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東アジアで中国の影
響力はますます強ま
る。米国はどう対抗
するのか。地政学か
ら世界を分析する。
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地政学の本質は
地理の見極め

ゲーム大会がカネを生む
勃興するeスポーツ産業

本誌：福田恵介、林 哲矢、長谷川 隆

普段見慣れている北を上に

の地図を見ていただきたい︒

デザイン：山根佐保 進行管理：下村 恵
イラスト：ワタナベモトム

としているようにも見える︒ 世

路﹂構想で新たな経済圏を作ろう

平 洋 諸 国 を カ バ ー す る﹁一 帯 一

る中国は︑ユーラシア︑そして太

他方︑世界経済2位の大国であ

定︶からの脱退はその象徴だ︒

た︒ＴＰＰ︵環太平洋経済連携協

秩序の維持に関心を向けなくなっ

﹁米国ファースト﹂を掲げ︑世界

動 化・ 不 安 定 化 し た︒ 米 政 権 は

生によって世界の秩序は一層︑流

昨年1月の米トランプ政権の誕

トなのである︒

とって︑尖閣沖は重要な海上ルー

る︒太平洋の権益に貪欲な中国に

島の領有権を主張する理由もわか

係を理解できれば︑中国が尖閣諸

ような︑中国と周辺国との位置関

阻むかのようだ︒この地図が示す

るで中国が太平洋に進出するのを

囲むように日本列島が連なり︑ま

した地図と違い︑中国大陸を取り

上

米国のトランプ大統領、
中国の習近平国家主席。
超大国の指導者はともに「力の論理」の信奉者
で、自国の影響力拡大に邁進する。
「地政学」の
視点から、混迷する国際関係を解き明かす。
紀は太平洋を舞台に︑米中の二つ
の大国が角逐する時代である︒
米国によるグローバルガバナン
障と地理との関係はより重要性を

