
Frontier Management Industrial Research 

産業調査通信   

vol.28.  AUGUST  2017 

© 2017 Frontier Management Inc.  



 消費全般 松 岡  真 宏 『日本食ブームは本当なのか？』 

 情報通信業界 合 田  泰 政 『次男坊の悩み』 

 テクノロジー関連業界 栗 山  史 『いよいよOLED-TV本格化、日本メーカーは？』 

 ヘルスケア業界 小 林  創 『デジタルパソロジー』 

 電子デバイス・材料業界 村 田  朋 博 『半分の水』 

 機械業界 水 野  英 之 『電気自動車普及に伴うリスク』 

 小売業界 山 手  剛 人 『買い物弱者問題と流通イノベーション』 

 ASEAN担当 毛 利  剛 実 『ベトナム投資ブーム』 

産業調査コラム p.5 

今月のトピックス p.2 

 メディア・エンターテインメント業界 福田 聡一郎 『デジタルサイネージ市場の伸長』 

目次 

© 2017 Frontier Management Inc. 1 



2 

今月のトピックス 

© 2017 Frontier Management Inc.  

『デジタルサイネージ市場の伸長』 



メディア・エンターテインメント業界： 『デジタルサイネージ市場の伸長』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

  屋外、店頭、公共空間、交通機関など、あらゆる場所で、
ディスプレイなどの電子表示機器を用いて情報発信するシステ
ムをデジタルサイネージと呼ぶが、デジタルサイネージ市場は、
順調な成長を遂げている。矢野経済研究所によると、大型/
ネットワーク型のデジタルサイネージ市場は、 2016年度は総
額で前年度比16.2%増の1,488億円となり、2017年度は同
18.2%増の1,789億円に、東京五輪が開催される2020年度で
は3,362億円まで拡大すると、同社では推測している。 

 デジタルサイネージ市場拡大の背景は、電子表示機器の導入
/運営コストが低下したことにより、小売店や商業施設、交通
機関などで、ポスター/看板からデジタルサイネージへの代替
がスムーズに進展してきたことが主因と見られる。今後も、東
京五輪やインバウンド需要に対応した多言語対応のデジタルサ
イネージ導入需要が市場拡大を牽引するものと考えられる。 

 機能面でも、デジタルサイネージのマルチロール化が注目さ
れる。WiFiステーションの機能や、音声認識機能、カメラ、
AR機能などの搭載が想定される他、パーソナライズしたマー
ケティング機能を実現するために、スマホと連動し、利用者に
よりマッチングする情報を表示する動きも想定されよう。 

 また、小型の店頭デジタルサイネージが、購入アクション直
前の広告効果をより高めることが期待されるため、小売店店頭
のPOP広告を代替するといった動きなども想定され、デジタル
サイネージは今後も我々の生活の隅々に浸透していくものと考
えられる。ネットワーク化されたデジタルサイネージに向けた
コンテンツ配信の仕組みの整備など、関連した新規サービスの
勃興にも注目したい。 
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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。 



参考：デジタルサイネージ市場の推移 

情報は矢野経済研究所プレスリリースより入手 
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産業調査コラム 
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消費全般：『日本食ブームは本当なのか？』 

 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） 

 

