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第1章 市場概況－2015年/2016年前半 －

年齢のうち世代別人口で最も多いのは第二次ベ
ビーブーマーを含む 40 ～ 44 歳 注1 で、彼ら
は高度経済成長期の終わりに生まれ、学生時代
にバブルを経験し、バブル崩壊後に社会人とし
て就職している。
二つ目は我が国が本格的な人口減少時代に

入ったことがあげられる。人口統計には『住民
基本台帳』ベースと、5年に 1度実施される『国
勢調査』ベースのものがある。2007 年に人
口減少（約 2千人）がいわれたのは住民基本
台帳ベースである。住民基本台帳に基づく人口
をみるとその後人口は微増し、2009 年には
1億 2,707 万 6 千人となったが 2010 年か
ら毎年減少に転じ、2015 年には 1億 2,616
万 3 千人となった（2009 年は外国人住民が
住民基本台帳法の適用対象前であるため、日本

注１ 一般にこの世代は団塊ジュニアといわれているが、この世代の親は団塊世代よりも上の世代であることが多い。

本章では、日本の経済、社会について触れる
とともに、それを踏まえ現状のホビー市場構造
や具体的なホビーの現況を各種資料とヒアリン
グを基にまとめる。

１．社会経済の動向
（１）人口減少の本格化
2015 年は戦後日本にとって転換点となる

年だったと考えられる。
一つは、消費行動や価値観をリードしてきた
第一次ベビーブーマーである団塊世代（1947
～ 49 年生まれ）が完全リタイアの時期に入っ
たことである。消費行動の多くは労働生産年齢
（15 ～ 64 才）と深く関連しており、団塊の
世代の労働市場からの退出はレジャー行動やホ
ビー消費に大きな意味をもつ。現在、労働生産

図表 1-1　全国の年齢階級別人口（平成 28 年）

100 歳以上
95～99 女性男性
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4

54,154
305,228

1,031,462
2,054,044
2,986,273
3,497,578
4,046,636
5,091,137
4,252,037
3,794,514
4,034,574
4,382,259
4,898,559
4,181,123
3,723,715
3,287,485
3,069,236
2,956,644
2,765,413
2,664,667
2,524,743

※数値には、北海道、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、長野県、愛知県、大阪府における年齢不詳者65 名を含んでいない。

7,931
64,868
339,767

1,052,490
1,999,716
2,785,544
3,515,913
4,788,981
4,141,310
3,777,037
4,078,198
4,486,719
5,061,058
4,337,775
3,870,646
3,457,088
3,227,543
3,105,097
2,907,523
2,805,336
2,654,125
（人） 6

百万人
（人）6

百万人
543215 4 3 2 1

【総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に作成】
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人人口のみの比較）。
一方『国勢調査』では 2005 年 1億 2,776

万 8 千人、2010 年 1 億 2,805 万 7 千人、
2015 年 1 億 2,711 万人（速報値）と 5年
前と比較して 94 万 7千人減少している。
二つの統計には微差はあるものの①人口減少
②高齢人口増加③若者人口の減少が特徴として
あげられ、あらゆる社会経済活動に影響を与え
よう。例えば、住民基本台帳に基づく人口をみ
ると、社会の中心ともいうべき 40 ～ 44 歳
人口が 2015 年時点で 1,000 万人に対して
20 ～ 24 歳人口は 630 万人、15 ～ 19 歳
人口は 605 万人の人口規模となっている（ 図
表 1-1 ）。
人口は地域において自然増減だけでなく社会
増減が市場に大きな影響を及ぼす。一部、山村
や都市郊外部では限界集落の問題が表面化し、
生活基盤維持が不可能ともいわれている。人口
流動では大都市への集中が顕著である。各都道
府県をみても県庁所在地への一極集中が進行し
ている。住民基本台帳に基づく人口で、2014
年から 2015 年にかけて人口が増加している
のは、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏、愛
知、福岡、沖縄だけで他道府県の人口は減少し
ている。大阪、神戸、京都のような大都市圏を
もつところでも府県レベルでは人口減少が進行
している。
こうしたファンダメンタルな人口動態は国内
市場を考える基本である。戦後一貫して続いた
高度経済成長は人口増、都市化による世帯増が
基盤にあり、従来通りの右肩上がりを前提とし
た考え方は今後通用しにくい。

