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『ライブエンタメ市場の拡大』 



メディア・エンターテインメント業界： 『ライブエンタメ市場の拡大』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 音楽コンサートや、演劇、ミュージカル等で構成される国内
ライブ・エンタテインメント市場は(ぴあ総研調べ)、2000年
代後半は3,000億円規模で概ね横ばいの推移となっていたが、
直近5年では年率10％程度の高成長を記録、2015年には5,000
億円を突破した。5,000億円という市場規模は、直近10年の音
楽ソフト販売/有料配信売上のピークである2007年の4,666億
円を超える水準である（2016年の同売上は2,986億円)。
2016年の市場規模は、前年比で微減となったものの、首都圏
主要ホールがオリンピックを見据えた改修や老朽化による建替
等を行ったことによる会場不足が主因と見られる。2017年か
ら2019年までは、このような会場不足により概ね横ばいトレ
ンド、2020年は五輪開催による会場利用不可により市場は減
少の可能性があるが、中期的な拡大トレンドが大きく変化する
とは考えにくい。 

 このライブエンタメ市場の拡大は、特に音楽コンサート市場
が牽引している(音楽コンサートは、直近5年で年率約15%拡
大)。スマホの普及によりネット経由で音楽に手軽に接触可能
となったことを背景としたディスク販売市場の縮小と対をなし
ており、いわゆる「モノ消費」から体験型消費を意味する「コ
ト消費」へのシフトを顕著に示す一例となっている。 

 会場不足の問題は、主要ホールの改修/建替の完了や、ア
リーナ/ホールの新設により、オリンピック開催後には解消に
向かう見込みで、成長の阻害要因として懸念する必要はない見
込み。中長期的なライブエンタメ市場の課題としては、少子高
齢化を背景とした、ライブエンタメへの参加人口をどう維持す
るかである。 
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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：国内ライブ・エンタテインメント市場規模の推移 

情報はぴあ総研より入手 
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 参加人口の維持/拡大には、男性/中高年層の参加増や、インバウンド需要の取り込みが鍵を握ると見られ、このよう
な新規需要層を取り込むコンテンツ開発/拡充が重要となろう。需要拡大期の今こそ、将来を見据えた新しいチャレン
ジに期待したい。 
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消費全般：『2018年2月のウォルマートの社名変更で考えたこと』 

 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） 

 

 昨年末、日本経済新聞夕刊に小さな記事が載った。世界最大
の小売業「ウォルマート・ストアーズ」が、2018年2月に社名
を「ウォルマート」に変更する。同社は、低価格戦略と積極的
な出店を背景に、売上高50兆円を誇る超優良巨大企業である。 

 そんなウォルマートでさえも、Eコマース事業への経営資源
の投下を更に推し進める一環として、リアル店舗を表象する
「ストアーズ」を社名から外した。まさに、「名は体を表す」
と言える。同社は2018年度にはEコマース事業の売上を前年比
40％増とする計画を立てており、M&A合戦も含めてAmazon
との一騎打ちの様相を呈している。 

 日本でも21世紀に入って、百貨店が経営統合していく過程で、
社名を切り替えるチャンスがあり、実際に社名変更も行われた。
三越と伊勢丹で「三越伊勢丹」、大丸と松坂屋で「J.フロント
リテイリング」、阪急百貨店と阪神百貨店で「エイチ・ツー・
オーリテイリング」など。三越伊勢丹という2社名の組み合わ
せはさておき、その他の統合会社は「リテイリング」、つまり
「小売」であることを高らかに宣言している。 

 百貨店がモノではなく体験・時間消費を提供することを志し
てから、既に四半世紀が経過した。「リテイリング」という名
称を外すことで、ステークホルダーや既存社員の意識改革だけ
でなく、新たにグループ入りするかもしれない「非小売」企業
の心理的な垣根も低くなるのではなかろうか。ウォルマートの
社名変更から考えさせられることは多い。 
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テクノロジー関連業界：『新たな成長に挑む年』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 人員面での不足感が増したものの、需給の逼迫感や活況感の
薄い中、多くの事業領域が過去最高レベルの収益性を記録。
2017年度は、多くの上場企業でCGC（コーポレートガバナン
スコード）導入時に目標値とされたROE8％を超えそうだ。
リーマンショック以降の厳しい構造改革意識は定着し、赤字事
業の撤収や、設備投資・採用の抑制で固定費の抑制状態は続い
ている。一方、円安・緩やかなインフレ・堅調な外需の効果を
含め売上が増加。収益・キャッシュ水準を押し上げている。 

