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今月のトピックス 
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『技術マップからみた新規事業へのアプローチ』 



テクノロジー関連業界：『技術マップからみた新規事業へのアプローチ』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 2008年秋のリーマンショックから10年、経営活況の好転、
様々な経済政策、企業の自主努力などにより、日本でも企業業
績は大きく回復。業績の拡大に伴い、企業価値も大きく上昇し、
先週日経平均は記録的な15連騰を記録した。2015年に導入さ
れたCGC(コーポレートガバナンスコード)により、企業は株主
よりの経営を意識。中長期の成長戦略明示とともに、資本効率
を図るROICやROEなどをKPIとする企業も増加している。 

 安全性と資本効率を意識し、オーガニックな拡大領域におい
て多くの企業が投資を行っている一方、新たな成長分野・領域
へのアグレッシブな成長投資を行う企業は、収益やFCFレベル
と比較し、まだ少なく、必要以上に資金が資本収益性を圧迫し
ている印象を否めない。現在の収益を一定の割合で10年ターム
で見た成長領域に対し積極的投資を行う姿勢が待たれる。 

 弊社にも昨年から成長戦略のご相談を頂く中、M&Aによる外
部アセット取得だけでなく、社内の技術的ケーパビリティを長
期視点で活用する戦略に関するご相談も多い。次ページは弊社
コンサルティングチームが、どんな技術がどんなタイミングで
影響を及ぼすかを検討するため、2015→2020→2025年に変
化する技術マップを作成したものだ。弊社で長期視点での新規
事業は、エネルギー・バイオ・ニューロ・AIの4つが有望であ
ると考えている。もちろん、こうした有望領域とそれぞれの企
業が持つアセットの整合性が、長期戦略構築には必須となる。 
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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。 



参考：2025年時点で技術革新インパクトはニューロ/バイオ/エネルギー/ＡＩ 

情報は各種資料よりFMI作成 
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産業調査コラム 
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消費全般：『過去を捨てることで成長していた昔日の百貨店』 

 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） 

『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） 

 

 銀座6丁目に「GINZA SIX」がオープンしてから約半年。同
店舗には、在りし日の松坂屋銀座店の面影はなく、欧米やアジ
アのコスモポリタン都市にいるのではないかといった錯覚を起
こさせる。伝統的な百貨店の喪失に対して賛否両論がある。し
かし、歴史を紐解くと、百貨店とは常に過去との決別によって
成長してきた企業群なのである。 

 現在の松坂屋はJ.フロントリテイリング傘下にある百貨店の
屋号だが、もともとは独立の法人である。名古屋で産声をあげ
た1611年、同社の屋号は「いとう呉服店」であった。その後、
同社は江戸進出のため1768年上野にあった松坂屋を買収して
「いとう松坂屋」とし、最終的には1925年に全店舗を「松坂
屋」に統一した。数百年という長い歴史の「いとう」をあっさ
りと捨て、買収先の屋号を使ったのだ。 

 新宿のイメージが強い伊勢丹だが、同社の発祥は新宿ではな
い。1886年に神田で創業された伊勢丹は、50年近い歴史を捨
てる。1933年に新宿出店を行い、神田店を閉鎖したのだ。ま
た、2年後の1935年には隣接する「ほてい屋」を買収し、旧伊
勢丹新宿店と統合することで現在の伊勢丹新宿店の基礎を作っ
た。 

 こうした大胆な戦略を経営陣が断行し、過去との決別をする
ことで百貨店業界は成長してきた。21世紀になって多くの百貨
店が再編に巻き込まれたが、持ち株会社を作っただけのところ
が少なくない。屋号を捨てたり、本店を閉鎖したりするなど、
先人のような切れ味鋭い経営判断が希求される。 

© 2017 Frontier Management Inc. 6 



中国担当：『無人化とサービス』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 今月、アリババの無人レストランが本拠地の浙江省杭州市で 
開業した。従来のQRコードだけでなく顔認証で登録が出来、
一度登録すればスマホを忘れても入店、食事が出来る。  
（次頁写真参照。出展：テンセントニュース） 

労働力が豊富な同国で無人化サービス展開の理由は何か。 

 IT企業だからと言うのもあるが、次の要因からも中国市場で
展開が進むと見られる。 

 企業として規模の拡大が必要で、従来型であれば、サービス
標準化の為に従業員教育がより必要となる。ただし中国では流
動化（離職率）が高く、適正人材の長期雇用が難しい。更に毎
年労働費は上昇していく。この傾向はしばらく続くと見る。 
人材費に投じた費用とリターンが図りにくい環境と言える。 

 身内（血縁、親友、パートナー）から手厚いサービスを受け
る習慣の中で、消費者の中心は、ITネイティブ世代（20-30
代）。多くが一人っ子として周囲より特に手厚い待遇を受け、
多くの情報を取り込むこの世代は、店舗の不均一なサービスよ
り、利便性が高いIoTを体験できる事に興味が湧くのではない
かと考える。 