（２）マクロ経済動向
2015年度実質GDPは前年比プラス0.8％
と微増にとどまった。1991 年のバブル崩壊、
98 年以降の金融危機と百兆円を超える不良債
権処理で景気低迷が長らく続いた。2012 年
末の異次元緩和を中心とするアベノミクスによ

図表 1-2　国内総生産

項目

GDP

実質 名目

兆円 兆円
前期比％ 前期比％

2012年度 519.55 100.9 474.40 100.0

2013年度 529.77 102.0 482.40 101.7

2014年度 524.78 99.1 489.56 101.5

2015年度 529.18 100.8 500.53 102.2

2015年度 4-6月 527.68 99.6 498.15 100.0

7-9月 530.25 100.5 501.04 100.6

10-12月 527.92 99.6 499.69 99.7

1-3月 530.59 100.5 503.57 100.8

2016年　 4-6月 530.85 100.0 504.75 100.2

【内閣府「国民経済計算」を基に作成】

り 2013 年度の GDP は名目・実質共に上昇
した。これには円安基調による株価高、輸出業
を中心とした利益増が寄与している。2014
年は消費税アップの影響で実質GDP が前年度
比マイナス0.9％と回復基調にあった景気は腰
折れした（図表 1-2 ）。
一方、有効求人倍率は 2013 年度 0.97、

2014 年度 1.11、2015 年度 1.23 と向上、
大都市部ではサービス業のパート・アルバイト
を中心に人手不足が目立っている。完全失業率
も 2013 年度 3.9％から 2015 年度 3.3％
に減少している。
なお為替は 80 円から一時 120 円と円安と

なり現在 105 円（10 月 31 日時点）となっ
ている。自動車・電機を中心とする輸出企業に
とって円安は経常利益アップとなる一方、輸入
商材の多いホビーや雑貨ビジネスにとってマイ
ナス面も少なくない。
こうした円安・経常利益拡大から一時 8千

円を切っていた東証日経平均株価は 2015 年
4 月に 15 年ぶりに 2万円を超えたが 2016
年に入って株価は低迷気味である注２。
レジャーやホビーにもっとも関連の深い年

間消費支出（二人以上の世帯）は 1994 年
をピークに 2011 年まで減少し、2012 ～

注２ 株価は 2016 年に入り低迷し 2016 年 10 月 31 日時点で 17,425 円。
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第2章 ホビーユーザー分析

い。そのため、70 代の調査結果をみる際には、
実際の 70代ユーザーとは若干傾向が異なる可
能性もあることを指摘しておく。

（２）ホビーユーザーの定義
本白書の調査において、ホビー経験者、ホ
ビーユーザーを以下のように定義した（図表
2-1 ）。
ホビー経験者：経験時期は問わず、今までに

1回以上ホビーに参加したことのある者
ホビーユーザー：過去 1年間にホビーに参
加した者
この調査におけるホビーとは、図表 2-2 に

示す 13 項目である。調査実施時には、調査対
象者が具体的に参加したホビーを想起できるよ
う、この分類を例示した。

（３）対象者の基本属性
スクリーニング調査、本調査の各対象者の基

本属性をみたものが図表 2-3 である。
スクリーニング調査対象者の構成を日本全

体の人口構成と比較すると、30 代の構成比が
2.2 ポイント低く、40 代の構成比が 2.9 ポ
イント高いが、全体としてそれほど大きな差は
なく、ほぼ日本の人口構成を代表する形となっ
ている。
年収については、この調査では個人単位での

調査票回収であるのに対し、「国民生活基礎調
査」では世帯単位での調査票回収であるため直
接的な比較は難しいが、スクリーニング調査で
は、300 万円未満の割合が全体よりも約 20
ポイント低く、世帯年収がやや高い可能性があ
る。ただし、スクリーニング調査では、「わか
らない・答えたくない」が約 3割を占めている。
本調査対象者は、ほぼスクリーニング対象者

の構成を引き継いでいるが、スクリーニング調
査と比べると 40 代の構成比が 3.7 ポイント
低く、60 代の構成比が 4.8 ポイント、70 代
の構成比が 3.0 ポイント高い。これは、後述

１．調査概要
（１）調査方法
ホビーユーザー調査は、ホビーユーザー率を
みるスクリーニング調査と、ホビーユーザーの
ホビーへの参加状況をみる本調査との 2段階
で実施している。
各調査の概要は下記の通りである。

