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＜博報堂消費トレンドレポート２００４＞ 

  ヒット商品に見る 2004 年の消費トレンドは 

『自信動力』消費 

企業と生活者の自信回復が消費を突き動かす原動力となった 
 

 博報堂研究開発局では、毎年、生活者の日々移り変わる消費現象のなかに秘められた特徴的なトレンド

について研究しております。本年も、ヒット商品などから分析し、今年の消費トレンドを「『自信動力』

消費」と名づけた「消費トレンドレポート 2004」をまとめましたので、ご紹介申し上げます。 

 

 昨年から回復の兆しを見せ始めた日本経済は、今年も好調傾向が続き、個人消費市場でも多くのヒット

商品が誕生しました。研究開発局が行った「ヒット商品調査 2004」でも、「将来への不安感が緩和」「価

格の拘束力が弱くなり」「ヒット商品が多かった」と生活者が捉えている事がわかりました。 

 これら生活者データやヒット商品分析により、バブル崩壊以降、後ろ向きな発想に支配されていた日本

全体にようやく活気がよみがえり、前向きに新たな一歩を踏み出した企業や生活者の姿が浮かび上がりま

した。 

 

 博報堂では、こうした V字回復の起点となりうる今年の消費傾向を「自信動力」消費と名づけました。 

 企業は、業績の回復を背景に、守りの姿勢から独自の強みに対する「自信」を回復し、攻勢に転じまし

た。一方生活者は、企業の自信回復に加えて、「世界レベルの日本人の活躍」から力を得て、不安が支配

的だった気分から「自信」を取り戻すきっかけを掴みました。この「自信を原動力」に、日本の元気を体

現するような商品が次々と提供され、生活者に支持されることで市場が活気づいた 2004 年だったと言え

そうです。 

 本レポートでは、これをさらに「日本の匠」「老舗」「エルダー」「脱・欧米」「琴線」「ハレ」という６

つの動力の傾向に分類し、以下にご説明いたします。 

 

＜「自信動力」消費の６つの傾向＞ 

① 「日本の匠」動力…日本ならではの最先端技術をストレートに表現した次世代型商品 
：「薄型大画面テレビ」「ＤＶＤ/ＨＤＤレコーダー」「デジタル一眼レフカメラ」「ななめドラム式洗濯
機」・・・など 

② 「老舗」動力…古くからある強いブランド力を独自の手法で活用した商品 
：「高級セダンブランドのモデルチェンジ」「完全リニューアルした超ロングセラー食品ブランド」「人気

ドラマをテーマにした即席麺」「老舗と共同開発した飲料」・・・など 

③ 「エルダー」動力…ゆとりあるエルダー層に支持された贅沢な高価格商品 
：「タワーマンション」「リッチな海外旅行」「木の振動板のスピーカー」「チルドタイプのプレミアムビー
ル」・・・など 

④ 「脱・欧米」動力…欧米的価値観から脱却し、日本的価値観を再認識させるような現象や商品 
：「イチロー」「ハルウララ」「日本固有の食材」「アジアをコンセプトにしたヘアケア商品」「負け犬の遠
吠え」・・・など 

⑤ 「琴線」動力…喜怒哀楽を楽しむ気持ちの余裕が生んだ、心の琴線にふれるコンテンツ 
：「冬ソナ」「セカチュー」「往年の名作のリメイク」「牡丹と薔薇」「ピン芸人」・・・など             

⑥ 「ハレ」動力…盛り上がり願望が生んだブーム現象 
：「アテネオリンピック」「マツケンサンバ」「ハッスル！ハッスル！」「花火グッズ」・・・など 

 

 詳細につきましては、次ページより＜資料編＞としてご紹介しております。 



＜資料編＞―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

Ⅰ. 生活者が感じた今年の消費の気分とヒット商品の傾向 

 

一般生活者６２８名を対象に今年１１月に実施した「博報堂 ２００４年ヒット商品調査」と、昨年同時

期に行った調査の結果を比較したところ、次のような傾向が読み取れました。 

（１） 経済や消費環境の回復感が増し、将来への不安感が和らいだ 

（２） 「価格」に束縛される意識がさらに弱まった 

   → 昨年の「消費トレンドレポート 2003『脱・カネしばり』消費」で分析した傾向が強まった 

※『脱・カネしばり』消費 ：2003 年は、バブルからデフレへと十数年にわたって「価格」

に束縛されてきた価値観から抜け出し、心の余裕や常識からの逸脱を楽しむ自由な発想か

ら生まれた商品がヒットした 

（３） ヒットしたと思える商品や購入意欲をそそる商品が多かった 

 

