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EDGE へようこそ。

かつては人の手が必要だった産業界のさまざまな

メントのカウンターポイント・グローバル株式

ソフトウェアを搭載したドローンが行っています。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジ
運用チームは、ブロックチェーン、自動運転車、
機械学習、遺伝子編集など、広範囲に影響を
及ぼすと考えられるビッグ・アイデアに対する
独自の分析を発信しています。

カウンターポイント・グローバル株式運用

チームの長期投資の考え方としては、分野の
枠にとらわれない見通しや洞察、思考を重視

するとともに、運用プロセスにおいては持続

可能な競争優位性を有するユニークな企業の

発掘に注力しています。本レポート「EDGE」

を通じて、運用チームが変化をどのように捉

えているか、また、長期的に投資環境を著しく
変化させると考えられるパターン認識のプロ

セスについて、運用チームの視点を共有して

いきたいと思います。

本レポートの目的は、運用チームが以前から

取り組んできたファンダメンタル・リサーチを
補完し、知的好奇心と柔軟な思考、知見、自己

認識、およびパートナーシップに根差した

作業を、今では強力なセンサーと次世代の知覚
自動運転機能が高度化し、専門的なドローン操縦

者の必要性が低下するにつれ、ラストワンマイル

の配送や、データ収集サービスに向けたドローン
の採用が今後も加速すると予想されます。

ドローンは、ほぼ 1 世紀前から存在します。最初の近代的な
ドローンの原型は、1930 年代に英国海軍が射撃訓練に使用
したリモコン操作の木製飛行機にまで遡ります。20 世紀を通

じて、ドローン研究の主要な資金提供者は軍需産業で、その

活用も戦場に限られていました。民間からのドローン投資が

加速したのは、2000 年代に入ってからです。この頃になって

ようやく電子部品のコストが低下し、リチウム電池のエネル

ギー密度が向上したため、民生用ドローンが採算に合うよう
になりました。軍事用とは異なり、民生用ドローンは小型かつ

安価で軽快な動作の設計になっています。企業向けドローン

は、こうしたイノベーションの流れから進化してきたものです。

今日、企業向けドローンは数多くの産業で、多種多様な商業

用途での活用が有望視されています。

長期投資のフレームワークを打ち立てること

にあります。

＊

当レポートは、2021 年 12 月に英文にて発行されたものを翻訳したものです。
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新たなテーマ

ドローンの仕組み

ドローン、すなわち無人航空機（UAV）
は、人間のパイロットが搭乗せずに運用

できる航空機です。ドローンは、ソフトウェ

アによる自動操作や、基地局の操縦者に

よる遠隔操作で飛行させることができま

企業向けドローンは数多くの産業で、多種多様
な商業用途での活用が有望視されています

す。自動飛行の場合、ドローンは慣性計

測装置、GPS、ビデオカメラといったさま

ざまな入力センサーと、高度な知覚ソフト

ウェアやナビゲーションソフトウェアとを組

み合わせて、最適な飛行経路を計画した

上で、高い精度でこれを実行します。遠

隔操作の場合、センサーが感知したデー

タはリモート接続を通じて、ドローン操縦
者にワイヤレスでリアルタイムに伝送され

ます。用途によっては、自動モードと遠隔
操作モードを切り替えることも可能です。

ドローンは大抵、揚力を発生させる方法

に基づいて、大まかに三つのカテゴリー

に分類されます。固定翼型ドローンは、

従来の飛行機のように、機体に固定され

た翼の上に気流を誘導することによって
揚力を生み出します。つまり、固定翼式

ドローンが飛び立つためには前方への

動きが必要であり、高速飛行時の抵抗を
軽減するために空気力学的な形状を持

たせることが、設計上の重要なポイントに
なります。
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マルチローター型ドローンは、上向きの

プロペラによって揚力を生み出します。そ
のため、このドローンは垂直方向に離着

陸し、すばやく方向を転換したり低速で

飛行したりできるほか、その場でホバリン

グすることも可能です。しかしこうした運

ドローンやマルチローター式ドローンより
も高価で、操縦も難しくなります。

企業向けドローンが革新的である理由

企業向けドローンは、複数の重要なイノ

ベーションを組み合わせた革新的なテク

動性能の向上は、エネルギー効率と航続

ノロジーです。まず、これらのドローンは

ています。固定翼型ドローンは、離陸速

ため、有人飛行機よりもはるかに小型化

距離の低下という代償のもとで成り立っ

度に達すれば揚力が受動的に得られ、滑

小型です。操縦者を乗せる必要がない

できるようになります。カメラ付きドロー

空によってエネルギーを節約できますが、

ンの場合は、エンジニアのスーツケース

プロペラを回転し続ける必要があります。

ど小さく、荷物配送用ドローンの場合は、

マルチローター式の場合、飛行中は常に
ドロー
ハイブリッド垂直離着陸型（VTOL）

ンは、航続距離の長さと高い運動性能の

両方を必要とする用途に最適です。この

ドローンは、前進飛行時には固定翼と前

方向きのプロペラを使用し、離陸、着陸、

ホ バリング時 に は上向きのプロペラを
使用します。ハイブリッドVTOL は、その
複雑な設計に起因して、概して固定翼式
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や兵士のバックパックに簡単に収まるほ

