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『ロボット産業の成長と技術革新』 



機械業界 ～ 『ロボット産業の成長と技術革新』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 ロボット業界は依然として好調が続いているようだ。4月下
旬から17年3月期の決算発表が本格化するが、機械業界では、
一足早く、4月4日に、不二越が17/11期の第1四半期の決算を
公表した。17/11期の通期予想は据え置かれたが、ロボット事
業の好調などが反映された決算となった。同社の17/11期第1
四半期のロボット部門の受注は、前年同期比67％増、前四半期
比23％増の101億円と拡大し、四半期ベースで過去最高となっ
た。同社のロボット事業は、産業機械向けの伸長に加えて、電
気業界向けに投入した小型ロボットが受注拡大を牽引している。 

 世界の設備投資を取り巻く環境は楽観できないが、ロボット
需要は拡大基調が維持できるとの見方が大勢である。国際ロ
ボット連盟では、世界のロボット市場は、2019年まで年率
13％程度で成長すると予測している。この背景は、先進国では
労働力人口の減少や労働時間短縮の動きが強まっていること、
新興国では製品品質向上ニーズや省人化ニーズの高まり、3K
職場での労働者不足などである。 

 また、超高齢化社会の到来などを背景に、生活支援や介護の
ためのロボット、対話型ロボットなどのサービスロボットの分
野でも今後の需要拡大が見込まれている。サービスロボットの
分野では、従来のロボットメーカーのみならず、多岐にわたる
メーカーが参入している。 

 日本のロボット産業は、自動車や電機産業を主体に成長し、
世界市場をリードする形で発展してきた。今後は、中国メー
カーの台頭も予想されるため、人工知能（AI）やIoT（Internet 
of Things）を駆使した技術革新、非製造業分野への用途の拡大
が重要になってこよう。 
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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FMI作成 
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産業調査コラム 
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流通業界：『空間用途の再定義という新しいシェアリング・エコノミー』 

 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 

『小売業の最適戦略』（㈱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） 

 空間利用の高度化が進んでいる。同じ用途での空間利用とい
う狭義のシェアリングではない。むしろ、使う人毎に用途が異
なり、空間が再定義されるという現象である。 

 パーク24の子会社「タイムズ24」は、スマホを使って予約
ができるカーシェアリングを行っている。驚くべきことに、こ
のカーシェアリングは営業マンのオフィス空間として利用され
ている。営業マンたちは、カーシェアリングを利用するものの、
自動車を一切動かさず、静止した自動車の席という空間を利用
している。 

 一日に複数の取引先を訪問する彼らには、移動前後にスキマ
時間が発生する。カフェに入ると毎回400円程度のラテ代金を
支払わなくてはならないし、一日何度もラテを飲むのは苦痛で
ある。また、カフェで静かなスペースに座れるかどうかは、
座ってみないと分からない。オフィスに電話をしようとしても、
カフェの席から大声で電話をすることは難しい。 

 このカーシェアリングならば、自分の現在地をスマホで確認
し、最も近い利用可能車を15分単位で借りることが可能である。
密室空間なので大声で電話をすることもできるし、他人がいな
いので静かに仕事ができる。 

 この例のように、今後は、用途が再定義されるというプロセ
スを経て、空間の広義のシェアリング・エコノミーが発達して
いくと予想される。空間を持て余している小売・サービス業に
は新たな収益機会が訪れている。 
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情報通信業界：『加速するコネクテッドカー向けの通信プラットフォーム』 

 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。 

合田 泰政 

Yasumasa Goda 

常務執行役員 

 コネクテッドカーへの注目が高まって久しい。そこで重要と

なるV2X通信については、既存通信規格であるDSRC

（Dedicated Short Range Communications）を活用するか、

2020年以降の商用化を目指す5Gを利用するというのが基本的

な考え方であった。ただ、DSRCはその名の通り通信エリアが

狭く、特に目視外や距離が離れている信号、車両、歩行者等の

情報の取得には課題があった。また期待が高まっている5Gに

ついては、商用化が2020年以降とは言え、現実に広いエリア

での利用が可能となるには更にその後数年は必要と考えられて

いる。 

 こうしたV2X実用化に向けた空白域を埋める通信プラット

フォームとして、ここに来てようやく現実的な解が通信機器ベ

ンダーや通信事業者によって示され始めた。それがLTE V2Xで

ある。3GPPのRelease 14として仕様が固まり、5G程の低遅延

性は得られないものの、当面のコネクテッドカーの開発、普及

には大きな後押しとなるだろう。 

 こうして技術的には課題が順次克服されていくコネクテッド

カー向けインフラだが、次なるステップはビジネスモデルの構

築である。誰がどのような水準の負担を行い、インフラ構築を

支えていくのか。コネクテッドカーへのハイプの裏で、地味な

がらも重要な課題と言えよう。 
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テクノロジー関連業界：『貿易赤字の定着とともに失われる日本TECH企業の存在感』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 2016年、日本の貿易収支は6年ぶりの黒字になった。輸出は
西欧向けを除く全地域向けに減少を見せ7.4％減、一方輸入は
エネルギー関係などを主体に15.8％減少した。日本の貿易はや
や沈滞傾向の印象があるが、年間70兆円を超える輸出額は過去
6度程度しかなく、かなり高水準。主な輸出品目は、乗用車
（10兆円）、自動車部品（3.5兆円）、鉄鋼（2.8兆円）、集
積回路（2.4兆円）、科学光学機器（2兆円）、となっている。 