 世界は空前の日本食ブームと言われているが、本当だろう

か。2015年の農林水産省調査では、世界の日本食レストラン

の数は89千店に達していて、世界中に日本食が広がっているよ

うに見える。しかし、実は日本食レストランは著しく偏在して

いる。中国（含む台湾）が30千店、米国が22千店、韓国が9千

店となっており、この3ヵ国で世界全体の70％近くを占めてい

る。ブームは世界的ではなく、数か国だけであることが分か

る。 

 しかも、この3ヵ国においても、日本食レストランの数はそ

れ程多くない。人口10万人当たりの日本食レストランの数は、

中国（含む台湾）では2店、米国では7店、韓国では18店。因

みに、同様に人口10万人当たりでは、日本における中華料理店

は43店も存在している。しかも、海外での日本食レストランの

数にはラーメン店も入っているので、日本食を本当のブームに

するには更に大きな努力が必要である。 

 日本の外食チェーンは大手でさえも規模的には小さく、自分

の力だけで海外展開をすることは容易ではない。現地における

マネジメント人材、食材の調達、出店の立地確保、設備投資資

金など、海外展開には多くの困難やリスクが伴う。日本食を

もっと世界に真に広げたいと考えるのであれば、それをサポー

トする官民の枠組みが今よりももっと必要になってくる。農産

物を含め、日本の食品輸出拡大のためのインフラとしては、日

本の外食チェーンの世界進出が必須と考える。 
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情報通信業界：『次男坊の悩み』 

 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 

 7月10日、KDDIはauのスマートフォン向け通信料金の大幅

値下げを発表した。既に、田中社長が値下げの可能性に言及し

ていたこともあり、値下げの発表自体に驚きはなかった。ただ

事前の予想では、ドコモの低料金プランdocomo withへの対

抗策と予想されていたものの、その内容は単純な対抗とは言い

難いものであった。 

 かつては比較的同質な加入者層の争奪に明け暮れていたモバ

イル通信業界であったが、今や加入者セグメンテーションがか

なり進んでいる。各キャリアともに、自社が脆弱な加入者セグ

メントを防衛するために、より綿密な加入者囲い込みを実施す

る段階に達したと言えよう。 

 特に、解約率が2016年度で0.59%まで低下し、かつMVNO

への加入者流出は実体的には自社網の利用者増加につながって

いるドコモと比較すると、MVNOの隆盛で実体的には加入者減

少に転じ始めたauは厳しい環境にあると言えよう。KDDIとし

ての史上最高益を更新し続ける一方で、グループ全体としても

戦略的には悩みが深くなってきている。ドコモが5GやAIの技

術力で一歩先を行き、ソフトバンクはもはやモバイル通信事業

をグループ戦略の単なる米びつと考えている狭間で、KDDIは

次の行き先を真剣に考え始めている。 
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テクノロジー関連業界：『いよいよOLED-TV本格化、日本メーカーは？』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 4G→5Gなど高速通信網などインフラの整備が今後さらに進

み、2020年東京オリンピックなど各種イベントを控えている

ことに加え、2010年ピークとなった液晶テレビの買い替えサ

イクルが到来。ネットワークによる映像配信も割安な価格で普

及しており、国内では新しいテレビ市場を受け入れる土壌が

整った。 

 2000-2010年液晶TVへ移行期は、消費者に大型・高精細・

低価格を同時にもたらした。今回のOLEDへ移行期は、4K/8K

など超高精細・低価格に加え、テレビのIoT化により周辺を含

むテレビ関連ビジネスモデルの転換をもたらしそうだ。 

 2017年、1社だったOLED-TVの販売メーカーは4社になっ

た。全社がLGD製のパネルを使用している模様だが、画質は明

らかに従来の液晶TVよりメーカー間で異なる。昨今日系テレ

ビメーカーの収益性改善は、画質の差による高価格設定と、過

去10年間多大な損失を計上しつつ断行した構造改革が支え、程

度の差はあるが、ほぼ全社が黒字転換した。 

 テレビ市場は世界で2.5億台・10兆円近い市場規模があり、

覇権獲得に激しい競争が今後も続くであろう。画質優位性に加

え、RGB印刷法によるパネル生産でのコスト・クオリティの優

位性、さらにIoT化後のビジネスモデル構築などで先行できれ

ば、改めて日本メーカーが復権する可能性もあるのではない

か。 
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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：『デジタルパソロジー』 

小林 創 

Hajime Kobayashi 

マネージング・ディレクター 

 日本の深刻な病理診断医不足を克服するテクノロジーとして
期待されているのがデジタルパソロジーだ。病理診断は、病理
標本（患者から摘出した組織）を薄くスライスしてガラスのプ
レパラートに固定し顕微鏡で病理専門医が見て病変を判別する
ものだが、このガラス上のスライス標本をデジタル化する
Whole Slide Imagingは既に病理の世界では広く用いられてい
るが、病理診断の業務効率性を大きく上げるに至ってはいな
い。 

