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［要約］ 

我が国において急速に進む少子高齢化は、消費需要の縮小、消費構成の変化等を通じ

て、各産業に大きな影響を与える可能性があるが、こうした影響については、必ずしも明

確になっておらず、産業界等においても、十分に認識されていない面がある。そこで、少

子高齢化の進展により消費の変化等が生じるなど、需要面等から主要な個別産業（自動車、

住宅、教育）への影響について、定量的、定性的な影響を把握することを目的とする。 

第１章 少子高齢化による影響に関する産業別の類型化 

第１節 少子高齢化による産業への影響について 

少子高齢化による個別産業に影響を及ぼす要因として、需要面では、人口の減少、所

得の減少や消費支出の減少による需要量、あるいは需要の総額への影響、供給面では、

労働力人口の変化による影響の他、既存の従業者の年齢構成の変化による影響などが想

定される。 

こうした少子高齢化による需要面や供給面での影響は、国内需要への依存の程度、あ

るいは輸出入の状況、主要な顧客層などによって、産業によって異なると考えられる。

そこで、少子高齢化による影響を、需要と供給の両面から検討し、その影響から産業の

類型化を行うと下図のようになる 

 

類型の分類について 

主に供給サイドの特徴からの分類 

分類の軸 
需要サイドと密着した供給体制が求

められる産業 

需要サイドから離れた状態での供

給が可能な産業 

子供・若年

層をターゲ

ットとする

分野が特定

されている

産業 

教育（若年向け、社会人向け、生涯

学習では、ターゲットが明確に分

離） 

福祉（児童福祉、学童保育、保育サ

ービス等はターゲットが明確） 

医療（小児科等） 

娯楽サービスの一部（子供用の映

画、キッズ系エンタテイメント） 

出版・印刷関連の一部 

（子供や児童をターゲットとする専

門型商業） 

衣料（子供服など） 

生活雑貨の一部（子供をターゲッ

トとする例えば、学用品関連） 

教育関連雑貨（教科書など、教育

と密着した関連） 

自転車関連 

各種コンテンツ（特定の年齢層等

をターゲット、例えば、放送コン

テンツ等） 

娯楽製品各種 

主に需要

サイドの

特徴から

の分類 

特 に 子 供 ・

若 年 層 を タ

ー ゲ ッ ト と

す る 分 野 が

特 定 さ れ な

い産業 

（自動車関連サービス・販売） 

住宅（建築、リフォーム） 

娯楽サービスの一部 

出版・印刷関連の一部 

外食・中食産業 

各種商業（大型店等） 

自動車関連の製造 

家電製品 

住宅用部材・インテリア製品等の

製造 

家具類（輸送による一定の制約あ

り） 

情報通信機器 

光熱関連 

ソフトウェア産業 



 

※あくまで定性的な分類にすぎない。 

 

少子高齢化により、人口と年齢構成の変化、世帯数と世帯構成の変化、社会保障負担

の増加（支出行動の変化）を所与の条件とした場合に、個別産業の需要と供給はどのよ

うに、現状（2000 年頃）と違ってくるかを見極めるため、類型ごとに産業を抽出し、影

響について検討を行った。具体的には、自動車産業、住宅および関連の設備等、教育関

連（学校外教育を中心に）の３つの産業について検討を行うこととした。 

 

第２節 少子高齢化による家計への影響について 

少子高齢化による需要面からの産業全般への影響を把握するため、社会保障負担の増

加等による家計支出の動向に関するアンケート調査を行った。 

 

（1）調査の方法等 

調査方法：インターネットアンケート会員へのメール方式 

（なお、厚生年金の保険料負担による影響について把握することから、

会員として給与所得者として登録されている会員を対象に実施し

た。） 

調査時期：平成 16 年３月 

回収数 ：640 件 

 