スが弱まり︑国家の外交・安全保
増している︒不安定化する欧州や
中東においても︑同様だ︒こうし
た視点に立ち︑地政学を通じて国
際社会を展望する︒

24
2018.3.3 週刊東洋経済
週刊東洋経済 2018.3.3

25

21

第１特集
特集／日本人が知らない地政学

日本人が知らない

地政学

「銀
行窓口でお客さんが入金
するとき︑赤い伝票にお

客さんの名前と入金額を書かせて
いるやろ︒あれは何でや？﹂
年前︑そう尋ねられたことを

菅は 年前︑りそなＨＤのコー

グループ
︵ＦＧ︶
の社長︑菅哲哉だ︒

かん

傘下の関西みらいフィナンシャル

りそなホールディングス︵ＨＤ︶

今も鮮明に覚えている男がいる︒

₁₅
この 年のうちの 年間︑私は社

要！﹄と︑まぁこんな感じですよ︒

﹁
﹃明日から赤い伝票をなくせ︒不

菅は心底感服したように話す︒

ないか︑と︒

シート代わりにすればいいのでは

帳に金額を記入するのでそれをレ

を渡してくれる︒銀行の場合︑通

ら︑普通はレストランがレシート

ンに入ってカレーライスを食べた

問答はさらに続いた︒レストラ

のか？﹂
︒菅は言葉に詰まった︒

起きているか︑調べたことはある

はトラブルがどれくらいの確率で

はさらに畳みかけた︒
﹁じゃあ君

からです﹂
︒しかし︑社外取締役

て後でトラブルになるといけない

菅はこう答えた︒
﹁金額が違っ

の社外取締役の一人だ︒

の質問を発したのは︑りそなＨＤ

取締役の担当を務めていた︒冒頭

ポレートガバナンス事務局で社外

₁₅

₁₀

こない発想がどんどん出てくる﹂
︒

いる︒銀行の中にいたのでは出て

随分刺激を受けたし︑今も受けて
債権問題は底を打ったと判断︒1

なショック﹂を見て︑銀行の不良

された︒マーケットはこの﹁りそ

と﹁選択と集中の遅れ﹂を挙げた︒

る問題点として︑
﹁高コスト体質﹂

ち合い株とともに︑りそなの抱え

不良債権処理の遅れや過大な持

ち遅れていると非常に危険だ﹂

どん参入してきている︒彼らに立

アマゾンだって︑金融分野にどん

的に変わりつつある︒グーグルや

年かけて公的資金のくびきか

990年代からだらだらと続いた

外取締役の発言を聞いてきたが︑

₁₅

コーポレートガバナンスばやり

本誌：山田徹也

約 ある関連会社を次々と売却

2003年の公的資金注入から15年。りそなは銀行員の発想にない
新たなサービスに取り組むが、限界にも直面している｡

金融危機はようやく収束した︒

2017 年５月に新宿駅近
くにオープンした相談
特化型の小型店舗。左
は 18 年 ２ 月 か ら 始 め
たスマホアプリの画面

の今でこそ︑社外取締役など珍し

さらば銀行 !
りそなの挑戦と限界

りそなの先進性はそれだけでは

の過半を社外取締役にした︒

委員会等設置会社に移行し︑役員

2003年︑銀行としては初めて

くもない存在だが︑りそなＨＤは

︵当時︶の細谷英二を会長に招聘

革 派 の 一 人︑ Ｊ Ｒ 東 日 本 副 社 長

なかった︒国鉄分割・民営化の改

生への長い道のりの始まりにすぎ

入れしても︑りそなにとっては再

だが︑日本の金融システムは底

た︒

ス業への進化﹂という未来像だっ

なの姿は﹁銀行業から金融サービ

た︒そして細谷が示した新生りそ

年余りで経費率を ％㌽も落とし

縮や店舗売却によって︑わずか1

し︑持ち合い株は半減︒人件費圧

スラプター︵異業種の破壊者︶と

ゾン︑グーグルといった金融ディ

ら逃れたと思ったら︑今度はアマ

の銀行にない新機軸や新しいアイ

ーパーレスや印鑑レス⁝⁝︒従来
理下の経営を続ける︒

るまでの 年間︑りそなは公的管
公的資金注入から約3カ月後の

この
﹁金融サービス業への進化﹂
という目標は細谷が 年 月にこ

対面と非対面の両輪で
新しい金融サービスを
もちろん︑りそなが黙って手を
今年2月 日︑顧客のライフス

こまぬいているわけではない︒
の世を去っても引き継がれている︒

タイルに合わせデータに基づいて
る﹂というせりふを口にする︒

は 今 で も た び た び﹁銀 行 を や め

マートフォンアプリの新サービス

資産運用方法などを提案できるス

ひがし

年からＨＤ社長を務める東和浩

﹁じわじわと浸水しつつある状

面サービスの入り口にあるのがス

ービスの入り口だとすれば︑非対

伊佐は﹁リアルな店舗が対面サ

ぼ放置状態﹂だという︒

ぎない︒残り1200万人は﹁ほ

を受けているのは100万人にす

るが︑りそなの行員から直接提案

人︑日本の総人口の1割に相当す

りそなの顧客基盤は1300万

る﹂と意気込む︒

一つの新しいビジネスモデルを作

アプリ︑新商品を出すのではなく︑

リーダー︑伊佐真一郎は﹁単なる

オムニチャネル戦略部のグループ

う記した︒

₁₉

を開始した︒担当したりそなＨＤ

年 月︑細谷は会議の資料にこ

₁₁

﹁銀行のビジネスモデルは決定
撮影：今井康一

デアを次々と打ち出した︒そうし
た取り組みはなぜ可能だったのか︒

₁₅

₁₂

向き合わなければならなかった︒

ない︒365日無休で夜7時まで
し︑ 年6月に公的資金を完済す

₁₂

営業する店舗︑待ち時間ゼロ︑ペ

₅₀

況に変わりはない﹂

公的資金注入を受け、
さまざまな先進的改革
に取り組むりそな

ク﹂にさかのぼる︒

己資本比率が国内基準である4％

４月に統合される近畿大阪、関西アーバン、みなと各行のトップ

原点は 年5月の﹁りそなショッ

「銀行をやめる」
立ち遅れると危ない
バブル崩壊による不良債権の急
増は銀行の経営を直撃した︒りそ
なの前身である旧大和銀ホールデ
ィングスと旧あさひ銀行も合併・
再編によって生き残りを図ろうと
したが︑ 年3月期の決算では自
を割り込む可能性が高まった︒
すでに株価は100円を割り込
み︑りそなは公的資金の注入を政
府に申請する︒ 年7月に総額1
兆9600億円の公的資金が注入