 病理診断というのは、薄いスライド標本であっても、病理医
は3次元的に、光の当て方や見る向きなどを微妙に変えて見な
いと誤診する可能性もあり、かなり高い解像度が必要で、4K
でも足りるかどうか。画像の解像度が高い必要があるのは内視
鏡でも同様で（ある意味リアルタイムの病理診断でもあるた
め）、8Kは必要だという医師もいるようだ。 

 デジタル化、遠隔化、AIなど候補となるテクノロジーは様々
ありそれぞれに進化しているものの、なかなか現場の業務生産
性を（質を下げずに）十分に上げることができていないのが医
療現場の現状であり、また医療水準自体moving targetであ
る。しかし病理に関してはそうも言っていられないので、単な
るテクノロジーによる代替ではないアウフヘーベンが必要だ。
病理の現場にはきっとアイデアがあり、既に実践しているとこ
ろもあるのだろう。 

 変化は辺境で起きる。事例の発掘と展開を国とか学会ができ
ないのであれば、有志の医師たちの連携がベストの解決策なの
でしょう。これこそ臨床検査会社が支援すべきではないか。 
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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：『半分の水』 

 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） 

 日本は現在人手不足と言われる。しかし、ふと立ち止まって

みると、少し前までは供給過多が叫ばれていたことを思い出

す。高齢化による働き手の減少、海外需要の増大と言われる。

しかしながら、高齢化することで、供給だけでなく需要も減退

にするように思われるし、海外需要の増大とするならば、欧州

においては若年層の失業率が10％を軽く超えるなど、明らかな

人材過剰である。欧州は移民が人材供給源になっていることが

一因だろうが、しかし、10％もの移民が流れ込んでいるとは思

えない。米国では機械が雇用を奪ってきたとの研究結果が発表

されているが、これは米国だけでなく日本にも当てはまること

だろう。 

 こうしてみると、後講釈はいくらでもできるが、予想があて

にならないことを再認識させられる。 

 ところで、2016年度決算で面白かったのは、ボーリングや

ゲームなど娯楽施設の運営企業の決算コメントである。人材不

足、人件費高騰はサービス業において特に深刻と言われている

が、同社は増益であった。「人手不足で人件費は増大したが、

一方、若者のアルバイト単価の上昇のためか売上高は増加し、

増益だった」。人手不足は人件費増加ともとれるし、顧客の支

払い能力の改善ともいえる。同じ事象でもとらえ方次第で、事

業にプラスにもマイナスにもなる。よく言われるように、グラ

スの水を半分しかないとみるか、半分もあるとみるか。 
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機械業界： 『電気自動車普及に伴うリスク』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

  7月5日、スウェーデンの自動車メーカーであるボルボ・
カーズ社は、2019年以降に販売する全ての車を電気自動車や
ハイブリッド車などの電動自動車にすると発表した。現在主流
であるガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車などの内燃
機関型の自動車からの脱却を表明したのは、同社が初めてであ
る。ボルボ・カーズ社の2016年の世界販売台数は約53万台と
世界の自動車市場シェアでは1％以下にとどまっているが、世
界の自動車メーカーの大半は、電気自動車やハイブリッド車へ
の投資を積極化させている。 

 世界の自動車の販売台数は、今後も緩やかな成長が続くと予
想される。電気自動車の普及には、航続距離や充電インフラな
どの課題も残されているが、国際エネルギー機関（IEA）で
は、世界の自動車販売台数に占める電気自動車の比率は、
2020年2％→2030年8％→2050年23％、プラグインハイブ
リッド車の比率は同5％→20％→35％に上昇すると予想してい
る。 

 ハイブリッド車は、エンジンとモータを併用するため、機械
業界への影響は軽微であるが、電気自動車は、エンジン、トラ
ンスミッションなどが不要になるため、機械業界にはネガティ
ブな影響を与えよう。これは、前述の製品の加工で使用される
工作機械や機械工具、組み込み部品であるベアリングなどの需
要にマイナスの影響を与えることが予想されるためだ。 