（2）調査結果のまとめ 

アンケートでは、次のような点が明らかになった。 

○ 社会保障負担が増加することによって、現在と可処分所得が同じであれば、平

均で負担増加分の 74％程度の消費が減少する回答が得られた。少子高齢化により、

社会保障負担が増加すると、家計支出の削減に結びつき、需要減少に 7 割程度の

影響となってあらわれると想定される。 

○ 社会保障負担の増加による家計支出額減少への影響は、年収が少ないほど、ま

た、年代が若いほど大きくなっている。このため、社会保障負担の増加は、子供

を抱える若年世代の支出により大きな影響を与えることが見込まれ、子供に係る

支出感が増加し、さらに少子化が進む懸念もある。 

○ 社会保障負担が増加し、家計支出が減少した場合、支出減少が想定される具体

的な品目等を考慮すると、需要減少が見込まれる分野は、外食費を中心とした食



 

費、交際費やこづかいなどのその他支出、旅行費用、家電製品などの家具・家事

用品、自家用車の購入・維持費用などである。 

  一方、需要の減少への影響が少ないと見込まれる分野は、子供、および、子供

以外の教育費（子供の学校外教育費（塾など）や子供以外の教育費（生涯学習費

など）含む）、外食費用を除く食費などである。 

  さらに、支出の対象からみると、子供関連の需要は、子供１人当たり支出額で

考えると、最も影響を受けにくい分野となっている。 

 

第２章 少子高齢化による自動車産業への影響 

第１節 少子高齢化による自動車産業への影響に関する仮説の検討 

少子高齢化による自動車産業への影響について、少子高齢化と人口減少に起因する減

少から導かれる影響項目と、その他の要因等をもとに、影響の状況を下図のように整理

した。 
 

自動車産業 

 

 

第２節 少子高齢化による自動車産業への影響に関するシミュレーション 

自動車の需要推計を、以下のような考え方のもと長期的な推計を行った。 
 

［生産の３要素］

少子化 人口減少 

少子高齢化・人口減少 

情報化 

その他の動向 

• 退職金の支払 
• 多くの資産を 
有する高齢者 

社会保障 

費用の増加 

通信費の 

増加 

所得総額

の減少 

他の支出の増加 
（自家用車の維持･管理費

用を考慮する必要あり） 

代替品への転換
（自家用車 vs ﾚﾝﾀｶｰ､

ﾀｸｼｰ､公共交通）

一台あた
りの単価
の変化 

人口減少に

よる需要減

輸出による需要増は考えない 

自動車産業へのインパクト

生 産 

資 本 自 然 労 働 

雇 用 

外国人労働者のことは考えない

海外生産のことは考えない 業務用トラックのことは考えない 

環境意識の向上 

自家用車を減らす

か？高価なｴｺｶｰに

転換するか？ 

価値観･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの多様化

ｴｺｶｰのよう
に単価の 
高い自家用
車の普及 

自家用車の保有率 
（地方と大都市で自家用

車への依存度が異なる）

消 費 

買替頻度 
（1/利用期
間）の変化 

高齢化 



 

自動車（自家用乗用車）需要推計の基本的考え方 

 

このうち、運転免許保有率については、1995 年と 2000 年の年齢別免許保有率をもと

に、コーホート法で将来の年齢別免許保有率を推計した。なお、16～19 歳については男

女全体の免許保有率の伸び率（1.020：1995～2000 年）を用いて推計した。また、免許

保有者の車保有率は、現在と変わらないものと想定した。 

推計の結果、国内での年間販売台数のピークは 2010 年で年間 493 万台、その後は少子

化に伴う世帯数の減少や高齢化により減少し、2050 年には 390 万台に縮小すると推計さ

れた。 

また、本調査で実施したアンケートから、自動車の運転や保有を続ける年齢について

の回答結果を用いて、高年齢時の運転免許保有率や免許保有者の車保有率を仮定した場

合には、2050 年の年間販売台数は 357 万台と、さらに縮小すると推計された。 

 

自動車関連支出 

世帯数 

［現在～将来］ 

自家用車保有率 

買い換え 

頻度 

新車購入 

単価 
× ×

× 

世帯主 

年齢別 

運転免許保有率 

 

［現在～将来］ 

（男女年齢別） 

免許保有者の

 

車保有率 

車保有世帯の

 

