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今月のトピックス
～ 『電子産業は新たなチャレンジが必須』 ～

3

第Ⅰ章
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テクノロジー関連業界 ～ 『電子産業は新たなチャレンジが必須』(1/3)

 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。

4

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

マネージング・ディレクター

日本の2014年電子産業生産額は11.8兆円となり、2013年に対
し3.9％増加した。リーマンショックの急増→反動減の影響を除くと、
生産額増加は実質的に2007年以来と推測されるものの、その水
準は低く、過去10年間でピークであった2007年と比較すると、約
60％の水準に留まる。

生産額の増加を、内需と外需に簡易的な分類をしてみると、内
需は13.3兆円（9.5％増）と過去10年間で 大の伸びとなった一
方、外需は▲1.5兆円と輸入超過状態。輸入超過額は、2013年
比で92％増加した。2013年からの国内経済情勢の回復・円安進

行の環境下、生産額が停滞し輸入超過額が倍増しているのは、
産業としての国際競争力が抜本的に低下していることを改めて認
識させられる。

もちろん、日本企業の海外生産移管が本格化し、国内生産→輸

出が減少した影響や、海外生産拠点からの輸入が増加した影響、
さらにライトアセット化で多くの完成品分野におけるアウトソーシン
グが戦略的に進んだためとの推測も成り立つが、日本の電子産
業は、かつて外貨獲得に向けた2大産業の一つであり、世界市場

で普及が期待される新たな製品分野において、市場を大きくリー
ドし、再び基幹産業へと回帰する方向性がみえてこない。

次ページ以降では、分野毎での過去10年間の動きと直近の状

況、さらに期待される事業領域における 近の動き、に触れてみ
たい。
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テクノロジー関連業界 ～ 『電子産業は新たなチャレンジが必須』(2/3)
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2014年の電子産業生産額を分野別にみると、民生用0.7兆円
（全体の6％）、産業用3.6兆円（同30％）、電子部品デバイス7.5
兆円（同64％）と、2/3を電子部品デバイスが占める。過去10年間
の年平均成長率は、民生用が▲12.1％、産業用が▲7.1％、電
子部品デバイスが▲2.6％。また過去10年間でピークとなった年
に対し、2014年の生産額は、民生用が23％（ピークは2007年）、
産業用が48％（同2004年）、電子部品デバイスが72％（同2007
年）、の水準 となっている。

民生用は海外生産移管・アウトソーシングが2000年代後半から
急速に進み、また地上波放送のデジタル化でLCD-TVが急増した

反動減を含め大幅に減少。既に国内産業としての存在感は希薄
だ。産業用は、分類上含まれる携帯電話・スマートフォンが、アウ
トソーシング化→マジョリティを海外メーカーに奪わる、という中で
2010年以降輸入額が急増。海外メーカーシェア上昇が生産減を

加速させている。電子部品デバイスは、比較的堅調だが国内セッ
トメーカーの生産減と海外生産移転により、減少したものと推測さ
れる。

グローバル市場では生産額が大きく拡大している半導体集積回
路・液晶デバイスも、日本の生産額は伸び悩んでいる。既に両分
野とも汎用品での競争力低下が顕著となり、多くの企業が汎用品
事業から撤退。2013年以降、電子部品デバイス分野の生産は拡

大しているが、スマートフォン向けの分野で世界市場が大きく拡
大し、一部のハイエンドデバイスでリードする電子部品デバイスが
増加したためと推測される。

日本の電子産業生産額推移（10億円）

日本の電子産業内需額推移（10億円）

情報は経済産業省『生産動態統計』、財務省『貿易統計』より入手
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テクノロジー関連業界 ～ 『電子産業は新たなチャレンジが必須』(3/3)
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四半期単位でみると2012年10-12期から輸入超過産業となった
電子機器産業は、2013年で0.8兆円の輸入超過、2014年は1.5
兆円の輸入超過産業となった。その間、円安は急速に進行したが、
直近の2015/4-6期まで輸入超過は続いており、11四半期連続輸

