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『アニメ産業の映画興行収入と輸出額』



メディア・エンターテインメント業界 ～ 『アニメ産業の映画興行収入と輸出額』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

国内アニメの映画興行収入は、スタジオジブリの大型作品の
有無により乱高下する傾向があったが、2015年はジブリ作品
が無いにもかかわらず、前年比12.5%増の469億円となった。
細田守監督のアニメ作品や、「妖怪ウォッチ」のヒットの他、
オタク向けとされる作品が複数ヒットするなど、ジブリに依存
しない市場形成が進みつつある。2016年も、年内に国内興行
収入236億円を記録した「君の名は。」を中心にアニメ映画が
ヒットし、市場規模は更に拡大したものと考えられる。クラウ
ドファンディングを活用した「この世界の片隅に」が興行収入
20億円を突破するなど、新しい資金調達/マーケティング手法
も導入され、今後もアニメ映画の市場拡大が期待される。

アニメの海外売上/輸出高に関しては、2014年の195億円
→2015年の349億円と、大きく伸長した。これは、AGC（ア
ニメ、ゲーム、漫画)ファンの目覚ましい拡大を牽引している
中国の動画配信サイトが、日本アニメの正規配信権を積極的に
獲得していることが背景にあると見られる。中国の動画配信サ
イトは、既にアニメの製作委員会への投資も開始するなど、日
本のアニメ産業における存在感を確実に強めている。

「ドラえもん」、「君の名は。」の中国でのヒットにより、
中国の日本製アニメ映画への出資拡大も考えられ、日中関係と
いう政治リスクは考慮せざるを得ないとはいえ、日中両国での
ヒットを狙ったアニメ作品への資金供給は当面拡大が予想され
る。成長を期待しうる日本のエンタメ産業として、アニメは存
在感を強めることとなろう。
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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。



参考：アニメの海外売上/輸出高および国内映画興行収入
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情報は日本動画協会『アニメ産業レポート2016サマリー 』より入手
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産業調査コラム
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流通業界：『ネット通販の増大に追いつけない日本の物流業界』

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）

本年年頭のコラムで、政府が宅配ボックスの普及を後押しす
ることを紹介した。実際、2017年4月より宅配ボックスの設置
費用の半額を、政府が補助する制度が新設されるなど、宅配の
更なる効率化の進展が期待されていた。

そんな矢先、ヤマト運輸の労働組合が、経営側に荷受量の総
量規制を求めていることが報道された。急増するネット通販に、
現場が追いついていないためであろう。また、時間帯別配送の
時間分類が従前よりも大括りになることも報じられている。

同社は日本における物流業界の雄であり、一貫して物流セン
ターの改革など革新性を追求してきた企業であることは議論の
余地がない。しかしながら、今回の荷受量の総量規制や時間帯
別配送が大括りになることは、顧客の利便性追求という同社の
経営理念と方向性が異なって見える。

日本の物流業界は、歴史的に見て、物流の上流工程の革新を
絶え間なく行ってきた。同社の「羽田クロノゲート」はその最
たるものである。一方で、下流工程である最終配達所から各家
庭・各企業というラスト・ワンマイルの改革が現時点で不十分
なために、上述のように物流の現場が混乱をきたしていると推
測される。

Amazonは日本以外では自社物流である。これは、同社が、
日本でも物流企業買収の機会を狙っているということと解釈で
きる。日本の物流各社にとって、時価総額の向上や株式市場と
の対話が、過去にないほど重要になってきている。
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情報通信業界：『通信事業者はコネクテッドカーに何を提供できるのか』

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

トヨタとNTTが、5Gを使ったコネクテッドカー技術の共同

開発を行うとの報道があった。言うまでもなく、トヨタは

KDDIの11%超を保有する大株主である。しかしコネクテッド

カーの開発競争が厳しさを増し、トヨタとしてもはやしがらみ

に囚われている場合ではないという判断の現れであろう。

一方、通信事業者から見て、コネクテッドカーとはどういう

意味を持つものなのか。自動車と通信の融合という概念はかな

り古くから存在していた。ただしその領域は、情報量としては

小さいものか、遅延がそれほど厳しく求められないものを扱う

しかなく、具体的には車両メンテナンス情報やカーナビの地図

情報のアップデートなどに限られていた。当然そこでは通信の

付加価値は低く、大きなビジネスになることもなかった。

しかし自動車の進化が進み自動運転アシストが現実のものと

なった今日、無線通信技術も低遅延、高信頼の5Gの実用化が

目前に迫ってきている。この2つの潮流の融合によって、高度

で信頼性の高い自動運転アシストが可能となる。特に人口稠密

な大都市での自動運転アシストはGPSや車載センサーのみでは

不十分で、高精細3次元マップの利用が重要と考えられる。こ

の配信を個々の車両に行うには、高速、高信頼、低遅延の5G

網が有望と考えられる。5Gの登場によって、無線通信事業者

は付加価値の高いパイプの提供者として、久方ぶりに脚光を浴

びる可能性が出てきたと言えよう。
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テクノロジー関連業界：『国際的生き残り競争下、迅速・適切な判断力と行動力が必須』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