 ヒト対ヒトのサービスが標準であったものが、ヒトがいない
サービスを受け入れていくのか。利用の個人データは管理、監
視されていく懸念より店内利用者は全員認証されている事で安
全な空間が共有出来る方を選ぶのかもしれない。 
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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。  



参考：無人レストランフロー 

（以下 左上 から矢印順で説明） 
①アプリで 顔認証登録  
②席に着くと氏名表示、オーダー操作開始 
③画面に出た料理をオーダー。過去のオーダー内容も登録され、メニューの推薦も行う。 
④オーダー内容の確認(料理の種類、味、主材料名）、追加も可能。             
⑤店員呼び出しも可能。 
⑥出店時に料金自動引き落としと通知メール発信。 

写真は「テンセントニュース」よりFMI作成 



電子デバイス・材料業界：『重力波にノーベル賞』 

 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） 

 2017年のノーベル物理学賞は、Rainer Weiss、Barry C. 
Barish、Kip S. Thorneの３博士に授与されることが発表され
た。受賞理由は、「レーザー干渉計LIGOを用いた重力波観測
への多大なる貢献」である。ＬＩＧＯは、米国に建設された設
備で、なんと、その観測精度は、地球と太陽の距離のなかで水
素原子一個分の歪みを検出できる程だと言う。ニュートリノで
は二度ノーベル賞を受賞した日本だが、今回は受賞できずに無
念である（岐阜県の「ＫＡＧＲＡ」で同様の研究を行ってい
た）。また、重力波はアインシュタイン博士が100年前に予言
したものであるが、100年後に証明される理論を構築した博士
の偉大さに改めて感嘆する。 

 理論は技術となり、産業となる。日本のハイテク企業でノー
ベル賞を受賞した技術が基礎となっている産業として主なもの
は、ソニーの画像センサー（受賞は2009年）、ＴＤＫの磁気
ヘッド(同2007年)、日立ハイテクの走査型電子顕微鏡（同
1986年）などがある。 

 理論が産業として成立するには数十年を要するが、すでに
ノーベル賞を受賞していながらまだ産業として花開いていない
技術の一つに超伝導(1972年、2003年)がある。同技術はエネ
ルギー問題を解決するもので古くから注目されており、今後も
注目される。その他、ノーベル賞に代表される最先端技術の調
査・評価は極めて重要であるし、また、産業として孵化するに
は数十年かかる基礎技術への公的支援も重要である。 
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メディア・エンターテインメント業界： 『eスポーツの夜明け』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 9月に開催された東京ゲームショウでは、対戦型ゲームを競
技、すなわち「スポーツ」として扱うeスポーツへの注目が高
まった。eスポーツは、欧米や中国・韓国といった対戦型PC
ゲームの人気が高い国々での注目度が高まってきており、大手
企業をスポンサーとし高額賞金を戴いた大型イベントの開催、
ネットでの実況配信（＝配信権の販売）も行われるようになっ
てきている。 

 eスポーツの世界市場規模は、Newzoo社調べによると、
2015年に3.3億ドル、16年に4.6億ドル、19年には11億ドル
に達すると予測されている、まだまだ市場は黎明期と言える状
況ではあるが、世界のeスポーツの競技人口は、サッカーの2.7
億人には及ばないものの、野球の3,500万人を大きく上回る1
億人以上と見られ、相性の良いネット配信の活用により、注目
度が更に高まれば、中期的に大きな世界市場規模を確立する可
能性があろう。 

 日本では、PCゲームの存在感が極めて希薄となっているた
め、eスポーツの一般的な認知度も低いと見られる。eスポーツ
世界市場の勃興可能性を考慮すると、残念な状況と言え、早急
に関連団体を統一してプロモーション力を強化する必要があろ
う（年内を予定）。また、eスポーツで競技される人気ゲーム
ジャンル（いわゆるMOBA）は国内での人気が低いため、同
ジャンルのスマホゲーム展開や、eスポーツを題材とした漫画/
アニメの展開が、市場開拓に有効と考えられる。特に、「遊戯
王」という漫画の存在がカードゲーム人気を一気に押し上げた
実例もあり、eスポーツのメディアミックス展開に注目したい。 
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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。 



機械業界： 『世界のロボット市場は引き続き中国が牽引』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 9月下旬、国際ロボット連盟は、世界のロボット市場動向及
び予想を公表した。世界のロボットの出荷台数は、2016年か
ら2020年まで年率15％で成長し、2020年には52.1万台と
2015年比で2倍強にまで拡大すると予想。この背景は、先進国
における労働人口の減少や労働時間短縮の動き、新興国におけ
る製品品質向上や省人化に対するニーズの高まり、3K職場で
の労働者不足などである。地域別では、中国が年率25％程度と
高い成長を維持し、アメリカが同15％、韓国が同5％、日本が
同5％、ドイツが同5％。と主要5か国は拡大が予想されている。
年間出荷台数に占める中国の構成比は、2016年で約30％であ
るが、2020年には約40％にまで上昇する見込みだ。 