入超過。常態化した印象がある。各分野とも輸入増加率が輸出
増加率を上回っており、民生用・産業用の輸入超過額増加、電子
部品デバイスの輸出超過額減少、となっている。

90年代後半以降、民生用・産業用ともに、「日本発→世界へ」の

アプリケーションが枯渇している。電子産業の復権には、未だ世
界的に有力な電子部品分野での力に、日本得意の摺合せ技術
や、不得意なアプリケーション強化、さらにビジネスモデルの創造、
を加えていく必要があろう。2015年後半からスマホを含む大半の
IT製品が数量ベースで伸びない環境となりさらに厳しい事業環境
が予想される。

成長ポテンシャルの大きなEV（電動自動車）や、家庭用ロボット、
ウエアラブル端末+サービス、新しい五感を刺激するインターフェ

イスを用いた製品・サービス、など、日本が競争優位性を持つと
想定される成長分野はある。ただし、残念ながら構造改革で病み
上がり状態の日本電子産業は、現時点で一部を除き国際競争に
向け勝算のある開発が行われているとは考えづらい。構造改革
の一巡とともに、リスクを取った積極的経営姿勢が求められよう。

日本の電子産業純輸出額推移（10億円）

日本の電子産業四半期別純輸出額推移（10億円）

情報は経済産業省『生産動態統計』、財務省『貿易統計』より入手
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『勢い加速するインバウンド消費』

 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。

8

松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

『小売業の 適戦略』（㈱日本経済新聞社 1998年）
『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）

個人所得が芳しくない中、小売り各社の月次売上はしっかりして

いる。もちろん、各社の商品戦略の成功もあると思われるが、イン

バウンド消費など外部環境による追い風記録の部分も看過でき

ない。

訪日外国人の数は、2014年暦年は29.4％増と高水準であった

が、2015年は更に勢いが増している。2015年月次の訪日外国人

数は、1月29.1％増、2月57.6％増、3月45.2％、4月43.3％、5月
49.6％、6月51.8％、7月51.0％と、ほぼ前年比1.5倍のペースと

なっている。特に中国からの訪日人数はここ4か月連続で前年比

2倍以上となっており、10月の国慶節の大型連休では巨額なイン

バウンド消費が観測されるであろう。日本人向けの品揃えの延長

でしか店舗運営をできない企業と、しっかりと対策を講じた企業と

の間で、大きな売上格差が生まれると予想される。

また、円安を背景にした輸入品の値上がりも続いている。8月か

ら9月にかけての株式市場の混乱で、円が120円前後に急騰した

局面があったが、その際に流通各社はこぞって為替予約をしてい

た。これはとりもなおさず、各社が依然として、継続的な円安を想

定していることの証拠であり、同時に継続的な輸入品などの値上

がりを予想しているということでもある。追い風は、年後半も続くの

かもしれない。



© 2015 Frontier Management Inc. 

情報通信業界 ～ 『4Gと5Gの時代の大きな差』

 全日本空輸㈱、メリルリンチ証券会社（現、メリル
リンチ日本証券㈱）を経て、2009年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

 BTによる日本テレコム㈱への出資やルノーによ
る日産自動車㈱への出資等、M&Aアドバイザ
リー経験多数。調査部では10年弱の株式アナリ

スト経験を有し、通信及びインターネットセクター
を担当。電機、電子機器部品製造、情報通信業
等のコンサルティングを担当。

 2003年から2008年にかけて米国「Institutional 
Investor」誌、日経金融新聞「アナリスト人気ラン

キング」の両調査において通信部門で上位にラン
キング。また、2007年には総務省モバイルビジネ
ス研究会構成員を務める。2010年には㈱ウィル
コム事業管財人代理を務める。
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合田 泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