【スクリーニング調査】
調査対象者：15 歳以上のインターネット調

査登録モニター
調査エリア：全国 47 都道府県を対象。全国

を 10 ブロックに分け、各ブ
ロックの性年代別人口に比例し
て調査協力を依頼

有効回収数：10,333 サンプル
調査期間：2016 年 6月
調査方法：インターネット調査

【本調査】
調査対象者：スクリーニング調査回答者のう

ち、ホビーのいずれかを、過去
1 年に行ったことのあるユー
ザー

有効回収数：3,112 サンプル
調査期間：2016 年 6月
調査方法；インターネット調査

スクリーニング調査、本調査とも、調査企画
は（株）メディア開発綜研、調査実施は（株）
インテージに委託した。
総務省が実施している『通信利用動向調査』
によると、13 ～ 19 歳、20 ～ 50 代のいず
れの年代でもインターネット利用率は 90％を
上回り、60 代では 76.6％と高いことから、
インターネットユーザーを一般消費者と捉え
ることは妥当だと考えられる。ただし、70 代
になるとインターネット利用率は 53.5％と低
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の通り、高齢層でのホビー参加率が高いことに
起因している。また、専業主婦の割合は本調査
の方が 5.8 ポイント高いが、これは、高齢層

ほど専業主婦率が高いこと、その高齢層はホ
ビー参加率が高いことが要因となっている。

図表 2-2　ホビーの分類と定義

項目 内容

ニット 編物、レース編み、羊毛フェルトなど

ペーパークラフト・スクラップ・
コラージュ・スタンプ

スクラップブッキング、絵てがみ、アルバムづくり、折り紙、絵画、トールペ
イント、ステンシルなど

フラワー 押し花、フラワーアレンジメントなど

DIY インテリア、家具作り、額縁作り、木工など

ソーイング ソーイング、刺繍、パッチワーク、キルト、刺子、レザークラフトなど

デコ スイーツデコ、レジン、ラッピング、粘土工芸、デコパージュなど

ビーズ・アクセサリー ビーズ、アクセサリーメイキング、マクラメなど

家庭菜園・ガーデニング ガーデニング、庭づくり、家庭菜園など

各種コレクション 切手、コイン、本、ドール、フィギュアなど各種コレクション

帆船や鉄道などの模型モデル作り ミニチュアモデル、ドールハウス、帆船づくり、鉄道模型づくり、プラモデル、
人形づくりなど

料理・お菓子作り
（家事としてのものを除く） お菓子作り、パン作り、調味料、果実酒、バーベキューなど

伝統工芸・芸能 書道、茶道、華道、陶芸、彫刻、七宝、組み紐、ステンドグラス、織物、染色
など

ハーブ、アロマなどの癒し ハーブ、お香、石鹸づくり、キャンドルなど

図表 2-1　調査対象

国民全体
（スクリーニング対象者）

ホビー経験者
今までに1回以上、ホビーに参加したことがある

ホビーユーザー
過去1年間に1回以上 ホビーに参加した

（本調査対象者）
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第3章 ホビー市場算定

るが、中古市場や CtoC オークションもあり、
小売額はユーザー支出額と必ずしも一致するわ
けではない（図表 3-1 ）。

アプローチ方法
ホビー市場算定の手法には、（１）マクロア

プローチ（２）ミクロアプローチの 2つがある。

（１）マクロアプローチ
マクロアプローチは、理論的には最良の手

法である。ユーザー調査から明らかになった
ホビー支出を、人口・世帯ベースに換算して
市場算定を行う手法である。この手法ならば、
CtoC や中古マーケットも理論上捉えることが
できる。しかし、実際にはマクロアプローチに
は限界や問題点が残る。以下、国民の消費支出
の基礎調査として広範囲に利用されている総務
省「家計調査」を基に問題点を検討する。
１）統計項目
家計調査は、衣食住を中心とした必需財の項