（１） 経済や消費環境の回復感が増し、将来への不安感が和らいだ 

 

■「昨年に比べて、経済や消費に明るい兆しが見え出した」という人が増加 

→ 昨年の 19.8％から今年は 28.2％へ 

2004 年 

2003 年 

どちらともいえない そう思う 

51.0% 
そう思わない 

36.5% 
そう思わない 

35.4% 

29.3% 
どちらともいえない 

19.8% 
そう思う 

28.2% 

  ■「将来への不安感が昨年に比べて増えた」という人が減少→ 昨年の 50.5％から今年は 42.8％へ 
 

増えた 
50.5％ 

42.8％ 
増えた どちらともいえない 

49.4％ 
減った 
7.8％ 

42.4％ 
どちらともいえない 減った 

7.1％ 

 
2004 年  

 

 

 

 2003 年 

 

 

（２） 「価格」に束縛される意識が弱まった 

調査結果は下記の通り。実際のヒット商品を見ても、低価格を特徴とした商品に比べて、高価

格を特徴とした商品のほうが多かった。 

 

■「昨年に比べて、価格をあまり気にしなくなった」という人が増加 

   → 昨年の 13.5％から今年は 17.8％へ 

そう思う どちらともいえない そう思わない 

そう思わない どちらともいえない そう思う 

63.5％ 

59.5％ 

23％ 

22.6％ 

13.5％ 

17.8％ 
2004 年 

2003 年 



■「昨年に比べて、高額品を買うことに抵抗感が少なくなった」という人が増加 

→ 昨年の 19.3％から今年は 24.7％へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 年 

2003 年 
そう思う どちらともいえない そう思わない 

そう思わない どちらともいえない そう思う 

54.5％ 

49.6％ 

26.2％ 

25.8％ 

19.3％ 

24.7％ 

（３） ヒットしたと思える商品や購入意欲をそそる商品が多かった 

調査結果は下記の通り。実際のヒット商品を見ても、昨年に比べて大型のヒット商品や、国民

的ブームともいえる現象が多かった。 

 

■「今年流行ったと思う商品・サービスが、例年に比べて多かった」という人が増加 

   → 昨年の 27.8％から今年は 36.9％へ 

2004 年 

2003 年 
少なかった どちらともいえない 多かった 

少なかった どちらともいえない 多かった 

4.8％ 

5.6％ 

67.4％ 

57.5％ 

27.8％ 

36.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「昨年に比べて、欲しいと思う商品・サービスが増えた」という人が増加 

  → 昨年の 27.3％から今年は 35.2％へ 

 

減った どちらともいえない 

減った どちらともいえない 

13.2％ 

12.9％ 

59.5％ 

51.9％ 

27.3％ 
増えた 

35.2％ 
増えた 

 

2004 年  

 

 

 

2003 年  

 

 

 
博報堂「2004 年ヒット商品調査」 

 
調査地域：首都圏、関西圏 

調査対象：15－69 歳男女 合計 628 名 

（男性 321 名、女性 307 名） 

実施期間：2003.10.28－11.4   

調査方法：博報堂Ｈｉ－ｐａｎｅｌ 調査 

       （インターネット調査） 

博報堂「2003 年ヒット商品調査」 

 
調査地域：首都圏、関西圏 

調査対象：15－69 歳男女 合計 622 名 

（男性 321 名、女性 301 名） 

実施期間：2003.10.30－11.5   

調査方法：博報堂Ｈｉ－ｐａｎｅｌ 調査 

（インターネット調査） 

 

 



