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『ロボット需要も小休止』



機械業界： 『ロボット需要も小休止』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

ファクトリーオートメーション（FA）の代表的な製品である
ロボットの成長にも陰りがでてきている。この背景には、米中
貿易摩擦の影響が長期化しており、製造業の設備投資意欲に水
を差していることが大きい。直近の決算発表でも、FA企業から
は設備投資の減速により、業績予想を下方修正する企業がでて
きている。その1社である安川電機のロボット部門の受注の前
年比伸び率は、19年2月期第3四半期8％減、同第4四半期10％
減、20年2月期第1四半期19％減、同第2四半期22％減と減少
基調が続いている。

9月下旬に、国際ロボット連盟が、世界のロボット出荷台数
の2018年実績と予想を公表した。2018年の世界のロボット出
荷台数は前年比6％増の42.2万台となった。2017年までの5年
間は年率20％で急拡大したが、米中貿易摩擦の影響を受けて、
減速感がでており、2019年の同予想も前年比横ばいの42.1万
台としている。

世界のロボット需要を牽引しているのは、中国であり、世界
需要の約36％を占めている。一方、世界需要の約52％は日本
のロボットメーカーが供給している。中国ではロボットの国産
化に注力しており、中国のロボットメーカーの中国市場におけ
る2018年シェアは、前年比5pptの27％に上昇した。これは、
中国政府の政策効果もあるが、外資系ロボットメーカーが強い
自動車向けが弱含んだことも影響したようだ。

国際ロボット連盟では、2020年以降のロボット出荷台数は、
年率12％と再び2桁成長に戻ると予想している。この予想達成
には、ロボットの2大ユーザーである自動車産業と電機産業の
主要製品の販売回復が鍵となりそうだ。
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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。



参考：世界のロボット出荷台数の推移

情報は国際ロボット連盟より入手
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産業調査コラム
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経営全般：『『論語』的な経営論との距離感』

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）

孔子の『論語』。日本では経営者に愛読者が多いが、中国で
はむしろ自然の流れを重視する老子や荘子が人気だったりする。

孔子の考えは、明・清の時代に礼教・朱子学として隆盛した。
その教えは、規律を過度に重んじ、人間的欲望を抑圧した。例
えば、夫に先立たれた妻の再婚は許されない。夫の残した子供
を育てて一生を送るか、死んだ夫に殉じて自死するか。前者は
「節婦」、後者は「烈婦」と呼ばれ、称賛された。

村上春樹氏の小説でも規律を強要する人物が繰り返し描かれ
た。『海辺のカフカ』では、図書館にいた主人公・田村カフカ
の前に、女性解放運動を叫ぶ女性2人が登場して無意味な掛け
合いが始まる。『1Q84』では、主人公・青豆雅美のマンショ
ンに、ルールをたてにNHKの集金に度々訪れる男を、蛇のよう
に叙述している。

過度な規律は自己目的化される。人間性を劣後する行動規範
さえ求められる。我々と同時期を生きる村上氏は嗅覚でそれに
気づき、唾棄しているのだ。

ショパンの『幻想即興曲』は、「楽譜を焼却しろ」という遺
言を託されたユリアン・フォンタナが、その遺言を破って世に
紹介した曲だ。彼の遺言破りのおかげで、今の我々はショパン
の傑作を堪能できている。

ビジネス書には「べき論」が多い。先代からの経営の教えも
『論語』的な「行動規範」が満載だ。それらが、明・清の時代
の礼教・朱子学に転化しないよう、経営者には理性・感性を切
磋琢磨することが希求されている。
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テクノロジー関連業界：『世代交代で台頭するHUAWEIと存在感薄れる日本企業』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

過去5年、年率24%で成長し、2018年売上高でUS$1000億
を突破した中国HUAWEI社7-9期決算は、米国とのトラブルが
現実化した後でも、24％増収と引き続き高い成長を持続。純利
益率も8.7%と過去4年間の平均値（8.5％）と同水準を維持。
高い収益性と成長性を維持した。さらにUS$15Bnを超える
（売上高比14%）のR&Dを投入し、7万人超が開発に携わる。

