世界経
済の変調の兆しを受けて、投資家がバラ色の夢を追うだけでな
く、厳しく収益性・成長性を吟味し始めたこともあろう。

バブルはそろそろ終焉を迎えるという声も聞こえる。確かに
投資額では増加しているものの、投資件数でみると2015年を
ピークに減少傾向だからだ。一件あたりの金額が増加している
ことになるが、これは従来であれば既に上場していてもおかし
くない規模のメガベンチャーが、良好な資金調達・市場環境か
ら上場時期を遅らせ、大規模な調達をしたことで説明がつく。

筆者は、今回はバブルではあるものの、その後遺症はドット
コム・バブルよりは軽いと見る。収益性の低いバズワードを頼
りに成長してきたベンチャーは淘汰されるだろうが、事業環
境・構造を塗り替えるベンチャーへの投資は続くだろう。事業
会社の環境変化への対応緊急性が高くなっているからだ。①
ディスラプトされる立場に置かれる可能性があること、②市場
変化のスピードの速さについていくには他社を取り込むことが
手段の一つとして認知されてきたこと、③テクノロジーという
掛け声のもと業界の垣根がなくなり競争環境が増したこと、④
M&Aやベンチャーへの出資を積極的に活用するプレイヤーによ
り囲い込みが始まったこと。生存競争は、ベンチャー投資領域
でこれからも繰り広げられるだろう。
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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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