目が多い。耐久消費財や食品の項目は詳細に設
定されている反面、レジャーやホビーなどの選
択財やサービス財の項目は少ない。

１．ホビー市場の定義
はじめに
第 1章で前述したように、ホビー産業はホ

ビーに係る製造業、卸・小売りなどの流通、情
報サービスを主体とするサービス業と多岐に亘
る。
本白書ではホビーをクラフトホビー、ドゥホ
ビー、コレクトホビーに三分類し、クラフト
13 種類、ドゥ 4種類、コレクト 5種類の市
場算定を行ってきた（ドゥホビーのうち「ペッ
ト」「ゲーム・パズル」は算出していない。今
回から新規にコスプレをクラフトホビーに追
加。図表3-60 ）。このように多くの産業に跨っ
ているため、標準産業分類を基準とした統計を
そのまま用いることは難しい。
本白書において、ホビー市場をユーザー支出
額と定義づけている。しかし、①ファブレスメー
カーの増大②卸売の減少③卸売の小売進出④通
販の増大⑤異業種流通の進出など、産業構造は
多様化しており、手芸店、模型店の売上だけで
ホビー消費額を算出することはできない。また、
メーカー出荷額をみる際には、輸出入も考慮す
る必要がある。実際には小売額≒市場規模とな

図表 3-1　流通過程における市場規模の変化

【（株）メディア開発綜研作成】

付加価値等により、
流通過程ごとに規模が拡大していく

ユーザー
支出額
60 0億円

例）メーカー出荷額 200 億円の品目の場合

小売
販売額
500 億円

卸出荷額
30 0億円

メーカー
出荷額
200 億円

輸出

輸入

（実線）物の流れ

（点線）お金の流れ

（注）　金額の変化は一例であり、付加価値等の比率はこの図とは異なる。
　　　青線は、本白書で算定するホビー市場の範囲外。

中古
CtoC
から
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２）家計 /個計
2 人以上の世帯の場合、家計の他に個計（こ
づかい）が発生するため、世帯からの支出を把
握しようとすると、使途不明金が発生する。こ
れまでの「家計調査」と業界統計の比較では、
必需財は比較的一致するが、個計から支出され
ることの多い選択財は乖離が大きい。例えば、
NHK 料金、新聞代のように家計／世帯財的性
格の強いものは正確に把握できるが、雑誌のよ
うな個計／個人財的性格が強いものは正確な把
握が難しい。
３）支出目的
個人の支出であっても、支出の目的が実用な
のかホビーなのかは判別できない項目がある。
ソーイングやDIY が修理のためのものなのか、
楽しみ＝ホビーかは区別が難しい。これは、例
えば書道が学習か教養娯楽かの区別が難しいよ
うに、文房具でもその目的は多様である。

４）ネット調査
既存の家計調査以外に本白書のユーザー調査

を用いても、次のような問題が起こる。
ａ．ユーザー調査におけるパネルの質
ｂ．調査母数
ｃ．支出把握の困難さ
前述したとおり、固定費的な支出は把握しや

すく、アンケート回答する側も回答しやすい。
しかし、ホビー関連の商品を購入するために毎
回家計簿に付けている人は少ないだろう。その
ため、レジャーや観光に関する調査のユーザー
支出は、調査ごとに違いが大きく、信頼性が
低いものとなっている。また、インターネッ
ト普及率が高まったとはいえ、60 代以上では
80％を下回っている（総務省「平成 27 年通
信利用動向調査」）。その結果を基に世帯比／人
口比で計算することは、データの誤謬につなが
る可能性がある。

図表 3-2　ミクロアプローチ手法の問題点

【（株）メディア開発綜研作成】
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＜公的統計（経済センサス等）＞

ホビーの占める割合（例）

＜業界団体統計＞

業界団体
商業組合

組織率（加入率）
業界関連企業

＜企業信用調査＞

企業リスト

企業信用調査

企業情報の検索

ジャンル分け

企業の製造出荷額

分類整理
係数の設定

①加入率が問題。現在、業界団体、商業組合
の組織率は低下しつつある
②毎年統計を取っている団体は少ない
③統計がある協会でも売上カバーは50％程度
④ホビー項目の有無

①企業リストの不備
②企業信用調査の企業カバー率が低い
③データの信頼性
④売上高内訳が不明なものが多い

①ホビー分野と統計にズレがある
②ホビー分野の売上は、各産業売上の一部で
あり、モデル・模型製造業のように、公的統
計がそのまま使えるのはごく一部

小売ホビーは売上が
分からない業種が多
い

本白書2015年版掲載図表 を一部修正
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