成長をけん引しているのは、スマホにおける世界シェア上昇
と、5Gインフラ機器。スマホ出荷台数では世界第2位で、
2018年は2億台強（トップはSamsungの2.9億台強）。市場が
縮小する中、2019年1-9月26％増。Samsungの背中が見えて
いる。B2C製品で競争・技術革新が速い事業にもかかわらず、
シェア獲得による成長と収益性の維持が両立されているのは驚
異的だ。さらに付加価値率向上とビジネスモデル拡張へ向け、
OSやICチップなどの技術垂直統合を進めている。

既に一部の国でサービスが商用化された5Gネットワーク用
機器でもHUAWEIは欧州2社と並んで大手3社の一角。中国は
世界的にも5Gネットワーク構築で先行を標榜しており、積極
的な投資が行われている。米国は機密保持の観点から採用に対
する圧力をかけている模様だが、公表資料上では60ヵ国以上が
採用契約。もはやHUAWEIなしで5Gはできないとの声もある。

5Gは日本でもトライアルサービスが開始された。残念なが
ら国産基地局を採用しているのはドコモのみのようだ。国内で
もシェアが落ち込んでおり、世界的5G市場で日本の存在感は
インフラ系・端末系ともない。技術進展の度、ソフト～ハー
ド・デバイス～サービスにわたる無線通信の基幹技術・インフ
ラ・端末・ビジネスモデルでの遅れは深刻さを増しているよう
だ。
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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：『じいちゃんの教え』

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）

ふとしたことから、つんく♂さんの「一番になる人」を読み、
驚いた。華やかな世界の人と誤解していたが、全く違った。経
営に重要なことが書かれていた。

まず、つんく♂さんについて。シャ乱Qでデビュー、100万
枚以上のヒットを連発。その後、モーニング娘。などプロ
ヂューサーに軸足を移し、さらに大きな成功をおさめた後、企
画・演出企業TXNを設立。

「妄想」。つんく♂さん曰く、自分は絶対に〇〇になるとい
う妄想が重要。執念と言ってもよいと思われるが、社員をけん
引する経営者には必須である。つんく♂さんは、無名のバンド
時代もいつか自分は成功すると確信し、そのための行動をして
いた。

「ニッチ」。何でもよい、自分でしかできないことを探す。
小学校のクラスで何かで一位になるイメージ。そして徐々に拡
げていけばよい。まさに、「ニッチ」の本来の意味（生物学用
語。その生物だけに許された場所）をとらえている。企業はい
かに勝つかと同時に、いかに競争しないかを考えるべきである。

「人と違う」。つんく♂さんの実家は乾物屋さん。おじいさ
ん曰く「人が休む時に働かなあかん」。利益とは人と違うこと
に払われる対価である。

つんく♂さんはこれら経営に必要なことをまさに身をもって
体得したのだと感銘を受けた。二時間で楽しくよめますし、お
薦めです。
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先端領域： 『Libra、その野心的試みの挫折と今後』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

Libraとは何か。構想発表時（6/18なのでまだ半年も経って
いない）では「さまざまな通貨を組み合わせた『通貨バスケッ
ト』をリザーブとした人工的な暗号通貨」で「スマホさえあれ
ば簡単」だったはずだが、どうやら趣が変わるようだ。

10月にPaypalがLibra協会から脱退したのをきっかけに、
Visa/Mastercard、eBayなど設立当初のメンバー企業が去った。
これらの企業はLibraのスケールに必要な決済処理業者、小売
や外食などの店舗基盤を有していた。7月の米議会での公聴会
や10月の上院議員からの書簡送付を経て、未だはっきりしない
様々な旨味とリスクを天秤にかけたものと思われる。

ザッカーバーグCEOが米下院金融サービス委員会の公聴会に
出席する直前の10/21、David Marcus氏（Libraプロジェクト
責任者）はついに「法定通貨に連動する複数通貨（いわゆるス
テーブルコイン）を導入する手段に言及した。これは従前掲げ
ていた『通貨バスケット』を断念し、各国中央銀行の規制下で
のシステム運用へと方針転換することを意味する。（もはや
「暗号資産」である必要もない。）

筆者はFacebookは自社で構築するプラットフォーム（Libra
協会メンバーのSpotifyやUberでもよい）上で通用する通貨と
してLibraを流通させるしかないとみている。構想段階から米
ドルペッグとし、巨大運用者となることを十分認識したうえで
金融当局・機関の協力を得られなかったのか、が悔やまれる。

