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縮小傾向続くカメラ市場

　昨今、写真を取り巻く環境はど
のようになっているのでしょうか。
それについて考察する前に、まず
消費者の家計事情について触れ
てみたいと思います。
　総務省「家計調査」による
と、家計消費支出は全体的に低
下している傾向にあり、2000 年
を 100 として指数化した場合、
2018 年の消費支出は 91、金額
にすると -3 億円 / 月となってい
ます。このなかでとくに増加して
いる通信費は、スマホの台頭が
牽引し、指数は 141、金額では
+4,000円/月と伸びていますが、
逆にお小遣い（使途不明）の指
数は 41、金額では -13,000 円
/ 月と大幅にダウン。つまり、自
由に使えるお金が少なくなってい
るのです。
　家電小売市場規模（GfK 基礎
調査）は、全体的には前年から
横ばいで推移。2018 年の市場
規模は 7.1 兆円に上ります。この
うち AV 関連はテレビ等の特需か
らの買い替え、大型生活家電は
猛暑等の影響によって上昇しまし
たが、小型生活家電や IT 関連、
電話関連、そしてカメラ関連は前
年実績を下回りました。
　イメージング関連機器の市場
規模を見ると、2018 年は数量
で前 年比 -11％と 2 桁 減で推
移（GfK 推計値・国内市場）。
ここ 5 年で販売数量は半減して
います。とくに大きく落ち込んで

いるのが一眼レフカメラで前年
比 -31％。コンパクトカメラも同
-11％とダウンしています。ミラー
レスカメラのみ横ばいという結果
になりました。
　内閣府「消費動向調査」（各
年 3 月調査※ 2 人以上の世帯対
象）によるデジタルカメラの世帯
普及率は、2013 年をピークに低
下しており、2018 年は 68.2％
となっているのに対して、スマホ
は 75.2％とデジタルカメラを上
回っています。アナリストによると

「デジタルカメラは新規購入需要
の減少が大きく影響している」と
分析します。
　一方、スマホは世帯普及率こ
そデジタルカメラを上回っている
ものの、携帯電話の平均使用年
数が長期化傾向にあることに伴
い販売台数は減少しており、ス
マホも 2018 年は前年比 -4％と
ダウンしています（GfK 推計値・

　10 年へ向けて始動し
たフォトネクスト。その
根本に「フォトビジネス

の多様性」があります。
　多様性とは何か。それは言うま
でもなく、今後の可能性に関わる
部分です。これまでのフォトビジ
ネスと、これからのフォトビジネ
ス、この両者の違いは何かを考え
てみましょう。
　たとえばカメラ。技術的に進化
したことで、プロのみならず一般
消費者にも、さまざまな表現をも
たらしています。暗い場所でも高
品質に撮ることができたり、画像
を気軽に転送したりシェアしたり。

写真関連のアプリは、ス
マホでの撮影をより一層
楽しく魅力あふれるもの
へと変化させました。

　先に挙げた例で、暗い場所で
も高品質に撮れると触れました
が、この 1 点に注目するだけでも、
さまざまなビジネスの可能性が考
えられます。暗所に強いカメラは、
セキュリティの分野で十分に活躍
できます。ウェディングのシーン
でも、その威力を発揮するのでは
ないでしょうか。
　「ドローン」も例外ではありま
せん。ウェディングやスクールで
の撮影に取り入れている業者もあ
りますが、空撮は静止画にしろ
動画にしろ、機材や周辺アクセサ
リー、関連ソフトウェアの進歩な
どによって、さらにビジネスの領
域や表現の可能性を広げることで
しょう。
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国内市場）。GfK 拡大推計デー
タ（チャネル：家電量販店・イ
ンターネット・携帯専門店）によ
ると、スマホはカメラ機能訴求に
よる差別化が進んでおり、2018
年の平均画素数は、外側にある
カメラは 1,380 万画素、内側の
カメラは 710 万画素となってい
ます。前者の高画素化は鈍化、
逆に後者は自撮りの画質向上に
伴いアップしている傾向にあるよ
うです。加えて、異なる焦点距離
での撮影を可能としたデュアルレ
ンズ搭載モデルの数量構成比が、
2017 年の 12％に対して 2018
年は 28％にまで拡大しています。

東京オリンピック効果で
撮影需要はどこまで拡大？

　 イメージング 関 連 機 器 は、
2019 年もマイナス成長が継続す
る見込みで、販売数量は前年比

フォトレボリューション時代へ

「NEXT10」への挑戦

女性層の来場者は増加傾向にあり2019 年は 3 割近くにまで達した

Go to 2020
詳細情報は 11.27（Wed）開催概要説明会で !!