 世界のロボット稼働台数は、2016年末の183万台から2020
年には305万台に拡大すると予想。地域別では、中国が2016
年末で34万台と日本を初めて上回り世界トップとなり、全世界
の2割弱を占める。中国におけるロボット密度（従業員1万人に
占めるロボット設置台数）は68台と韓国（同631台）や日本や
ドイツ（同各300台強）を大きく下回っている。前述の通り、
中国のロボット需要は高い成長を維持し、2020年の中国の稼
働台数は95万台と世界の約3割を占めると予想されている。 

 一方、中国の出荷台数に占める国産メーカー比率は、2016
年で31％となっている。高精度の要求される分野では、日本や
欧州メーカーが主体になっている。今後は、中国のロボット市
場が高い成長を維持する中で、中国のロボットメーカーが技術
力を高める可能性が高く、日本のロボットメーカーもハード面
のみならず、AIやソフトウェアなどのシステム対応力での差別
化も重要となってこよう。 
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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。 



小売業界： 『破壊的イノベーターの春』 

 10月16日の各メディア報道は、ファミリーマート・ユニー
HDとの資本業務提携を行ったドン・キホーテHDが、今後5年
で現存のユニー100店をドンキ業態に転換していく計画だと伝
えた。今でこそ勝ち組として知られるドンキだが、その存在は
長らく「都市部で深夜営業を行うエンタメ型DS」という変わ
り種と見なされてきた。そのドンキが大手スーパーを大変革す
るというのだから、隔世の感なきを得ない話である。  

 自らの製品・サービスが市場で高いプレゼンスを確立してい
る大企業は、新しい機能やニッチ戦略による「破壊的イノベー
ション」を武器に参入してくる新興企業を「傍流」と切って捨
て、自らのビジネスモデルを変革することなく、新興企業の
シェア拡大を許してしまう傾向がある。米国の経営学者クリス
テンセンが「イノベーションのジレンマ」と呼んだ現象だ。 

 近年の我が国の流通業界におけるドンキ、ZOZOTOWN、メ
ルカリ等の躍進と、それらの新しいビジネスモデルの優位性を
正視してこなかった大手流通業の凋落は、「イノベーションの
ジレンマ」の好例というより他ない。ZOZOTOWNやメルカリ
の急成長はインターネットやスマホといった断層的な技術革新
を支柱(もちろん、それだけではない)としてきた一方で、ドン
キの成長秘話の中でスマホが果たした役割は必ずしも大きくな
い。 

 ドンキというDS業態がユニー等の総合スーパー業界を席巻
した差別化戦略は、セントラルバイイング(本部主導の仕入）
やチェーンストアオペレーション(標準化した売場の少人数運
営)とは真逆の戦略を採用するというものであった。大きな転
換点を迎えている流通業界における企業戦略としては、成長企
業を傍流として過小視することなく、その差別化戦略をつぶさ
に研究していく姿勢が求められる。 
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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 



ASEAN担当： 『タイ喪服期間の終了（プミポン元国王一周忌）』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 一年前の10月13日、プミポン元タイ国王が逝去した。プラ
ユット現軍事政権は1年間喪に服すと宣言し、その一年が経と
うとしている。それまでの間、筆者も当コラムでその間の情勢
をたびたび取り上げてきたが、10月25日～29日に掛けてタイ
では盛大に国葬が行わる（火葬は26日）。逝去直後のような悲
壮感よりは盛大に見送るとの雰囲気を感じる。 

 この一年のタイの経済は正に「喪に服す期間」であった。経
済をけん引する個人消費は抑制され、ベトナムやフィリピンの
ような経済成長・株価上昇ペースからは相当程度遅れ、産業の
中核であった自動車産業も、日系大手OEMメーカーの新規増強
投資の振り向け先は、インドネシアなどに分散された。 

 政治面についても長引く軍事政権に対する不満感が国民の間
で充満する中で、インラック前首相（タクシン元首相の妹）の
国外逃亡事件。軍事政権サイドが反軍政勢力の気勢をそぐ目的
でこれを暗に促した側面もあるのではないかと邪推するのは筆
者のみではないだろう。 

 とはいえ、10月に入り、プラユット暫定首相は米国トランプ
大統領とホワイトハウスで会談を実施、その席上「民政復帰に
向けた総選挙を2018年中に行う方針との確認をした」との報
道以来、海外投資家を中心とした株高が醸成され、また自動車
販売を中心とした個人消費も「喪明け」の兆しを見せている。
筆者のもとにもこの一年はタイへの投資・進出相談は皆無で
あったが、少し動きが出てくるものと期待している。 
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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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