 一方、電子産業は2013年以降の貿易赤字が2016年も継続、
赤字が定着したようだ。分野別では、IoT関連機器等産業用電
子が2002年から赤字化、AV機器等民生用電子も2012年から
赤字化。唯一黒字の電子部品デバイスも黒字幅が縮小する方向
だ。2016年、日本の全輸出額に占める電子産業輸出のウエイ
トは12.8％で10年前の19.5％から大きく縮小した一方、総輸
入に占めるウエイトは12.3％から14.8％へ上昇した。 

 電子産業を取り巻く環境が大きく変化。寡占化された電子デ
バイスを除き、民生・産業機器等ハードウエアで付加価値の獲
得は中国企業でも難しい中、貿易赤字の定着化は問題ではない。
問題は付加価値の源泉がソフトウエア・アプリケーション・
サービスなどに移行する中、国内企業でグローバルにこうした
分野で成功した例がほとんど見当たらないことだ。 

 大半の新サービスやアプリケーションは、米国発信で成長し、
新興国でも急速な発展を遂げている。市場規模は人口と経済力
で中国も巨大化している。変化を恐れず、血を流す覚悟を決め、
規制を急速に緩和して新しい発想を受け入れる社会を早急に構
築しないと、世界から取り残されてしまうリスクを感じている。 
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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。 



ヘルスケア業界：『健康経営の意味するもの』 

小林 創 

Hajime Kobayashi 

マネージング・ディレクター 

 2年前から日本でも「健康経営」すなわち従業員の健康管理
を重視するよう経済産業省や東京証券取引所などが取組を始め、
企業をブラックで無くす取組が広がっている。 

 米国ではCorporate Health Achievement Award（CHAA）
が1996年に授賞開始され、J&J、IBM、BMSといった大企業か
ら、介護事業者や公的機関まで約30の組織が受賞しており、こ
れら受賞者のうち上場企業の長期株価パフォーマンスは
S&P500を有意にアウトパフォームしたという分析もある。 

 このCHAAの評価基準を見ると、リーダーシップとマネジメ
ントが全体の1/4のウェイトを占め、そもそも企業経営の健全
さが重視されていることが判る。 

 そもそもの話をさらにすれば、従業員は企業にとって重要な
ステークホルダーであって、従業員の心身の健康は企業の重要
な資産であるが、うつや自殺で問題が顕在化するはるか以前に、
個人の意欲や士気が低下することが「見えない」故に、「見え
ないものはマネージできない」の罠に陥り、これが顕在化した
結果、かつての「環境経営」と同様の流れで昨今の「健康経
営」の盛り上がりがあると筆者は見ている。 

 残業という最も判り易いKPIを追うのではなく、なぜ残業が
発生するのか、それによって組織の生産性・収益性がどうドラ
イブされるのか、種々の取組をしても収益性が上がらないなら
事業戦略、ポジショニングは適切か、といった本質的な課題認
識に立ち返ることも健康経営が問うものではないだろうか。 
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 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。 



電子デバイス・材料業界：『寡占の力』 

 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 

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） 

 成長産業であろうが、成熟産業であろうが、商売の基本は
「“人と違う”をどのように実現するか」であろう。しかし、後
者においてのほうが、利益を上げることの難易度は高いように
思われる。 

 産業規模が拡大している時は、人も設備も増やすことができ、
社員の士気も高い。しかし、ひとたび成熟産業になると、増産
による効率改善は難しくなる。固定費も増やすことができなく
なるが、人件費などは自然と増加する。固定費吸収のため各社
が数量を追い求め、価格も下がる。 

 利益を出す知恵は多々あろうが、一番単純なのは、競争相手
を減らすことである。ハイテク産業での好例はHDDであろう。
過去5年ほどで、世界のHDD台数は30％程度減少したとみられ
る。しかし、Seagateの直近3か月の業績は営業利益370百万
ドル（対売上高13％）である。これこそが寡占の力である。Ｈ
ＤＤ企業が10社残っていたならば、間違いなくこのような業績
は不可能であろう。 