平均保有台数
× ×

• 世帯類型別（二人以上／男
単身／女単身） 

• 世帯主年齢別 
• 地域別（２大都市圏／その
他） 



 

世帯主年齢別乗用車販売台数の推計 
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第３節 少子高齢化による自動車産業の影響に関するとりまとめ 

推計の結果、国内における自家用車の年間販売台数は、2005 年から 2010 年にピーク

を迎え、その後少子化の進展により、2050 年には 360～390 万台と、現在より 100 万台

以上、約２割減少すると推計された。 

この結果から、輸出や海外生産等による影響はあるものの、少子高齢化は世帯構成の

変化等を通じて、国内自家用車市場の縮小を生じ、わが国の経済全体にも大きなインパ

クトをもたらすといえる。 

一方、年齢別の推計結果をみると、年齢構成の変化に伴って、若年層の台数が大きく

減少し、70 歳以上の高齢層の台数のみが増加するという結果になっている。 
 

第３章 少子高齢化による住宅産業への影響 

第１節 少子高齢化による住宅産業への仮説の検討 

少子高齢化による住宅産業への影響については、①人口減少とこれに続く世帯減少に

伴い持家、借家の住宅建設戸数がどの程度となるか②住宅ストックの増加に伴い建替需

要戸数は建設戸数のどの程度を占めるか③高齢化に伴いバリアフリー化などリフォーム

需要はどうなっていくか④少子化に伴う長男・長女化による住宅の相続の増加はどの程

度影響を及ぼすか、以上 4 点を各種統計やアンケート結果を用い、定量的に検討を行っ

た。 
 



 

少子・高齢化が住宅産業に及ぼすインパクトのイメージ 

 
 

第２節 少子高齢化による住宅産業への影響に関するシミュレーション 

少子高齢化の進展に伴い、世帯数は 2015 年をピークに減少し、2030 年以降減少傾向

は強まっていく。このなかで持家、借家とも住宅建設戸数は大きく減少していくことと

なり、2050 年の持家建設戸数は 2000 年水準に較べ、6 割弱の水準にまで低下する。借家

は劣化が早いため建替えが多いものの、やはり減少を続け、2050 年には 2000 年対比で

約 6 割となる。 

また、持家、借家ともに長寿命化が進んだ場合には建設戸数はさらに減少することと

なる。加えて、相続される住宅が今後は増えていくことが予想されるが、これもまた建

設戸数の減少要因となる。 

相続の影響では、相続が増えるほど借家からの持家への住替えを行う世帯のなかで、

持家を購入しない層が増加することになるため、相続する住宅の増加は持家需要を減少

させる方向に作用すると考えられる。住宅の相続が持家建設戸数を低下させる比率は 4

～5％と推計される。しかし、他方で建替えやリフォーム需要は増加することになる。 

高齢化に伴い、バリアフリー化など高齢者に対応した住宅リフォーム需要は 2035 年ま

で徐々に高まっていく。インターネットアンケートによればバリアフリー化など高齢者

少子化 人口減少 

少子高齢化・人口減少 

住宅ストック

（築年数別）

高齢世帯の増加 
長男･長女世帯

の増加 

築年数別建替え率 

リフォーム需要増

（高齢者向け、３

世代居住） 

相続資産の保有 

↓ 

借家／別荘等の需要

の増大 

新規住宅需要減少
（量的な需要減）

住宅設備等関連需要

の減少 

住宅及び関連産業へのインパクト

・ 少子化は住宅需要の質をどう

変えていくか 

・ 住宅の量的需要はどれほど減

少するか 

建替え住宅需要 
建替え→リフォーム

（住宅の長寿命化）

住宅需要の多様化 

世帯増の鈍化・減少

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙによる居住意識の変化

住宅投資/関連投資の減少

（新築需要/建替え需要）

産業雇用の減少 

住宅需要の多様化 
（安心・安全住宅、ペット共生

型住宅、フレキシブル（可変

型）住宅等多様化への対応 

住宅は質向上、高

額化するか  
住宅／設備等何に

金をかけるのか 

持家・借家別戸あた

り住宅面積／面積あ

たり単価 

高齢化 



 