 機械各社では、自動車産業を最大の顧客とする会社が多い。
電気自動車の普及が想定以上のペースで進行する場合には、事
業構造の転換を余儀なくされる会社も出てこよう。今後は、非
自動車分野への拡販、電気自動車向けの製品の開発などが重要
になってきている。 
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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。 



小売業界： 『買い物弱者問題と流通イノベーション』 

 7月19日に総務省が公表した「買物弱者対策に関する実態調
査<結果に基づく通知>」では、全国に600万人に達するとさ
れる買物弱者(近隣に店舗がなく、自動車などの移動手段も持
たない人々、主に地方在住の高齢者)の問題に対して、国及び
地方公共団体、事業者による対策の実態を調査し、今後の対応
について関係府省に通知を行った。 

 そのなかでも注目されるのが、厚生労働省が食品を取り扱う
移動販売車の営業許可に関して、都道府県毎に許可を取らねば
ならない現行制度や流水式手洗設備(貯水槽)の常設義務などの
規制を緩和する方向性を通知することになった点である。 

 地方自治体等の補助金を受けた営利企業、商工会、地域住民
組織、NPO法人などによる移動販売車の取り組みは緒に就いた
ばかりであるが、ここにきてようやく、大手コンビニが移動販
売車を事業化するなどの動きも出てきた。 

 各種のITやロボット技術を駆使した流通分野のイノベーショ
ンは都市部のICT機器のリテラシーが高い消費者を主たる対象
としたものであるが、規制緩和や助成金といった行政の後押し
に加えて、民間企業の活力や既存の公共ネットワーク(神社、
公民館、郵便局など)を動員して、買物弱者対策の事業化にも
取り組んでいくことが時代の要請を受けている。 

 見方を変えれば、この分野は勝ち組企業が不在のブルーオー
シャン領域であり、買物弱者対策はSR活動という枠を超え
て、今後の流通業界にとって戦略上の重点課題となっていく可
能性があるだろう。 

© 2017 Frontier Management Inc. 12 

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： 『ベトナム投資ブーム』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 1776年、アダム・スミスは自由・公平な市場での自由な生
産と交換こそが国家発展のカギとなることを発見した。これは
ベトナム首相のグエン・スアン・フック氏が本年6月に来日、
講演した際の冒頭コメントである。ハノイ国家経済大学にて経
済を学び、ベトナム共産党に入党後もシンガポール国立大学で
経済管理学を学ぶ等、同氏が経済通であることはよく知られる
ところ。TPPについても、「米国を除いても推進するべき」と
の推進派であり、同氏が首相に就任した2016年以降、日本と
も緊密な関係にある一方、中国・韓国・インド・EUなどとの
個別貿易協定の締結にも注力、同国が生産・輸出拠点として注
目される所以である。 

 同国の経済成長（GDP）は1－3月で対前年比+5.1%、4-6
月では+6.2%と、ASEAN内でもフィリピンと並び高水準なな
か、その成長ドライバーは、フィリピンが個人消費、ベトナム
は個人消費に加えて、輸出の寄与度が大きい。これは上記グエ
ン首相のコメントとも符合する。他方、鉄鋼を輸入に頼らざる
を得ない点や、慢性的な財政赤字問題、サムスン社等韓国企業
の製品輸出の寄与度が大きいなど、課題は山積である。日本と
の絡みでも、官民一体となって受注・関与するホーチミン市の
都市鉄道の敷設案件では、政府負担資金の支払いが遅れる事態
が発生しており、メディアでも大きく取り上げられている。 

 とはいえ、日本からの直接投資は2017年に入り、韓国を抜
いて最大となった。弊社に相談が参るASEAN進出案件も、ベ
トナムは件数で筆頭、また医薬・小売・食品・不動産・建材な
ど多岐にわたる。しばらくこのブームは続くであろう。 
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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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