芝生の庭で使用する椅子 ほどの収納ス

ペースで十分です。こうした省スペース
性は、人口密度が高い都市や狭い工業用

倉庫内を往来するのに有効です。

二つ目は、多くのドローンがホバリング
可能です。ホバリング性能によって操作

性 が向上し、垂直方向の離着陸 が可能

となります。これにより、不便な長 い滑
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走路や、高価な打ち上げ設備 が不要に
なります。

三つ目は、これらのドローンが自動的に
動作することです。つまり、かつては専

門の技術者による操縦が必要だった複雑

な動作を、単独でこなすことができます。

例えば、現在最も高度な企業向けドロー

ンは、人の手を借りずに橋の点検を実行

できます。このような点検用ドローンは、
橋全体を自動的にスキャンし、トラス構造

の間を飛行して橋桁の変形や目が届きに

くい部分の錆を発見したり、正確な 3D

から垂直に離陸し、配送先でホバリング

しな がらウインチで荷物を降ろします。

す。これらのトレードオフにより、配送手

高い小荷物やオンライン注文された食料

市場で棲み分けができそうではあります

あたり5 米ドル や 10 米ドルの水準から、

ほぼ確実視されています。

これを大規模に展開すれば、優先順位の
品の配送にかかるコストを、現在の 1 件

1 米ドルまたはそれ未満に低減できます。

コスト削減した分を価格に敏感な消費者
に還元できれば、e- コマース（電子商取

引）の利用が加速され、オンラインの食品

配送がより多くの人々にとって現実的な
選択肢となるでしょう。

画像を作成したりできます。それらを基

自動配送ということになると、ドローンは

状況を分析することが可能になります。

この 10 年というもの、自動運転車の開発

に、エンジニアは離れた場所から安全に

こうした運用は、省スペース性、ホバリン
グ能力、そして自動での動作の組み合わ
せがなければ不可能なはずです。

これらの機能を必要とする用途であ れ

ば、企 業 向 けドロ ーンの 利 用 によって

最も多くのメリットが得られるでしょう。

その良い例が荷物配送です。輸送コスト

扱える重量と比較してもかなり見劣りしま

唯一の選択肢というわけではありません。
にも多大な資金が投じられており、いくつ

段としてのドローンと AV は別々のニッチ
が、一部のシナリオでは直接的な競合が

配送以外にも、調査、追跡、監視、イメー

ジング、撮影が必要な業界や仕事では、

ドローンを利用してデータを収集したい
という需要 は増えています。柔軟性 が

あり、目立たず、低コストの航空プラット

フォームであり、さまざまなセンサーを
搭載できるドローンは、このような用途

に向いています。たとえば、保険業界は

今やイメージング用ドローンを使用して、

質の高い物件検査を行い、損害が発生し

かの新興企業がラストワンマイル配送に

てから修理見積を発行するまでの時間を

ています。ドローンと AV を比較すると、

波長センサーを搭載したドローンを使用

特化した小型自動運転車（AV）を設計し
両者共に固有の強みがあるため、これら
のソリューションは互いに補い合う関係に
なるかもしれません。

短縮しています 3。農業分野では、複数

して、農家がより正確に肥料を散布した

り、作物の生育状態のばらつきを特定し
たり、険しい地形を地図化できるよう支援

しています。これは 300 億米ドル規模の

のうち、ラストワンマイル配送（配送セン

ドローンは AVよりも小型で軽く、ほとん

53 ％を占める一方で、米国の輸送業者
や地域の配送サービスは、毎年 1,000 億

つまり、1 台あたりのコストはより低くな

ります。またドローンによる配送は非常

革 新 的 変 化 の 典 型 例としては、ドラマ

モルガン・スタンレー・リサーチの調査に

ドロ ーン は、時 速 45 マイル（約 72 キロ

に高速です。ハイブリッドVTOL 配送用

の監視、および逃走する容疑者の追跡

単体でも、2025 年までに売上高が 600 億

に飛ぶことができます。加えてドローンは

られつつあります。私たちは、データの

まで最短距離を取ることができます。

つれ、またデータがビジネスにもたらす

ターから家庭まで荷物を届ける部分）が

米ドル 以 上 の 収 益 を 上 げ て い ます1。

よると、オンラインフードデリバリー市場

米ドルに達する見込みです 2。それでもラ

ストワンマイル配送からの収益は、既に

高いうえに上昇し続ける労働コストによ

り、低いままになると予想されます。

ドローンによる配送は、小規模で集約さ
れたチームのみで大量の自動型ドローン

を運用・維持できるので、前述のような

どが民 生 用 部 品 で構 成されています。

メートル）をゆうに超える速度で効率的
道路網や交通状況に拘束されず、配送先

しかし、ドローンは活動範囲が AVよりも
限定的となります。空港や病院の周辺と
いった飛行禁止空域や、悪天候のもとで

は配送を行うことができません。また、

荷物が重すぎても、ドローンの運動性やコ

コストの大 幅 削 減 が期 待できます。小