 美しい事例が日本にもある。拙著「電子部品だけがなぜ強
い」でも紹介したカヤク・ジャパンである。同社はその名の通
り火薬メーカーである。火薬は土木産業を主顧客とする、すな
わち明らかな成熟産業だが、10％を超える営業利益率を計上し
ている。これは、一位と二位（日本化薬と旭化成）が当該事業
を切り出し統合し、寡占を築いた結果である。寡占化は単純で
はあるが、有効な手法であると考える。 

© 2017 Frontier Management Inc. 10 

http://www.frontier-mgmt.com/books03.php
http://www.frontier-mgmt.com/books03.php


メディア・エンターテインメント業界 ～ 『任天堂のIP展開が復活を後押し』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 3月3日にワールドワイドで発売された任天堂の新型ゲーム機
Switchは、世界各地で好調な滑り出しとなっている。特にコン
ソールゲームの主戦場である米国では、Wiiの初月販売数を超
える90万台強の販売実績（セルスルー）となった模様で、現在
でも品薄状態が続くなど、当面は需要超過が続くと見られる。 

 Switchの好調な滑り出しの背景には、外にも持ち出せる据置
型ゲーム機というコンセプトが受容されたこと、主力タイトル
「ゼルダの伝説」がローンチタイトルとなったこと、等が挙げ
られるが、見逃せないのは、「Pokemon Go」や「スーパーマ
リオラン」等の任天堂キャラクターを活用したスマートフォン
向けゲーム投入が、消費者の任天堂IPへの関心を喚起すること
に貢献したことである。 

 任天堂は、直近の決算説明会で、特に海外において、
「Pokemon Go」の成功により、ゲーム機向け「Pokemon」
ソフトの販売が好調に推移し、3DSハード販売も上向いた実績
を公表している。今後も、「どうぶつの森」等の著名IPを活用
したスマートフォン向けタイトルが逐次リリースされると見ら
れ、また、東京オリンピック開催までにはUSJに任天堂エリア
が登場するなど、任天堂のIP多面展開が本格化する見込み。 

 需要を持続させるために、Switch向け自社タイトルの逐次投
入やサードパーティ製タイトルの積極投入、ハードのコストダ
ウンによる価格引き下げなど、ゲーム機ビジネスの基本を執行
するとともに、上記取り組みや、アニメ化促進などのIP多面展
開が任天堂復活を後押しするか、注目していきたい。 

© 2017 Frontier Management Inc. 11 

 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。 



ASEAN担当 ～ 『ドゥテルテ大統領就任一年』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 ドゥテルテ大統領が就任してもうすぐ一年になる。メディア
の前にいる同氏からの発言はときに攻撃的で、国際機関からの
批判の声にも基本は動じないスタイルは略一年経つ現在でも健
在で一貫している。また、未知数と言われた外交力についても、
これまでのところ、米（とくにトランプ政権）・中・露・日と
も一定の距離を保ちつつ、同国へのインフラ投資や進出を上手
に引き出しているように見える。バランス感覚があるとの評価
もあるが、それぞれのいいところ取り・八方美人の構図は、そ
う長くは続かないのではないか、との懸念も筆者は感じるとこ
ろである。とはいえ、同氏の自信の源は、引き続き国民からの
絶対的な支持を得て（支持率は依然7割超）、マニラのみなら
ず国全体の治安が改善し（未だ日本人を含め命を落とす危険性
は小さくないが）、個人消費がGDPを牽引、ASEAN諸国内で
もその成長率は群を抜いているなど（前年比+6－7％）、実経
済が恩恵を受けている点にある。 

 ところで、同国の自動車販売台数が月間30千台を超え（前年
同期比で二ケタ成長）、マレーシアの販売台数である40千台に
肉薄、いよいよ年間販売台数が30万台を安定して超えていきそ
うな勢いである。「年間30万台」とは自動車産業にとって損益
分岐点として意識される水準と認識されており、且つ日本に
とっては、裾野を含めて大きなプレゼンスを発揮できる好機で
あろう。 

 同国ではこれまでBOP・小売等のサービス産業の成長が注目
されてきた中、日本政府には、インフラ投資部分のみならず、
日系製造会社の新規進出支援にも期待したい。 
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 ㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）に入行、香港上

海銀行（東京支店）、独立系マーチャントバンクを経

て、2014年フロンティア・マネジメント㈱に入社。 

 企業調査部門で小売業種を担当、1997年のアジア通貨

危機後のアジア進出日系企業の財務支援プロジェクト

を主目的とし、1998年～2006年までタイを中心とし

た東南アジア域内で、通貨スワップや現地通貨建て起

債環境整備などに関与。 

 香港上海銀行では、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。 

 ベンチャーキャピタルとアドバイザリー業務を行う独

立系マーチャントバンクでは、燃料小売ベンチャーの

事業再生や、映像コンテンツ運営ベンチャーの知財

カーブアウト（英国ファンドへの売却）などをアレン

ジ。 
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