IHSが3月20日に発表したTFT-LCDの出荷金額は、前同比で
42％増加の模様。スマホ、テレビ、パソコン等全用途向けに、
夏以降の新製品投入へ向けた仕込みで需要が拡大。LCDに限ら
ず汎用性の高いデバイスほどタイトとの指摘もあり、 DRAM
やNAND-Flashも絶好調との報道多数。汎用デバイス世界大手
であるSamsung電子16/10-12期営業利益率は半導体33.3％、
ディスプレイ18.1％。今期はさらに上昇の可能性が大。

現在は、事前の想定以上にセットの生産が拡大し、多くの市

場参入者が夏場前後から大量の新製品導入を意図している状況

と推測される。経験的にメーカーが画策するほど市場は広がら

ず、今年後半は生産調整に入るとの見方が一般的だ。

設立5年を迎えるジャパンディスプレイは3月22日経営陣刷

新を発表。業界の活況と固定費削減で16/10-12期営業利益率

は4.6％と黒字化。ただ戦略やアクションを見るとチグハグで

スピード感や方向性に欠ける。特に新工場立上げやOLEDへの

対応など、後手後手となっている印象を否めない。

日本はセットメーカーが弱体化し、先端セットの提供者は米

国ITジャイアントや韓国勢・中国勢になった。資金力でも圧倒

的に劣り、汎用デバイスにおいて過去の実績と歴史以外で優位

性を見出すことは難しくなった。生き残るには、少なくとも正

確な情報をいち早く取得し、適切な経営判断を圧倒的スピード

行い、勇気を持って行動する必要があろう。
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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：『オペレーティング・メカニズム』

小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

ヘルスケア業界を中心に、日本の伝統的な大企業と大手外資
系企業の双方に勤務し、またコンサルティングのクライアント
として数々の企業を見てきて感じるのは、差が開いてきている
ことだ。

筆者が見てきた外資と言っても米独仏英など国籍は様々だが、
市場リーダーとして認められるような企業に共通するのは、オ
ペレーティング・メカニズムが構築され機能していることだ。

オペレーティング・メカニズムとは経営をまわす仕組である。
事業戦略策定、管理会計、人材育成、事業ポートフォリオマネ
ジメントまでが有機的に統合され、事業環境の変化に適応でき
る、会社組織の本質とも言い換えられる。決して新しい概念で
も何でもなく、また一部の企業にしか実践できないものでもな
い。

頑健なオペレーティング・メカニズムがどれだけ徹底して運
用されているかは外からはまず見えない上に、当の社員ですら
認識しているとは限らない。筆者が在籍したGEですらそうで
ある。そして、オペレーティング・メカニズムは確実に中長期
的に有意性として顕在化する。”Uncopiable”（模倣できない）
強みこそ、最もパワフルな競合優位性の源泉である。

フロンティア・マネジメントのコンサルティング案件のおそ
らく約半数は直接または間接にクライアントのオペレーティン
グ・メカニズム構築と運用が、明示的にそうは謳ってはいない
がテーマである。そしてそれは私共がそれこそが持続的な事業
価値向上の本質的かつ最善の投資であることを知っているから
でもある。
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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：『ブルーバックス2000巻とハイテク産業への懸念』

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）

今年1月、講談社のブルーバックスが創刊以来2000巻目を刊
行したことが話題になった。ちなみに、第一巻は、菊池誠氏
「人工頭脳時代」、第2000巻は久保純子氏「日本列島１００
万年史」。

かつて、ブルーバックスを何冊読んだかが、学生の勲章のよ
うな時代があった。しかし、最近はそのような話を聞かない。

事実、2000巻のうち発行部数歴代10位は、一冊を除きすべ
て1960年代、1970年代。歴代１位が76万部、歴代10位で32
万部。これに対して、21世紀に入ってからもっとも売れたもの
でも24万部にすぎない。