ンパクトさを損ないます。結果として、積

ドローンは、店舗の駐車場やビルの屋上

に制限されますが、これは小型の AV が

さな 荷 物 を 積ん だ ハイブリッドVTOL

み荷は 10 ポンド（約 4.5 キログラム）未満

産業との試算もあります 4。

チックな映画のシーンの撮影や交通渋滞

などに使用されていた有人ヘリコプター

が、今や低コストのドローンに置き換え

大 規 模 な 保 存 や 分 析 が 容 易 に なるに

価値をあらゆる業界の企業 が認識する
につ れ、ドローンによるデータ収集が拡

大していくものと見込んでいます。
課題

企業向けドローン業界にとって、おそらく
規制リスクが最大の脅威でしょう。米国

で は連邦航空局（FAA）が民間航空を

https://www.inboundlogistics.com/cms/article/uncorking-last-mile-bottlenecks/
https://www.morganstanley.com/ideas/food-delivery-app-profits
3
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/infocus-drone-use-by-insurance-industry-flying-higher-farther.html
1

2

4

https://www.precisionag.com/in-field-technologies/drones-uavs/the-role-of-drone-technology-in-sustainable-agriculture/
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アクティブ・ファンダメンタル・エクイティ
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ドローン

2021 年 春、FAA は 自 動 車 の ナン バ ー

しました。このような協力的な対応を図っ

依然として検討中です。そのため、ドロー

「リモートID」の 規 格を発 表しました。

ドローン配送会社 は現在もその地域で

航空機を対象とした規則に対する一時的

責任をドローン業界にもたらし、高度な

規制しており、有人機のルールは確立さ
れていますが、無人機の適切な枠組みは

ンの商業飛行の承認プロセスには、有人

プレートに 似 たドローン識 別システム

リモートID は、追跡性と操縦者の説明

た結果、地域社会との関係が修復され、

事業を継続しています。

自動運用の実現に向けた重要なマイル

結論

された運航であっても、大きな制約を受

トID の 展 開 を受 けて FAA は 目 視 外 飛

に見えます。配送用ドローンは、ラスト

き、現 時 点で屋 外 の商 業 用ドローンの

則制定委員会を設置しました。同委員会

な免除や、例外措置がパッチワークのよ

うに適用されているのが現状です。承認
けます。例えば限られた一部の例外を除

運用は、飛行中常にドローンを目視でき

ストーンとなります。2021 年 6 月、リモー
行に向けた性能要件を策定するため、規

ワンマイル配送ネットワークの重要な一

からの提言は、2021 年末までに FAA に

ターから、そこにある商品を必要とする

展していけば、数年後には完全自動型の

流れを拡大する可能性があります。データ

る範囲内に人間の監視者を配置する必

提出される予定です。このまま着実に進

は事実上禁止されています。

商業用ドローンの大規模な運用が可能に

要があります。従って、完全な自動飛行
現状、この規則の適用免除を受けるため

の唯一の方法 は、面倒かつ複数年にも

なっているかもしれません。

規制リスクよりは軽度ですが、コミュニ

及ぶ認証プロセスであり、これを完了さ

ティの施設や住宅地の上空をドローンが

ローン業者３社にとどまります。これらの

いった懸念も存在します。人工衛星が夜

せることができたのは現時点では宅配ド

特権的な企業でさえ運用の境界が制限

飛ぶことを社会 が許容しな い可能性と
空に視覚的な汚染を引き起こすことに対

されており、実施を望む運用の種類ごと

する地域社会の反発と同様に、人々は自

ます。目視外のドローン運用のためのより

り、音を聞いたりすることに否定的な反

多くの商業用途、特 に自動的 な機能を

でのビデオ撮影に対するプライバシーの

で、業界の成長にも支障をきたすと考え

ん。ドローン事業者がこうした懸念を真

に、明示的 に認可を受ける必要 があり

優れた承認プロセスが確立されるまで、

必要とするものは依然として利用が困難

られます。

しかし規制に関しては、ここ数年におい

て着 実 な進 展 が見られます。2017 年、

FAA は州レベルの運輸局と業界の新興

企業による共同ドローン開発プログラム

分の家の上空を飛ぶドローンを目撃した
応を示すかもしれません。また、私有地
懸念も、反発の原因になるかもしれませ
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型アプローチが現代のビジネス運営 に