①



フォトネクスト2020通信誌Vol.12

しが感じられませんが、各年代と
も「写真撮影および共有の機会」
は増えているようです。10 〜
20 代のインスタグラム利用率は
47％と世代別では 1 番高く、写
真共有の需要がますます拡大す
る可能性があります。また子育て
世代は 4,000 万人と言われてお
り、家族のさまざまなイベント時
に撮影、フォトブックをはじめプ
リント需要も高まると予測されて
います。なおフォトブック市場は、
2010 年の 365 万冊から 2018
年は 1,000 万冊にまで拡大して
います（出典：日本フォトイメー
ジング協会）。
　さらに、アクティブシニア層
は 3,500 万人いると見られてお
り、写真撮影・プリントの行動者
率（65 歳以上）は 2006 年の
12％から2016 年は 14％と増え
ています（出典：内閣府「平成
28 年社会生活基本調査」）。こう
したことに加え、2020 年は東京

-12％の約 410 万台と予測され
ています（GfK 推計値・国内市
場）。前回の増税時は、増税後に
カメラ需要が低下しました。レン
ズ交換式カメラ販売の数量トレン
ド（シーズナリティの影響を除い
た季節調整済みの販売数量）を
見ると、増税後に嗜好品への消
費マインドの低下が見られまし
た。今回もその可能性が高いと
予測されていますが、果たしてど
うなるのでしょうか。
　日本の人口が減少し、少子高
齢化がますます顕著となるなか、
カメラタイプ別の購入者属性を見
ても、「フルサイズの購入者層は、
現状では限定的」と見られていま
す。家電製品購入者調査（調査
主体：GfK インテージ、調査方法：
インターネット定量調査）では、
フルサイズの購入者は 50 代以上
の男性、カメラ上級者に偏向して
います。
　こうして見ていくと、明るい兆

オリンピックによる撮影機会の増
加、また今後各社から発売される
フラッグシップモデル、景気押し
上げによる消費増、訪日外国人
の増加などにより、一時的な押し
上げ効果が期待できます。オリン
ピックをはじめ、記録を残すこと
の重要性が再認識される絶好の
機会と捉えられます。

プリントの楽しみ方を
プロならではの視点で訴求

　前回は 10 周年の節目を迎える
にあたり、来場者アンケートを実
施しました。そのなかには「もっ
と撮影に関する機材を見たい」と
いうご意見がありました。フォト
ネクストはフォトビジネスの総合
展示会なので、出力関連のみなら
ず、入力関連のブース、とくに企
画展を軸とした提案にも力を入れ
ていく考えにあります。
　同じような企画を設けたくな

い、というのが主催者の基本的
な考え方です。前回は「ミ
ラーレスカメラ体感コー
ナー」を作りましたが、今
回は趣向を変え、さまざまな条件
下での撮影テクノロジーの可能性
に迫れるよう、それを体感してい
ただけるようなステージを設ける
予定です。
　また 2020 では、出力関連の
ソリューション提案を強化します。
詳細は追ってご案内いたします
が、一般的な店舗とは一線を画す

「次世代プリントショップ」像を
企画したいと考えています。たと
えば、ラスベガスのカジノを思い
浮かべてください。行ったことの
ある方ならご存知の通り、日中夜
問わず賑やかですよね。あ
あいった要素が写真屋に欠
けているとは思いませんか。
まったくジャンルが異なるから、
あそこまで華やかにする必要がな
いと考えるのは早計です。誰もが

2019 年は来場者数（受付で発行した入場証の実数）が 1 万人を突破 出展社数 119 社のうち新規出展は過去最大の 26 社に上った 2019 年

カメラの技術はこれからもますます進化しそう（写真は 2019 年ミラーレスカメラ体感コーナー） 2020 年も撮影した画像をアルバムなど形に残す価値提案に注力
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出力を体験できるという内容。ど
うでしょう、他の展示会ではなか
なか体感できない機会になるので
はないでしょうか。こうした要素を

「プリントステーション」と称し
て、あらゆる特色のあるプリント
体験を通じて、「写真を形に残す
ことの大切さ」を訴えます。顧客
の目線で考えた「NEXT プリント
ショップ」、業界をあげて、幅広
い視点で作り上げてみませんか。

他業界とのコラボによって
写真需要はどう変わる？

　もう 1 つ、主催者の構想にあ
るのが「他業界との連携による
フォトビジネスの拡充」です。前
回は、衣装関連会社をはじめ新
規出展が増加しました。そして
2020 年は、さらなる拡大に向け
て他業界とのコラボレーションに
よる企画を当てていく方針です。
　こちらも具体的な企画内容は

追ってご案内いたしますが、前回
の出展社アンケートに「もっと来
てほしい来場者層」という項目
を設けました。そこでは、美容、
フューネラル、ギフトといった業
界関係をあげる回答も少なくあり
ませんでした。冒頭で触れた通り、
多業種とのコラボにより、新たな
フォトビジネスを創出する可能性
は十分にあると考えます。
　たとえばフューネラル業界に目
を向けてみましょう。葬儀会場
の祭壇には遺影写真を飾ります。
基本的には 1 枚ですよね。でも、
1 枚しか飾ってはいけないという
規則はありません。だったら、何
枚でも飾っていいのではないで
しょうか。祭壇に限らず、パネル
にして故人の 10 代、20 代、30
代…と年代別に会場内に飾った
り、フォトブックや映像で偲ぶなど、