向け改修等を行う意向は高く、リフォーム需要は今後高まる可能性が高い 

最後に住宅建設に伴う住宅投資額は、建設戸数同様 2020 年以降では大きく減少してい

く。この住宅投資額による関連産業への波及効果をみると、2001～2005 年の 213 兆円か

ら 2046～2050 年には 115 兆円と約 46％減少し、住宅建設戸数と同様に 2050 年には大き

く低下していく。 
 

住宅建設投資額の推移 

単位：千戸、10億円
2001-05年 2006-10年 2011－15年 2016-20年 2021-25年 2026-30年 2031-35年 2036-40年 2041-45年 2046-50年

貸家建設戸数 2,418 1,951 1,915 1,935 1,977 1,842 1,711 1,588 1,526 1,464
持家建設戸数 4,069 3,729 3,476 3,017 2,950 2,630 2,510 2,290 2,227 2,142
建設戸数計 6,487 5,680 5,390 4,952 4,926 4,472 4,221 3,878 3,753 3,606
貸家建設額 22,853 18,436 18,095 18,287 18,679 17,407 16,166 15,009 14,420 13,834
持家建設額 84,633 77,559 72,294 62,752 61,352 54,702 52,208 47,630 46,331 44,562
建設額計 107,486 95,994 90,388 81,038 80,031 72,109 68,374 62,638 60,750 58,396

 

三菱総合研究所推計 
 

関連産業への波及額の推移 

単位：10億円

2001-2005年 2021-2025年 2046-2050年

製材・木製品関係 14981.9 11056.8 8055.6 7.0 7.0 7.0
窯業・土石製品 5123.6 3838.0 2803.3 2.4 2.4 2.4
鉄鋼 6875.7 5153.6 3764.6 3.2 3.3 3.3
非鉄金属・金属製品 11862.1 8847.3 6457.4 5.6 5.6 5.6
化学製品・機械・機器 6286.6 4689.7 3423.0 3.0 3.0 3.0
その他の財 14120.6 10500.0 7659.7 6.6 6.6 6.6
建設 108362.3 80684.9 58872.7 51.0 51.0 51.0
商業・運輸 21911.8 16310.5 11900.6 10.3 10.3 10.3
その他のサービス 23045.2 17195.3 12551.2 10.8 10.9 10.9

計 212569.7 158276.1 115488.1 100.0 100.0 100.0

2001-2005年を
100とした指数

100.0 74.5 54.3

2001-2005年 2021-2025年 2046-2050年
構成比（％）

 

 

第３節 少子高齢化による住宅産業の影響に関するとりまとめ 

少子高齢化によって、住宅の建設戸数は、持家、貸家ともに減少する一方、高齢化に

よりリフォーム需要は一定の増加が期待される。また、住宅関連の設備や機器等の需要

は、住宅の建設戸数の減少と同様に減少していくことが見込まれ、2000 年と 2050 年を

比較すると概ね半減していくと予測される。 

第４章 少子高齢化による教育産業への影響 

第１節 少子高齢化による教育産業への仮説の検討 

少子高齢化による教育産業への影響について、少子高齢化と人口減少に起因する減少

から導かれる影響項目と、その他の要因等をもとに、児童・生徒数の変化と一人あたり

教育費の変化から市場規模を推計する。 

主として小中高等学校の児童・生徒に関連する教育産業を主たる対象とした。 
 



 

少子・高齢化が教育産業にもたらすインパクトのイメージ 

 

 

第２節 少子高齢化による教育産業への影響に関するシミュレーション 

生徒・児童一人当たりの学習費（需要額）と生徒・児童数から、教育産業（学校教育

と学校外教育）の市場規模を推計すると、全体で８兆円（1994 年）から６兆円（2002

年）程度の市場規模と推計された。このうち学校教育費が３兆円（2002 年）、学校外活

動費が 3.3 兆円程度となっている。 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計をもとに、将来の生徒・児童数から、小中