不可欠になる中で、ユニークな視点をも
たらす可能性があります。しかし、企業向

けドローンがその可能性を最大限に発揮

するのは、自動飛行が一般的になった時

だと考えられます。このような未来では、

少 なくともある程 度 の自 動 化と雇 用 の
喪失が予想されます。他の自動化技術

と同様 に、この自動化 が産業 や社会 に
及 ぼす影響 が、最終的に最も重要な点
かもしれません。

治体に対して圧力をかける状況も考えら
れます。

の軽減につながるかもしれません。例え

4

収集用ドローンは、産業がデジタル・トラ

ンスフォーメーションを続け、データ駆動

や、その他の制限を追加するよう地方自

見を交換し、有人機の飛行を管理する国
合するための作業に着手し始めました。

何百万もの小規模な個人宅への商品の

の住宅地でのドローンの飛行禁止区域

地域社会との信頼関係を築き、開かれた

家空域システムに、ドローンを完全に統

部となり、比較的少数の大規模配送セン

剣に受け止めなけれ ば、有権者は特定

を立ち上げました。このプログラムによ

り、規制当局と業界の参加者は互いの意

企業向けドローンの未来は、明るいよう

対話を確立することが、この社会的リスク
ば、あるドローン配送会社は、地域住民

からの苦情を受けた後、モーターとプロ

ペラを再設計し、騒音を低減する決断を
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その他の革新的技術

運用チームが現在調査している
その他のテーマには以下があります。

•
•
•
•
•

量子計算

CAR-T 療法

オートメーション／ロボティクス

ブロックチェーン
自動運転車
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グローバル、インターナショナル、アジア

• 6 名の運用担当者
• 5 名のポートフォリオ・スペシャリスト
• 1 名のポートフォリオ・オペレーションズ・アナリスト

「運用担当者」とは、カウンターポイント・グローバル株式運用チームのポートフォリオ・マネジャーもしくはアナリストをさします。
チーム・メンバーは事前予告なしに変更されることがあります。
業界経験年数、MSIM在籍年数、チーム在籍年数は、2021年9月末現在です。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |

アクティブ・ファンダメンタル・エクイティ
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当資料の複製、公衆への提示 ･ 引用および販売用資料への利用はご遠慮くだ

結果を保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等

で発行したレポートを邦訳したものです。邦訳に際してその解釈や表現に細心

意見は、特に断りのない限り原書執筆時点の見解を示すものです。当資料で

さい。当資料はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが海外

の注意を払っておりますが、邦訳による解釈や表現の違いが生じる場合は

英文が優先し、我々は一切の責任を負いません。当資料に含まれる情報等の

著作権その他のあらゆる知的財産権は我々に帰属します。我々からの事前の
書面による承諾なしに、当該情報を商業目的に利用することを禁止します。

当資料の予想や見解は、必ずしもモルガン・スタンレー・インベストメント・

マネジメントの会社としての予想や見解ではありません。また予想や見解が

実際に実現するとは限らず、将来のパフォーマンスを示唆するものではない

ことにご留意ください。当資料の情報はモルガン・スタンレーの金融商品に
かかわるものではなく、また商品を推奨するものでもありません。当資料で表明

された見解は原書執筆時点の筆者の見解であり、市場や経済、その他の状況に

は、特に断りのない限り原書執筆時点現在のものです。また、当資料に示す
表示した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明

するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い
当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性があります。

我々およびモルガン・スタンレーは、当資料に含まれる情報を利用し、信頼し

または利用できなかったことに起因する一切の直接および間接の損害に対す

る責任を負いません。

お問い合わせ先

モルガン・スタンレ－・インベストメント・マネジメント株式会社

よる変化を免れません。これらの見解は推奨意見ではなく、広範な経済テーマ

〒 100 – 8109

当資料は情報提供のみを目的としたものであり、金融商品取引法、投資信託

大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

の説明としてご理解ください。

及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。また、商品の
売買の助言もしくは勧誘または我々が提供するサービスに関する勧誘を意図

するものではありません。当資料に含まれる情報は信頼できる公開情報に基

づいて作成されたものですが、その情報の正確性あるいは完全性を保証する
ものではありません。当資料で表示している過去の実績は、必ずしも将来の

東京都千代田区大手町 1-9-7

tel: 03-6836-5100
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第 410 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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