第5世代移動通信システム(5G)の開発・検討が世界中で進んで

おり、日本では2017年から総合実証実験が開始される予定であ

る。移動体通信は、アナログ、デジタル、第3世代 (3G)、第4世代

(4G)と世代が進むにつれ伝送速度が数十倍～100倍程度向上し

てきたが、次世代である5Gでも 大10Gビット/秒と現行LTEの
100倍程度への改善を目指している。

しかし今回の世代移行は従来と大きく異なると考えられる。かつ

て無線網の高速化によって提供が可能となったアプリケーション

はその容量限界から、メール、音楽、ゲーム、SNS、携帯サイトと

いったバーチャルの世界に閉じたアプリケーションであった。これ

らネットワーク内に閉じた経済規模は限定的で、せいぜい移動通

信キャリアと小規模なモバイルコンテンツ企業が受益者であった。

しかし5Gの世界では、多端末接続によってIoTとビッグデータが

真に実用となり、低遅延性により自動運転や機器遠隔操作が空

想の世界ではなくなる。これにより農業から自動車メーカーまで受

益者の範囲は格段に広がる。これこそが4Gまでと5G時代の大き

な違いである。

その際にユーザーは何に対して付加価値を感じるだろうか。IoT
により得られたデータの２次利用物や自動運転に付加価値を感じ

るだろうが、それを裏で支える高度な無線ネットワークはしかし、

空気のような存在になっていく可能性がありはしないだろうか。
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素材業界 ～ 『石油化学の利益動向に一喜一憂すべきではない』

 ㈱大和証券経済研究所、㈱大和総研、モルガン・
スタンレー証券㈱、アジアン・センチュリー・クエス
ト・キャピタルを経て、2014年にフロンティア・マネ
ジメント㈱入社。

 化学業界を27年間担当。アジアン・センチュリー・

クエスト・キャピタルでは化学だけでなく、素材・住
宅・住設業界を担当。

 米国「Institutional Investor」誌のアナリストラン
キングで1996年から8年連続、日経アナリストラ

ンキングおよび毎日エコノミスト誌のアナリストラ
ンキングで1997年から7年連続トップランキング
を獲得。2002年の日本テンペストによるアナリス

トランキングでは、投資家だけでなく化学企業か
らもトップの評価を得た。
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銀林 俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

3月決算の大手総合化学5社の第1四半期(4-6月)決算は大変好
調であった。5社合計の営業利益は、前年同期比95.8%増加した。
新規連結を除いたベースで比較すると、改善額の60%が石油化

学主体の汎用化学品である。電子材料を含めたファイン系の会
社と比べ、汎用化学品の構成比が高い会社の業績改善が顕著で
あった。

2015年はアジア地域で石油化学の新設備稼働が比較的少な
いこと、第1四半期に定期修理やトラブルによるプラント停止が多
かったことが要因として考えられる。

しかしながら7-9月の採算は4-6月に比べ低下する見込みである。

定期修理完了で供給に余裕が生じていることに加え、中国の
PMI(製造業担当者景気指数)が7月、8月と低下し3年振りの低水

準となっていることから、需要サイドの懸念が強まっている。国内
では、アジア市況軟化を通じた輸出減少による設備稼働率の低
下が予想される。

現在、日本の総合化学会社には事業構造改革が求められてい
る。一時的に石油化学製品の採算が改善しても、シェールガスを
原料とする新設備による供給圧力を念頭に経営を行わなければ
ならない。市況に左右される石油化学製品の構成を引き下げ、競
争者が少なく、高付加価値を生み出す事業の拡大が必要である。
石油化学製品の利益増減で一喜一憂すべきではなく、事業構造
の変化が正しく実行されているかが重要である。株価が短期の業
績動向に左右されるのは致し方ないが、中長期での適切な企業
評価の必要性が高まっている。
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ヘルスケア業界 ～ 『「医薬品産業強化総合戦略」は戦略か』

 鹿島建設㈱、㈱ボストンコンサルティンググルー
プ、ブーズ・アンド・カンパニー㈱、GE横河メディ
カルシステム㈱（現、GEヘルスケア・ジャパン㈱）
を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に
入社。