高の公私立別生徒・児童数を推計し、子ども１人当たりの学習費について、３つのパタ

ーンを設定し、学習市場の規模を推計した。 

パターン１：1994 年～2002 年の年間学習費の平均伸び率の傾向が維持されると仮定

（子どもの学習費調査より） 

パターン２：世帯あたりの子ども数の減少に応じて、子ども１人当たりの年間学習費

が増加すると仮定 

パターン３：アンケート調査でえられた子どもの数が減った場合の１人当たりの教育

費を増やす意向の平均増加率で学校外教育費が増加すると仮定 

その結果、2000 年には約６兆９千億円と推計される教育関連産業市場は、その後１人

当たりの教育費単価の上昇等はみられるものの、少子化による市場縮小圧力は強く、市

場そのものは縮小していき、2025 年には５兆円から５兆７百億円程度になると推計され

る。そのうち、学校教育費、塾や家庭教師、習い事等の学校外活動費は、下表のように

孫へのおこづかい

（金額・機会）増加
１世帯あたりの 

子どもの数の減少

教育産業へのインパクト 

 

・小中高校市場が縮小するなかでの、学校数・教職員数等への影響 

・「お子様」への教育費としての塾産業、その他の教育産業への影響 

１人あたりの教育関連消費額の変化 

（全体額の増加、質的変化） 

高齢化 少子化 人口減少 

少子高齢化・人口減少

高齢世帯の増加 生徒・児童数の減少



 

なると推計される。 
 

学習市場規模の推計（パターン１～３） 

2000 2005 2010 2015 2020 2025
ﾊﾟﾀｰﾝ１ 6,907,540 6,195,902 5,938,375 5,710,770 5,383,725 5,008,961
ﾊﾟﾀｰﾝ２ 6,907,540 6,305,851 6,036,247 5,797,291 5,457,851 5,070,835
ﾊﾟﾀｰﾝ３ 6,907,540 6,256,086 5,991,949 5,758,130 5,424,300 5,042,830

（単位：百万円）

 

資料：子どもの学習費調査等をもとに三菱総合研究所推計 
 

うち学校教育費の推計（パターン１～３） 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
ﾊﾟﾀｰﾝ１ 3,084,743 2,710,332 2,597,680 2,498,117 2,355,054 2,191,117
ﾊﾟﾀｰﾝ２ 3,084,743 2,758,429 2,640,493 2,535,964 2,387,480 2,218,184
ﾊﾟﾀｰﾝ３ 3,084,743 2,716,354 2,603,082 2,502,804 2,359,048 2,194,467

（単位：百万円）

 

資料：子どもの学習費調査等をもとに三菱総合研究所推計 
 

うち塾や家庭教師、習い事等の学校外活動費の推計（パターン１～３） 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
ﾊﾟﾀｰﾝ１ 3,399,494 3,023,627 2,897,953 2,786,880 2,627,281 2,444,394
ﾊﾟﾀｰﾝ２ 3,399,494 3,077,282 2,945,715 2,829,103 2,663,455 2,474,589
ﾊﾟﾀｰﾝ３ 3,399,494 3,036,365 2,909,381 2,796,798 2,635,730 2,451,481

（単位：百万円）

 

資料：子どもの学習費調査等をもとに三菱総合研究所推計 
 

第３節 少子高齢化による教育産業の影響に関するとりまとめ 

以上のように、少子化の進展に伴い、教育産業（学校教育と塾等の学校外教育）の市

場規模は徐々に縮小する予測結果となった。 

教育関連の支出は、子どもの数が減ると、１人あたりの子どもにかける単価は高くな

っており、少子化の進展により、こうした傾向は今後も続くとみられ、将来的にも約１

割程度、単価が上昇する可能性がある。 

アンケート結果に見られるように、将来、社会保障負担が増加した場合にも、子ども

の学校外教育費をはじめとした教育費の支出は、減少しないことが見込まれる。また、

子ども以外の生涯学習等の教育関連支出も、減少しないことが見込まれる結果となって

おり、子ども向けの教育関連のみならず、生涯学習や社会人教育などの分野での教育関

連市場への展開が期待される。 

 

 

  
 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 