₁₃

₁₂

₁₅

₁₀
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₀₃

₀₃
撮影：ヒラオカスタジオ

₀₃

₀₃

産業リポート
りそなHDの挑戦と限界

撮影：尾形文繁

（注）
1ドル＝107円で換算 （出所）
Newzoo「Global eSports Market Report」
撮影：梅谷秀司

1,500

1,200

eスポーツは世界規模で市場が拡大

2020年には世界で約1600億円市場に

17%

ゲーム
会社から
の支出
900

600

300

ゲーム対戦を巨大スクリーンやネットで観戦するeスポーツの市場が
海外で急拡大している。日本でも本格普及へ向け体制整備が進む。
本誌：渡辺拓未

10

（出所）
経済産業省「平成28年度コンテンツ産業強化対策支援事業（オンラインゲームの海外展開強化等に向けた調査事業）
報告書」
を基に本誌作成

１
月下旬︑東京・秋葉原のイ
ベント施設︑アキバ・スク

エアは夜まで熱気に包まれていた
︵上写真︶
︒テレビゲームを用いた
﹁ｅスポーツ﹂の決勝トーナメン
ト大会が開催されていたからだ︒
ステージ上の巨大スクリーンに
映し出されているのは︑人気格闘
ゲーム﹃ストリートファイター﹄
の対戦シーン︒コンボと呼ばれる
華麗な連続技が決まるたびに︑詰
めかけた1000人近い観客から
大きな歓声が上がる︒予選から3
日間にわたる激闘を制し︑参加者
2305人の頂点に立ったのは︑
韓国出身のプロゲーマーだ︒
この大会の名称は︑
﹁Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ
ｈｉｐ Ｓｅｒｉｅｓ Ｊａｐａｎ
︵ＥＶＯジャパン︶2018﹂
︒毎
年7月に米国ラスベガスで開催さ
れる世界最大の格闘ゲーム大会
﹁ＥＶＯ﹂の日本版で︑米国外で
の開催は今回が初めて︒世界中か
ら腕に自信のあるゲーマーが集ま
り︑エントリー選手の約4割は海
外からの参加者だった︒
大会への注目度は高く︑Ｓ席で
0円するチケットは︑ネットでの

8000円︑立ち見席でも150
予約開始からわずか数分で完売︒
観客の約半分は外国人で︑さらに
米国やフランス︑イタリア︑韓国

動画配信サイト﹁Ｔｗｉｔｃｈ﹂

などで放送され︑視聴者数は世界
累計410万人に上った︒

ｅスポーツの人気は︑米国のみ

ならず︑世界中に広がっている︒

テレビゲームやＰＣゲームは︑

3500万人︑中国を含むアジア

ると︑ＥＵ︵欧州連合︶圏には約

調査会社Ｎｅｗｚｏｏの推計によ

家の中で自分がプレーして楽しむ

太平洋地域には約9700万人の

将来的には︑ｅスポーツがオリ

娯楽││︒そんな常識が近年︑大
を持った選手たちによるゲーム対

ンピック種目になる可能性もある︒

ファンがいるという︒
戦は︑純粋なスポーツ競技と見な

今年2月︑平昌・冬季五輪に合わ

ピョンチャン

されるようになり︑
﹁ｅスポーツ﹂

せる形で国際オリンピック委員会

会︒チケットを買って小学生の子

冒頭のＥＶＯジャパンの決勝大

ク﹂のアジア競技大会では︑ｅス

催 さ れ る﹁ア ジ ア 版 オ リ ン ピ ッ

催された︒また︑2022年に開

公認のｅスポーツ大会が韓国で開

どもと観戦に訪れた 代の男性は︑

ているからだ︒

として観戦を楽しむファンが増え

きく変わりつつある︒高度な技術

テレビゲーム対戦が
観客を呼ぶスポーツに

るために会場を訪れた︒

のメディア関係者が大会を取材す

など カ国以上から︑約100名

ゲーム大会がカネを生む
勃興するeスポーツ産業
﹁自分も息子もゲームが好きなの

ることが決定済みだ︒

ポーツが公式種目として採用され
ちのスゴさがよくわかる﹂という︒
職場の同僚たちと観戦した若い女
性は︑
﹁ｅスポーツは会場の盛り

こうした人気の高まりを背景に︑

大会はラスベガスの一流ホテル︑

昨年行われた﹁ＥＶＯ 2017﹂

ブームとなっているのが米国だ︒

こうしたｅスポーツがすでに大

大きなｅスポーツ大会でスポンサ

など︑世界的な有名企業が海外の

ンツ︑オーストリアのレッドブル

コカ・コーラ︑独メルセデス・ベ

ポンサー広告だ︒米インテルや米

ｅスポーツの世界へ大きなおカネ

マンダレイ・ベイのイベント会場

ーとして登場︒試合映像は多くの

のプレーを見るだけでも十分楽し

を借り切り︑1万2000人もの

視聴者を集められるコンテンツと

が集まり始めた︒最たるものがス

観客を動員︒大会の様子はゲーム

める﹂とその魅力を話した︒

上がりがすごい︒観客として選手

大会やチーム・選手に
有力企業がスポンサー

で︑決勝大会に勝ち残った選手た

30
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動画投稿による広告収入
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60%
の内訳

2017年

スポンサー
広告収入

14%
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放映権

物販・チケット販売 9%

1,800

プロ選手
給料
チーム
賞金

大会

スポンサー料
スポンサー
メディア

グッズ購入
ファン
ゲーム会社

20
17
16
2015年
0

スポンサー収入が最多
（億円）

EVO ジャパンの会場
は海外からの観客も多
く詰めかけ超満員に

選手の高度なテクニ
ックが、各国で多くの
ファンを引き付ける
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