だが、中国政府の「デジタル元計画」を引き合いに米ドル、
ひいては米国のイノベーション優位の危機を煽り、Libraから
のFacebook脱退も辞さないと言及するなど、ザッカーバーグ
CEOの金融再定義にかける野心は、まだまだ収まる気配はない
ようだ。さすが、である。
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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： 『国内スマホゲーム会社の戦略変更』

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。

国内スマートフォン向けゲームを主力とするゲーム会社は、
国内同市場の成長一巡や、美麗なグラフィック/新しいゲーム
性を特長とする海外製ゲームへの需要シフト、高騰するゲーム
開発費などを背景として、これまでの国内市場にフォーカスす
る戦略の変更を余儀なくされる見込みである。今後は、海外需
要の開拓やマルチデバイス展開を見据えたゲーム事業戦略を描
く必要がある。既に、Klabやグリーなどは、海外で知名度の高
いIPを活用したタイトルの海外展開を強化している他、エイ
チームは、新しい事業戦略として、海外およびマルチデバイス
向けタイトル展開を行う方針を発表している。

特に、グローバルゲーム市場では、専用ゲーム機やスマート
フォンの垣根を超えてアクションゲームの一形態である「バト
ルロワイヤル」ジャンルが人気となっており、今後は、「バト
ルロワイヤル」に如何に著名IPを組み合わせてヒットタイトル
を創出するかが注目される。

しかし、これまで国内スマホゲームを主戦場としたゲーム会
社は、ガチャを課金手段としたRPGを主軸に開発することが多
かったため、アクションゲーム開発力が相対的に低いと考えら
れる。したがって、アクションゲーム開発力を高めるため、
ゲーム専用機向けアクションゲーム開発を行う、ないしは提携
や合弁などにより海外でアクションゲーム開発を行うリソース
を確保するといった、新しい開発スタイルの確立が重要となろ
う。また、アクションゲームの開発には従来より高額な開発コ
ストが必要になると考えられるため、海外ゲーム会社との共同
開発など、開発費の分担スキームの確立も必要となろう。



小売業界： 『SDGs礼賛に潜む罠』

メディア関係者等から「ESGやSDGｓに熱心な企業の株価は
上昇するか？」と問われることがある。筆者が「必ずしも上昇
しない」と答えると、不穏な表情をされる。それほど意外なこ
とであろうか。

そもそも、上場企業の社会的責任を問う声が高まったのは、
資本市場による企業価値の評価メカニズムに限界があるためだ。
企業が高い超過収益を得ていても、それが地球環境や市民社会
の犠牲といった「負の外部経済」の上に成り立っているならば、
長期的な持続可能性に疑義があるという考え方である。つまり、
社会的責任が株価に反映されないからこそ（市場の失敗）、わ
ざわざSDGsなどの新しい標語が提唱されたのだ。

ESG重視の運用方針の投資ファンドの増加により、今後は
徐々に株価形成にも影響が出るであろう。筆者が専門とする流
通小売業界でも、ファーストリテイリングのような多方面で社
会貢献を果たしつつ株価パフォーマンスが良好な企業もある。

しかし、全ての上場企業が一斉にSDGs推進に励む姿には少
し違和感も覚える。企業や経営者の第一義的な使命は、株主、
従業員、取引先、顧客などのステークホルダーに十分な利益配
分を行い、その残存利益から法人税を納めることだ。この本来
目的を果たせていない、例えばROEが資本コストを下回るよう
な企業には、社会責任指標よりも優先すべき課題があるのでは
ないか。ESGやSDGｓが経営者にとってある種の隠れ蓑となり、
新たな「エージェンシー問題」を起こさないことを願うばかり
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



消費財業界： 『百貨店閉店ラッシュが迫る、国内高付加価値化粧品チャネル政策見直し』

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・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。

消費増税が百貨店の構造改革を加速させている。日本百貨店
協会が公表した9月の全国百貨店における化粧品売上高は前年
同月比34.1%増と、8月の同4.4%増を大きく上回って増加し
た。量販店などが加盟する全国チェーンストア協会が集計する
「化粧品・医薬品（日用品含む）」売上高も9月には8月の同
1.8%減少から同24.4%と大幅な増加へ転じた。花王などによ
ると増税前の駆け込み需要は日用品ではメーカー見通しを下
回った模様だが、特に百貨店チャネルでの化粧品はドラッグス
トアや量販店で取り扱いのない高価格ブランドが主力となるた
め、駆け込み需要も大きかったとみられる。