 ネットワーク上のプラットフォーム構築に出遅れ、収益面で
取り残された印象が強い日本のテクノロジー業界でも、日本バ
ブル(1990年前後）・ネットバブル（2000年前後）を超える
収益を達成する大企業が出始めた。一部のデバイス系やFA・ロ
ボット関連などの従来から好調組は、外需の拡大で成長が加速
中。経営危機となったシャープや東芝も、最悪期を越えた。 

 現在までの利益成長は、収益性の改善でもたらされた印象が
ある。今後の利益成長は、構造改革意識を保ちつつ、売上高・
収入を増やす必要があろう。収益獲得が可能な得意領域に対し、
設備や人材を投資し、固定費増を上回る増収を達成できるか、
新たなビジネスモデルを創造できるか、がポイントだ。 

 今後日本は潤沢な個人金融資産を抱えながら、世界で最も早
く高齢化社会・労働力不足が現実化する。日本で先行できるテ
クノロジーの応用領域として、高齢者対応ITビジネス、介護を
含むヘルスケア、生産性改善・省力化、等を考えてみたい。 
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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。 



中国担当：『中国投資とFA形態』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 昨年から新たな政府方針に則った業界からの海外投資がまた
進み始めた。 

 主対象は中国市場へ導入必要なもので、2018年もAI関連
（自動車、CASE化促進、ロボット、自働化）、環境、ヘルス
ケア、農業となると考える。 

 日中間投資については、毎年数件の話題となる案件が出る程
度で推移している。これは、対中投資では中国市場の規模より
も、これまでの中国での実績、政治、法制懸念を考え、対日投
資では中国資本を受け入れた場合の企業体面とリスク懸念を考
える事も要因である。 

 平たく言えば、中国市場で儲けさせてもらえない、中国企業
がどう動くか予想しにくい事ではないだろうか。 

これは、中国国内での投資でも同様の事が言え、最近FA業務に
スポットが当たっている。 

企業間での交渉、企業価値に両社へ信頼できる人脈ある人間が
本業務を行い始めた。 

 2000年より企業として開始。2010年には中小含め乱立し、
淘汰され現在はアドバイザリーだけでなくウエブプラット
フォーム運営、資金調達、企業発掘など新業務まで手掛ける様
になり発達を進めている。 

 中国同業者の変化に我々は反省すると共に変化して行けるよ
うにと考える年始である。 
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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。  



電子デバイス・材料業界：『ブルドーザー』 

 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） 

 拙著「電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル」をお読
みいただいた、ある大手部品企業の社長からご連絡を頂戴した。
本の内容はもっともであり、弊社幹部勉強会で話をして欲しい
との、誠に嬉しいご依頼であった。身に余る光栄である。 

 さて、同社は過去訪問したことはあるものの、詳細を存じ上
げなかったため、早速、社史や関連の書籍を拝読したのだが、
極めて刺激的であった。企業が特定されないことしか書けない
のであるが、例えば・・・・。 

 50年ほど前、すなわち、まだ日本が発展途上にあり、同社
（以下、Ａ社）も中小企業で会った時に、米国進出を計画して
いた。ちょうどタイミングよく、同業――それは、同社が創業
した時点では仰ぎ見る存在であった――の業績が芳しくなく、
米国国内の工場を買わないかとの打診があった。Ａ社の創業者
は、その工場をみることもなく、また、当時の年間利益以上の
金額で買収を即決した。買収後いくばくの期間は立て直しに苦
労したのだが、その後のＡ社の発展に資することになった。 

 米国進出よりも前、創業後数年後には工場を新設することを
決断、年間売上高に相当するような巨額の投資で、（当時のＡ
社にはどうみても有り余る）広大な土地を取得した。この工場
は今では同社の基幹工場になっている。 