「写真葬」と名付けてもいいよう
な内容です。
　葬儀会社が中心となって行われ

気軽に、さまざまな目的で来店す
る。それこそが、小売店の
理想ではないでしょうか。
　主催者が考える次なる構

想は「プロプリント増大計画」で
す。データ販売時代からプロプ
リント創出時代へ、そのためのソ
リューション提案に注力します。
旧来の店舗づくりは終焉、スマホ
世代を中心とする、いままで写真
屋を利用したことのない顧客層を
獲得するための、次世代の写真
専門店の在り方、ショップづくり
にスポットを当てていきます。実
現に向けては、利用しやすいプリ
ントコーナーからオシャレな店内
装飾まで、関連各社の協力が不
可欠になりますが、ここで強調し

たいのは「プリントの楽し
みをプロならではの視点で
訴求する」ことです。

　フォトネクストの視点で考える
ならば、各社のプリンターが一堂
に集結し、さまざまなペーパーで

ている以上、実現は難しいという
声も耳にします。しかし、たとえ
ば地域に密着したフォトスタジオ
がイニシアチブをとって実行すれ
ばできないことはないのでは。保
守的ゆえに、なかなか踏み切れ
ないのであれば、そのモデルケー
スをフォトネクストで打ち出した
いと思っています。「文化がない
からやらない」という古い考え方
は、フォトネクストにはありません。

「文化がないなら創出する」それ
が「NEXT10」のキーワードに
なります。
　そのほかにも「写真を楽しむ」
という観点では、プリントのみな
らず 4K モニターなどで高精細画
像を鑑賞するギャラリー等、既存
のコーナーに新たな企画を設け
たいとも考えています。実際に体
感することで、商品化やサービス
展開、新しいショップづくりにつ
ながるために、企画展を軸とした
2020 年にご期待ください。

プリントの楽しさを体感できるコーナーを企画予定 3D をはじめとするシステムを取り入れることによって、写真の楽しみ方をさらに拡充

ドローンもテクノロジーのさらなる進化によって撮影ビジネスにもたらす影響は大きくなりそうだ これまでギャラリーでは紙焼きプリントの展示が中心、今後はディスプレイによる鑑賞も検討



「フォトレボリューション」時代へ！

カメラ・レンズのプロ向け修理・メンテナンス
やチューニングサービスを手がける株式会社
ピーディーエーギャロップ。同社代表の山下氏
は、フォトネクストに来場するとともに、会期中
に「PHOTONEXT で会いましょう」と称して
始まった懇親の場は、いまやフォトグラファーを
はじめ PHOTONEXT に関わる大勢の交流の
場として有名に。2019 年は新規ブース出展を
果たしました。そんな山下氏が、来場者として、
出展社として、さらにはプレゼンテーターとして、
さまざまな立場でフォトビジネスの「NEXT10」
をどのように捉えるか、熱く語ります ！

①みんなで語ろう近未来ビジネス〜フォトサミット〜
②NEXTプリントショップ〜高品位出力体験〜
③次代カメラの底力を実証〜撮影ビジネス拡充へ〜
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主要企画コンセプト一挙公開
次号予告

開催概要説明会を行います

● 本冊子は PHOTONEXT 関連トピッ
クをまとめた通信誌です。
● 2020 もさまざまな催しを企画。こ
こでしか見られない数々の企画展やセミ
ナー・イベントプログラムにご期待くだ
さい。最新情報は公式ホームページや

facebook、Twitter などで発信いたし
ます。
● PHOTONEXT に関するお問い合わ
せは主催事務局まで（TEL：03-3549-
1231、FAX：03-3549-1232、メール：
info@photonext.jp）。

主催団体 : 写真感光材料工業会
                日本フォトイメージング協会
                一般社団法人日本写真映像用品工業会

主催 : 株式会社プロメディア

特別協賛 :日本営業写真機材協会

パシフィコ横浜ABホール

2020年6月9日（火）〜10日（水）
会期決定 !  スケジュールに入れてください！！

出展社＆来場者の「NEXT10」
特別セッション実施

今後の方向性を指し示す

［来場者アンケート］［出展社アンケート］集計結果

①

※別紙の案内状をFAX（03-3549-1232）でお送りください。
※メール（info@photonext.jp）でのご出欠も受付しています。

日時 … 2019 年 11 月 27 日（水）14 時より（13 時半受付開始）

会場 … 東京消防庁スクワール麹町 3F 華の間
　　　  住所 : 東京都千代田区麹町 6-6　電話 : 03-3234-8739

株式会社ピーディーエーギャロップ
代表取締役　山下 亮 氏

www.photonext.jp
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