一方で、10月の百貨店売上高は駆け込み需要の反動や台風な
どの天候要因をうけて2割減で推移しているとのことで、百貨
店業界では増税後への危機感が強まっている模様である。百貨
店は2019年中に地方を中心として二桁閉店が予定されている
が、更に消費増税などを受けた構造改革強化のために、これに
迫る数の2020年の閉店計画が既にアナウンスされている。

化粧品市場は2015年以降、機能などを訴求する高付加価値
製品にけん引された製品単価上昇を伴う伸長が続いてきた。国
内化粧品流通における百貨店の販売金額シェアは概ね2割程度
にとどまるが、特に店頭カウンセリングや「お手入れ」サービ
スといった経験を提供価値とする日本の高付加価値製品にとっ
ては最大販路である。インバウンド消費の伸びが減速する中で、
強みである消費者とブランドの接点がすることは、同カテゴ
リー市場における中期的な懸念材料となる。メーカーにとって
は、インバウンド顧客向けの海外チャネルの育成に加えて、国
内市場のブランド戦略の見直し、特に地方部における優良チャ
ネルの確保・育成を強化することが急務となってきた。



中国担当：『四中全会の意味』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

中国では中央委員等出席の重要会議が招集開催される。

国家主席、副主席の任期10年を全人代で撤廃決議した昨年は、
全人代前に一中、二中が開催されその後三中で党と国家機構改
革について決議された。習首席1期（2013年）時には三中で経
済方向性が打ち出されたのだが、2期目は党内統治と人事に時
間を使い、四中で今後5年の経済を含めた方向が打ち出される
と推察した。（筆者18年10月執筆）

結局開催される事なく、三中から20か月後の10月28-31日
に開催となった。主要議題は、「中国独自の社会主義制度の維
持と改善にむけた、国家統治システムと統治能力の最新化の推
進」である。開催時期と議題も意外であった。

中央政府トップの下、党政府、各クラスの幹部の制度への意
識強化、制度の権威維持、制度順守を要求している点から党内
ガバナンス強化と受け取れる。

全体目標は2035年までに各制度整備と改善としているが今
回は従来の5年計画に向けたというより2021年共産党成立100
年への体制施策が主体となっているように見える。

会議開催に先立ち2人の将軍、副省長含めた4名の不正による
辞職を行っている事からも組織体制強化がうかがえる。

中国国内では国有が先行する形で民営企業の倒産も増えてき
ており、国内消費だけでは経済成長は賄えない状況になってい
る。

四中議題と米中交渉、香港デモに言及しない状況は,打開策
の不足と民心を含めた現体制への求心を急ぐ現れと言える。
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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： 『景気減速でもASEANに資金流入』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

近時、世界経済減速は鮮明、ASEANでも輸出減の影響や域
内新車販売台数の前年割れが続き、GDP予測の下方修正が続く
（アジア開銀は7月時点予想を▲0.3％下方修正し2019年域内
全体GDP成長率を4.5％とした）。

そのような状況下、域内各国ではそれぞれの置かれる状況に
応じて、特徴的な景気刺激策を講じている。

■シンガポール：国営投資会社を通じた影響力強化（テマセク
を通じたケッペル社子会社化）

■インドネシア（利下げ／公共部門）：公共部門の代表格は首
都機能移転、ゴジェック創業者の入閣による教育政策

■タイ（民間部門）：民間部門によるインフラ投資活発（TCC
都市開発案件・高速鉄道建設CP陣営受託など）・タイ航空再
建に向けたメス（マレーシア航空同様の動きとなるか）

■フィリピン（利下げ／民間）：マニラ周辺は出張に行く度に
新しい商業ビル・ショッピングセンター建設計画を耳にするが、
他方で公共投資部門はインフラ計画に予算執行遅延もあり

■ミャンマー（公共部門）：インフラ整備に注力

■その他ベトナム・マレーシアでも利下げ・利下げ観測あり

興味深いのは、上記動きを海外マネーも後押ししている点で
ある。中国マネーが香港からシンガポールへの移動の影響もあ
るか、不動産市況ではフィリピンが突出して上昇、タイでは利
下げしても現地通貨高となっている。近時のフィリピンにおけ
るオンラインカジノでの資金洗浄に関連して（名目は入国管理
法違反としているが）中国人中心の1,000名超が逮捕された件
が顕著な例であるように、不正資金流入に加え、海外資金バブ
ルに対するモニタリングが重要だ。
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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。
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