 他にも果敢な新規領域への進出など、凡人にはとてもできな
い大胆なエピソードばかりで、まさにブルドーザーといえるよ
うな経営に圧倒された。 
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機械業界： 『工作機械業界は日本と中国で明暗』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 昨年11月の工作機械受注は前年比47%増の1,585億円と単
月で過去最高を記録、2017暦年の同受注は10年振りに過去最
高を更新するのが確実視されている。11月の同受注は、海外向
けが前年比65%増の1,042億円と急拡大したことが牽引役であ
る。中でも、中国が、スマートフォン関連向け特需や自動車・
機械向けの好調により前年比2.7倍の417億円と急増した。中
国では、高品質のものづくりや生産性改善などのニーズ、アフ
ターサービスに対する意識の高まりなどを背景に、日本製の機
械への需要が高まっている。同受注に占める中国の構成比は
2016年の13%から2017年は20%強にまで上昇する見込みだ。 

 一方で、昨年11月には、中国の大手工作機械メーカーの大連
機床が破産手続きに入ったことが公表された。また、中国最大
手の瀋陽機床も、収益・財務面ともに厳しい状況にある（同社
は、2015年以降、当期利益の赤字が続いており、株主資本は
2014年末27.4億元から2017年9月末5,290万元と急減）。 

 中国政府の掲げる「製造強国2025」では、工作機械も注力
分野になっているが、中国の大手工作機械メーカーは、低価格
機種依存の体質から脱却できていないようだ。今後は、重要な
部品の内製化や加工精度の向上、摺合せ技術、熱変位への対応
などのシステム力の向上が必要となろう。 

 2018年の工作機械受注予想については、スマートフォン関
連の動向が不透明ながら、前年比では小幅伸長するとの見方に
なろう。ただ、過去の工作機械受注サイクルをみると、受注が
ピークアウトした後の減少幅は想定以上に大きくなる傾向があ
る。今年は受注変動への対応力も重要な1年となりそうだ。 
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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： 『低速出店時代を迎える流通業界』 

 流通アナリストの習慣として、年初には必ずその年に開業予
定の大型商業施設をチェックすることにしている。2018年の
注目は、「東京ミッドタウン日比谷(三井不動産)」、「日本橋
高島屋SC(高島屋、三井不動産他)」、「マークイズ福岡ももち
(三菱地所、福岡ホークスタウン跡地)」等である。芸術文化の
新興や街づくりを目指した都市部の再開発案件が多い印象だ。 

 しかしながら、2018年に開業を予定している大型SCは42件
と3年連続で減少して、東日本大震災の影響があった2012年
(同35件)を除いて過去最低となる見通しである(日本ショッピ
ングセンター協会発表)。年間42件の新規SCの開業というの
は、2000年の大店立地法施行以降のトレンド(60〜90件/年)
から大幅に切り下がった水準である。 

 かたや、現在の経済環境はというと、アベノミクス効果に
よって戦後最長記録さえ射程圏に入れた好景気だ。これだけの
好況と低金利時代にあって大型店の出店スピードが過去最低に
なるというのは、普通では考えられないことである。その背景
は、諸般の構造変化の影響で、民間企業は大型店舗ではないそ
の他の経営資源に対して積極投資を始めたということであろう。 

 20世紀以降の流通業界の成功方程式であった「大量出店」の
時代はひとつの終わりを迎えて、必要最低限の再開発による
「低速出店の時代」が幕を開けようとている。このような環境
変化を踏まえると、今後の流通業や消費財メーカーは、これま
での販売チャネル、財務、店舗開発、採用/従業員教育、ブラ
ンド戦略、物流、情報システム等の方針を再構築していく必要
があるだろう。 
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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： 『2018年の域内動静の着目点』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 前号では2018年のASEAN域内情勢について俯瞰した。域内
全体としては、政治・通商問題・安全保障問題の密接かつ複雑
な組合せにより、概ね以下のようなメインシナリオとサブシナ
リオが本年の動きとして想定される。 

■メインシナリオ：ジワジワと中国の域内影響力（＝一帯一路
計画）が浸透・進行する一年 

■サブシナリオ（＝メインシナリオを阻害する要素）：①各国
現政権の米国（＋日本）との関係深化、②中国が影響力を持つ
現政権が選挙に敗れる（マレーシア・タイ）、③朝鮮半島紛争
の勃発（米国の影響力行使・強化）、④TPPへの米国参加 