 国内及び欧米の大手消費財・産業財関連企業・
ヘルスケア企業に対し、成長・新規事業戦略策定、
買収後統合、業務改革、長期ビジョン策定等のプ
ロジェクトマネジメントを担当。また、医薬品・医療
機器・電力・石油・化学・ハイテク・食品・アパレ
ル・化粧品等業界の日本企業及び外資系企業に
対し、中長期事業戦略策定、組織能力向上、ビジ
ネスデュー・ディリジェンス、事業統合戦略策定、
事業再生戦略策定・実行支援等の数多くのプロ
ジェクトをリード。
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小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

つい先ごろ（8月24日）、「第４回 革新的医薬品・医療機器創出
のための官民対話」において、未定稿ながら「 医薬品産業強化総
合戦略」が提示された。

2002年8月に厚労省から「医薬品産業ビジョン」が初めて戦略と
銘打って示されて以来13年の間、率直に申し上げて、残念ながら
実効性を有する戦略とはなっていない。

戦略と銘打つか否かは副次的であるのだが、戦略を手段として
実現すべき医薬品産業象が不明である。後発品80%時代とある
が、それはKPIであって、戦略がアドレスすべき世界観の記述で

はない。もう一点の致命的な問題は、本邦医薬品産業の競争力
の定義が不明なことである。勝れて産業集積的な本質を有する
医薬品における創薬力はそもそも狭義の医薬品プレイヤーのみ
を範疇に入れて議論すべき性質のものではない。

これを「戦略」とするには、正しい論点が先ず設定されねばなら
ない。後発品の市場浸透自体は正しい方向性であるが、薬価お
よび調剤手数料を含めた 終的な価格設定は現状の水準でよい
のか、低薬価でメーカーが利益を創出できない理由は何か、医薬
品生産の非効率性が解消されない真因はどこにあるのか、流通
を含め雇用担う産業としてまた地域経済への貢献も含め 適な
業界構造はどうあるべきか、グローバルメガとの規模比較は簡単
だがそもそも規模の経済だけで語るべきか、等々の論点と正面か
ら向き合うこと無くして戦略策定はおぼつかない。規制産業であ
るが故、正しく実効性の高い指針の提示に切に期待したい。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『－400億円＋650億円＝完全復活』

 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。
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村田 朋博

Tomohiro Murata

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）

マブチモーターの上期業績が公表された。同社の営業利益は、
2002年度291億円(対売上高25％)→2009年度30億円(同4％)→
今期計画220億円(同16％)である。同社は何を成し遂げたの
か？

かつて、マブチモーターは多くの経営書で、優れた経営の実例
として取り上げられる企業であった。標準化によるコスト削減→占
有率拡大→規模の経済を利用した部材内製化→さらなるコスト競

争力・・・といった好循環を実現、小型モーター産業において圧倒
的な占有率を誇った。

盤石と思われたマブチモーターであったが、中国企業が参入、
モーター価格は暴落した。中国企業は、生産数量は少なく技術も
劣っていたが、①販売管理費や研究開発費が殆どなく、②顧客は
信頼性よりも価格を重視するようになっていたため、圧倒的な占
有率のマブチモーターでさえ、価格優位性を持てなかった。

そのため、マブチモーターは、経営資源を大きく展開した。付加
価値を認めてもらえないAV機器用モーターの売上高が450億円
→50億円程度に減少する一方、自動車向けは300億円→今期
950億円に拡大する見込みである。

異質コスト企業との競争に直面した際の、高付加価値領域への
転換。経営の教科書として長年取り上げられてきた同社が成し遂
げた、経営の見本のような業態転換。日本の製造業の手本となる
であろう。同社が成し遂げた経営改革については、改めてどこか
で詳述したいと考えている。
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自動車関連業界 ～ 『インドネシア自動車市場
～ 高い成長性と足元の低迷でみえた課題 ～』

 ㈱埼玉銀行（現、㈱りそな銀行）、モルガンスタン
レー、㈱ニッセイ基礎研究所、日興アセットマネジ
メント㈱、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメン
ト㈱（現、アムンディ・ジャパン㈱）を経て、2015年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