また、歴代トップ10のうち7冊までが物理学に関する本であ
る。たとえば、J・テイラー氏「ブラックホール――宇宙の終
焉」63万部、J・A・コールマン氏「相対性理論の世界――は
じめて学ぶ人のために」63万部、都筑卓司氏「四次元の世界
――超空間から相対性理論へ」58万部であるが、これに対して、
21世紀にはいってからのトップ10のなかで物理・数学関連の
本は一冊（村山斉氏「宇宙は本当にひとつなのか――最新宇宙
論入門」）しか入っておらず、硬派な本が売れていないことが
明らかである。

先般、ある半導体企業の取締役と話をした際にも、「半導体
設計は人気がない」と嘆いておられた。ブルーバックスは、物
理、数学、化学を中心とした学問の良書の宝庫であり、もっと
読まれてしかるべきである。

自然科学への関心の薄れによる、20世紀の日本の発展を支え
たハイテク産業への影響が懸念されるところである。
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機械業界 ～ 『印刷機械業界の構造変化』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

日本の印刷機械の生産金額は、2007年度の2,846億円から
2010年度に1,188億円と急減、2015年度には1,619億円にま
で回復したが、ピークの6割弱の水準にとどまっている。これ
に伴い、国内印刷機械各社の収益は厳しい状況が続いている。
また、2014年には、三菱重工業の子会社である三菱重工印刷
紙工機械は、オフセット枚葉印刷機事業をリョービとの合弁会
社に移管するなど、業界再編の動きもでている。世界市場も同
様の動きであったため、かつて世界2位であったマンローラン
ド社は、2011年に会社更生法を申請した。

印刷機械業界の環境が厳しくなっている背景は、インター
ネットやスマートフォン・タブレット端末の普及に伴う印刷媒
体の需要低迷、印刷単価下落などによる印刷業者の収益悪化、
複写機メーカーなどによる商業用デジタル印刷機への参入など
である。因みに、日本の印刷事業所数は、1990年約4.7万か所
から2014年には約2.6万か所にまで減少している。また、商業
用印刷の分野では、大量印刷に優れるオフセット印刷機が主体
であったが、近年、小口印刷の増加やデジタル印刷機の性能向
上などに伴い、デジタル印刷機も台頭しつつある。

国内最大手の小森コーポレーションは、デジタル印刷機の強
化のために、コニカミノルタホールディングス社、イスラエル
のランダ社などと提携し、製品を開発している。同社及び印刷
機械業界の主力製品であるオフセット枚葉印刷機は、長期的に
はデジタル印刷機との競争が激化することが予想されており、
デジタル化という構造変化への対応力が重要となっている。
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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。



ASEAN担当 ～ 『アセアンにおける韓国のプレゼンス』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

シンガポール出張の折、現地同僚とのランチミーティング
で、「最近流行りのレストラン」とリクエストしたところ、現
地5つ星級の所謂ラグジュアリーホテル内に、現地バンカーが
好むいい場所があると連れられて入ったのが、韓国焼肉レスト
ランだった。

偏見を恐れず言えば、従前のアセアン諸国の高級ホテル内に
あるレストランとは、①中華、②イタリアン、③ステーキハウ
ス、④和食（寿司・割烹）のイメージを持っていた。筆者がタ
イ駐在の頃（90年代後半～2000年代初頭）は、まさにそのよ
うな構成であった。その頃も韓国レストランは多くあったが、
概ね特定の地区に固まっているか、または庶民的な店舗イメー
ジが強かった。シンガポール同僚によれば、近年、韓国レスト
ランのステータスは高く、ホテル内のレストランも増えている
印象と聞く。また同様のコメントをシンガポール在住のリスク
マネジメントコンサルタントからも本年お会いした際に耳にし
た。

当然のことながら、このような動きがあるのは、現地に進
出・躍進する韓国企業が増え、また伴って現地在住の韓国人ビ
ジネスマン（およびその家族）が増えていることの影響も大き
いだろうと拝察する。これらは、日本国内ではあまり報道され
ない事実だろう（サムスン・ロッテの内紛や政治問題などのネ
ガティブなファクターが多い印象）。

アセアン各国の高級ホテルにあるテレビなどは、概ねサムス
ンやLGが中心であり、これは先日出張したインドでも同様で
あった。また、先月のコラムでも書いたが、カジノ市場でも韓
国への富裕層顧客が流れているとの可能性が指摘されている。
今後更に精緻な分析をしてみたい。
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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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