 斯様な状況下、各国単位で筆者がとくに注目し、日系各社か
らの投資動向に期待するのは、『ベトナム』である。 

現時点において同国は域内で中国と一線を画す。経済成長性が
高く（2017年3Q対前期比:＋7.9％）、弊社でも小売（アパレ
ル等）・不動産・建材・医薬・食品関連など、日系各社からの
幅広い産業群でのM&Aに絡む関心・引き合いを2017年中に得
ており、2018年も活発な動きが期待される。同国における最
大のリスク・課題は「財政難（公的債務がGDPの65％付近と
域内最大）」であろう中、先日のハベコ社のタイビバレッジ社
による買収に代表されるように、国営企業の民営化の加速が財
政問題とリンクし活発化する見込みであり、これに絡む日系各
社からの動きもフォローアップしたい。 

 その他ベトナム以外でも、中国の政治的関与が強い中で経済
成長性の高さが期待されるフィリピン・マレーシア・タイ、
2019年に次期大統領選挙が行われる予定のインドネシアにつ
いても次月以降で当コラムで取上げ、日系各社の支援を行う所
存である。 
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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。 



先端領域： 『2018年の展望 〜システムと個人の対立構造』 

本橋 陽介 

Yosuke Motohashi 

シニア・ディレクター 

 2018年最初のコラムに本年の展望を述しておきたい。 

 マクロ的には、米国の連邦法人減税を背景に財政赤字拡大の
一方で消費は活発化、中国など国策マネーが次々に投下される
トレンドは継続、筆者が担当する先端領域は引き続き投資が集
まりやすい環境、という見立てをしている。 

 そうした環境下、グローバルでの最大のテーマは、新しい
「壁」と「卵」議論だと考える。「壁」側では曲りなりにも統
治機能を全うしていたいわゆるエリートが軒並み自信を喪失す
る中、彼らの代替となるAIなどテクノロジーが特定権力と結び
つくことは必然だ。「卵」側においては、統治側の監視に抗
う、あるいは果敢にその波を乗りこなすためのセキュリティ技
術、認証基盤や決済プラットフォームが台頭、個人の自由な想
像力を必要とするコンテンツの価値がより増大すると考える。
更に「壁」と「卵」を橋渡しする大きな補助線として、「教
育」は大きな論点となる。権力をより強固にしたい国家も、自
国民のサバイブ能力を支援しなければ、過酷な国際競争の中
で、自国の基盤自体が揺るぎかねないからである。もちろんこ
こには、危険なポピュリズムが潜んでいる。とはいえ過去語り
尽くされてきた感のある教育が、そう簡単に改革されることは
考えづらいのも事実であり、本年の動きに注目したい。 

 日本に目を向ければ、寿命100年時代に突入し、「人間
2.0」となった現代人をどのように支援するか、AIスピーカの
執事機能、個人を強化するための再教育、次世代食品やヘルス
ケア、余暇の充実といったアジェンダは継続している。筆者も
微力ながら企業変革の現場でご支援して参る所存だ。 
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 2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社｡ 

 アクセンチュア㈱では、製造・流通業のコンサルタン
トとして、構想立案から業務プロセスの導入・定着化
及びIT導入までを一貫して支援。上海オフィスとの協
働プロジェクトなどに関与。全社予算管理、マーチャ
ンダイジング改革、経営効率改善、事業再構築、全社
ITマネジメント、サプライチェーンマネジメント等に
経験を持つ。 

 フロンティア・マネジメント㈱では、化学、材料、電
子部品、機械、自動車OEM・自動車部品、エレクトロ
ニクスなど製造業中心に、長期ビジョンや新規事業探
索などの戦略策定及び実行支援、中期経営計画策定な
どを責任者として推進。その他、教育、エンタテイン
メント、金融など各種サービス産業への戦略策定支援
や中央省庁委託事業等に従事。 

 M&Aアドバイザーとして、エレクトロニクスメーカや
住宅メーカー、電子部品材料、自動車部品企業等にお
けるM&A戦略策定やビジネスDDなどのエクゼキュー
ションに関与し、日立製作所による日立セキュリティ
サービス株式の綜合警備保障（ALSOK）への譲渡など
を担当。 
コンサルティング部門における人工知能、IoTなど先
進テクノロジー領域におけるリサーチ、知見蓄積やデ
リバリーメソッド開発のリーダー。 



ディスクレーマー 
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