 モルガンスタンレーでは、トレーディング部、市場
情報部、調査部(自動車業界担当)を担当し、その

後もファンダメンタル分析を主体に自動車業界の
完成車、部品、タイヤメーカー、鉄鋼を担当。

 1991年に日本証券アナリスト検定会員資格を取
得。経済産業省の外郭団体 日本自動車工業会

の下部組織である日本自動車研究所（通称
JARI）のITS産業動向研究会 研究会長を務める
（現任）。

13

加藤 摩周

Mashu Kato

シニア･アドバイザー

リーマンショック後順調に拡大を続け日系メーカーの収益を下支

えしてきたインドネシア自動車市場に急ブレーキがかかってきた。

15年1~7月の累計で前年比15％減、6,7月の単月でみると2割以

上の落ち込みとなっている。

インドネシア自動車市場の2000年代後半からの成長を支えて

きたのは、経済成長に伴う所得水準の上昇に加え、日系各社が

インドネシア市場に適合したモデルを投入してきたことが大きい。

それは大家族が乗車可能かつコンパクトで3列シートという、いわ

ば「ミニ・ミニバン」という車種で、これに2013年導入のLCGC
（ローコスト・グリーンカー）政策（燃費・価格で基準を満たす小型

車購入に対し奢侈税等を優遇）が拍車とかけた。

このように順調に拡大してきた市場ではあるが、足元は壁にぶ

つかっている。きっかけは米国の量的金融緩和終了に伴う通貨

ルピア安である。インドネシア自動車産業はフルセット型の構造

が出来上がり輸出するまでの力をつけているタイと比較すると脆

弱で、1次部品メーカーは構成部品や原材料を日本、タイ、シンガ

ポール等から輸入している形態が多い。このためルピア安は車両

コスト高に直結する。このような状況に対し部品メーカーレベルで

は現地調達率向上や輸出拠点へ育成する動きも出てきた。時間

はかかるが将来の成長への準備期間と位置付けられよう。
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『2つのセルロースファイバー』

 ㈱大和総研、ドイツ証券㈱を経て、2013年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社。

 電材業界、自動車部品業界、食品業界などの産
業分析、企業財務分析、企業価値分析に従事。
また、ガラス土石業界、紙パルプ業界、非鉄業界
などの産業分析や企業財務分析等を担当。

 2012年のInstitutional Investors誌の人気アナリ
ストランキングでは第1位を獲得。
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石橋 克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

製紙業界が先導する新技術に「セルロースナノファイバー」
（CNF）がある。CNFは植物繊維をナノレベルまで細かく粉砕した

もので、軽量さ、耐久性、寸法安定性、透明性などで優れる。将
来的には輸送機器ボディ、ディスプレイ材料、ガスバリアフィルム
など様々な分野での活用が期待される。CNFは経済産業省の主

導により、国内製紙メーカーで活発な研究開発が行われてきた。
日本製紙はCNFを使用し消臭機能を高めた紙おむつを今秋から
製品化する予定である。製紙メーカーにとりCNFを取り扱う意義
は、経営資源の有効活用にある。つまりCNFは木材から抽出さ

れるものであり、製紙メーカーが保有する広大な森林資源を有効
活用できる。また製紙メーカーはパルプ用に木材から繊維成分を
取り出す長い経験と技術を有する。

「ナノ」がつかない「セルロースファイバー」（CF）もある。CFは古

紙を原料に、薬剤を添加しながら、木綿状になるまで裁断・撹拌し
たものであり、住宅用断熱材が主用途である。CF断熱材は断熱

性能だけでなく、難燃性や環境負荷の低さといったメリットもある
が、施工コストの高さ等がネックとなり国内での普及率は約1割に

とどまる。しかし例えば米国では住宅用断熱材として も採用さ
れており、全体の約3割を占める。

国内でのCF断熱材の普及のきっかけとして考えられるのが中

国の古紙リサイクル体制の充実である。古紙の大量輸入国であ
る中国の古紙回収率（現状40%台。先進諸国では60～80％）が
上昇すれば世界的な古紙需給の緩和に繋がり、CFのコストダウ
ンが可能になると考えられる。
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ディスクレーマー
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