Ⅱ. 「自信動力」消費の６つの傾向 

                                                     
① 「日本の匠」動力…日本ならではの最先端技術をストレートに表現した次世代型商品 
 
2004 年は、企業の積極投資、競争の激化に加えて、アテネオリンピックという最大級の商機を得て、
「新・三種の神器」といわれるデジタル家電がますます活気づいた。「薄型大画面テレビ」や「ＤＶ
Ｄ/ＨＤＤレコーダー」は機能強化がますます進み、デジカメでは「デジタル一眼レフカメラ」が本
格的に市場を形成し始めた。白モノ家電の世界でも、「ななめドラム式洗濯機」など、従来の常識を
覆すアイデアを見事に形にした商品がヒットした。いずれも、他国の追随を許さない、日本企業なら
ではの発想と技術力によって開発された骨太の自信作であり、今年の日本の元気を象徴するヒット商
品となった。 

 
② 「老舗」動力…古くからある強いブランド力を独自の手法で活用した商品 
 
2004年は、自動車各社のフラッグシップブランドともいえる「高級セダンブランドのモデルチェンジ」
や「完全リニューアルした超ロングセラー食品ブランド」など、大型ブランドの大規模なリニューア
ルが目立つ年だった。また、「人気ドラマをテーマにした即席麺」「老舗と共同開発した飲料」など、
いわゆるコラボレーション型の新商品開発もさかんに行われた。いずれも、古くて強いブランド力の
活用に入念な工夫を施し、生活者に新鮮な驚きを提供できた点がヒットする要因となった。 
 

③ 「エルダー」動力…ゆとりあるエルダー層に支持された贅沢な高価格商品 
 
2004 年は、デフレ感の後退を感じさせるような高価格なヒット商品が数多く誕生した。一億円以上
の「タワーマンション」や数百万から数千万という「リッチな海外旅行」など、バブル再来を思わせ
るような超高額商品が話題になった。また、「木の振動板のスピーカー」や「チルドタイプのプレミ
アムビール」など、高い趣味性をもった商品も人気を集めた。いずれも生活にゆとりを取り戻したエ
ルダー層が購買の中心になっており、高価格市場が確実に復活し始めた感を抱かせるヒット商品だっ
た。 

 

④ 「脱・欧米」動力…欧米的価値観から脱却し、日本的価値観を再認識させるような現象や商品 
 
2004年は、「日本」のもつ価値が再認識された年だった。「イチロー」の活躍はいうまでもなく、豆乳
やにがり、黒酢など「日本固有の食材」が注目されたり、「アジアをコンセプトにしたヘアケア商品」
のように、茶髪に慣れた日本人に黒髪の美しさを再認識させる商品もヒットした。「ハルウララ」現
象や「負け犬の遠吠え」などは、勝つことに執着する風潮に対するアンチテーゼ、日本的判官びいき
によるヒットという見方もできるかもしれない。いずれにしても、これらのヒットの背景には、バブ
ル崩壊以降、欧米的価値観に走りすぎたことに対する反作用と、日本に対する自信の回復がある。 
 

⑤ 「琴線」動力…喜怒哀楽を楽しむ気持ちの余裕が生んだ、心の琴線にふれるコンテンツ 
 
2004 年は、愛、涙、笑いなど、人間感情の原点に潜む琴線に触れるようなコンテンツが数多くヒット
した。「冬ソナ」や「セカチュー」が流行語になるほどの話題をさらい、「砂の器」「白い巨塔」など
の「往年の名作のリメイク」や、ドロドロの愛憎劇「牡丹と薔薇」が人気を博した。お笑いの世界で
も、ユニークな「ピン芸人」が続々誕生し、久々のお笑いブームを巻き起こした。これまで表情もこ
わばりがちだった生活者が、心の起伏を素直に楽しむ余裕を取りもどしたともいえる現象だった。 

 
⑥ 「ハレ」動力…盛り上がり願望が生んだブーム現象 
 
2004年は、「アテネオリンピック」の盛り上がりが象徴するように、国民全体でハレを楽しむ気分が
復活した年だった。「マツケンサンバ」の流行は、まさにお祭り気分の発散であり、「ハッスル！ハッ
スル！」は日本人に熱い活力を注入した。記録的な猛暑となった夏には、若者を中心に浴衣や携帯蚊
取り器などの「花火グッズ」が人気になった。社会現象になるような大きなブームが、久しぶりに多
い一年だった。 

 

 

  
この件に関するお問い合わせ先      博報堂  広報室  宮川 西村  ｔｅｌ 03-5446-6161 

 研究開発局  田村 関   ｔｅｌ 03-5446-6177  


