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音楽ソフト

2015年上半期状況

＜概 況＞
前年に続いてアルバム売上が続伸
CDシングルとCDアルバム、そしてDVDと
Blu-ray Disc（以下BD）の音楽映像作品を総
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合した音楽ソフトの2015年上半期状況は、売

期比は97.6％と減少を示し状況は決して楽観
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オーディオソフトの当期売上額は1081.1億
円、前年同期比は101.1％と微増。しかし、

音楽ソフト 盤種別売上構成(金額)

売上枚数は4575.4万枚、前年同期比は97.3.％

Blu-ray

となった。音楽ソフト全体と同じ傾向を示し
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オーディオソフト売上の影響を強く受けたも
のと考えられる。
その内、シングルの売上額は289.4億円で

アルバム
54.2%

前年同期比は99.9％とほぼ前年並だが売上枚
数は2184.7万枚で前年同期比101.8％と増加
傾向となった。100万枚超えのセールスと

展開が一層強化されている。単価設定も通常

なった「僕たちは戦わない」や「Green

盤より高額になることから売上枚数は前年に

Flash」のAKB48、また「青空の下、キミのと

届かなかったが売上額では前年同期を上回る

なり」と「Sakura」の2作が50万枚超のセー

減少が起こったと考えられる。

ルスとなった嵐など、期待されるアーティス
トの手堅い売上が支えた結果とみられる。
一方、アルバムの状況はシングルと異なり

音楽映像ソフトの状況は、売上額が378.9
億円で前年同期比は99.8％。売上枚数は
560.0万枚で前年同期比は100.0％と横ばいと

売上額は791.7億円、前年同期比は101.5％と

なった。BDの売上額は145.1億円、前年同期

なった。売上枚数は2390.7万枚で前年同期比

比は112.7％となった。一方、DVD売上は

は93.5％である。三代目 J Soul Brothers from

233.9億円で前年同期比は93.2％。DVDの落ち

EXILE TRIBEの『PLANET SEVEN』や

込みは緩やかになり、BD売上の伸長と均衡し

Mr.Childrenの『REFLECTION』といった当期売

たことで、メディアのシフトもバランス良く

上の上位作品でも顕著だったように限定盤の

推移していることがうかがえる。
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割を超える伸びを記録していたが、その伸長

＜ジャンル別状況＞
『アナ雪』反動強く「J-POP」以外で苦戦

分を差し引いても減少幅が拡大しており前年
から一転、注意が必要な市場となった。

シングル、アルバムともに強力なタイトル
を擁したこともあって「J-POP」売上が好調

＜メーカー別状況＞

な推移をみせた。「J-POP」のオーディオと

ジェイ・ストーム、トイズが躍進

音楽映像ソフト合計の売上規模は1176.7億円
で前年同期比は106.8％。シングルでは5月発

エイベックス・グループを筆頭にソニー・

売のAKB48「僕たちは戦わない」は期内売上

ミュージックエンタテインメント、ユニバー

177.8万枚・21.4億円を売り上げ、アルバム

サル ミュージックの上位3強体制は前年から

では三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

変わっていない。ジェイ・ストームはオー

の『PLANET SEVEN』のセールスが82.7万

ディオ売上こそ当期減少しているが音楽映像

枚・42.7億円を記録しオーディオ面から「J-

ソフトの売上が前年同期比で150％以上とな

POP」市場をけん引することになった。音楽

る伸びをみせたことで4位に上昇している。

映像作品からも嵐の『ARASHI BLAST in

また、トイズファクトリーは前年の売上規模

Hawaii』がDVD売上で34.6万枚・21.9億円、

から倍増以上の伸びを記録し6位となった。

BD売上も29.2万枚・18.7億円を記録し、その

Mr.Childrenの『REFLECTION』やSEKAI NO

合計売上額は40.7億円になり映像ソフト面の

OWARI『Tree』といったアルバム売上の貢献

強力な支えになったといえる。

が大きかったようだ。

それとは反対に苦戦したのが「洋楽」市場
だ。売上額は83.0億円で前年同期比は64.5％

音楽ソフト売上額上位メーカー10社

である。もっとも前年上半期は2014年年間

(シングル･アルバム･音楽DVD･音楽BD合計)

を通してムーブメントを築いた『アナと雪の
女王』のオリジナル・サウンドトラックが大
ヒット。それによって「洋楽」市場全体で2
音楽ソフト総売上額におけるジャンル構成
ジャンル

J-POP

売上額

前年

(百万円)

同期比

構成比

メーカー名

売上額

前年

(百万円)

同期比

エイベックス・グループ

27,259.3 103.4%

ソニー・ミュージックエンタテインメント

19,408.9 103.1%

ユニバーサル ミュージック

14,027.0

ジェイ・ストーム

11,436.7 128.4%

キングレコード

10,499.6

84.8%

117,672.0

106.8%

80.6%

演歌・歌謡

3,180.8

80.8%

2.2%

トイズファクトリー

7,852.2 217.9%

洋楽

8,299.8

64.5%

5.7%

ビクターエンタテインメント

7,637.1 119.5%

ジャズ・クラシック他

4,744.8

88.1%

3.2%

ポニーキャニオン

4,828.0 115.8%

12,104.2

96.9%

8.3%

ワーナーミュージック・ジャパン

4,461.5

88.2%

146,001.5

100.8%

100.0%

日本コロムビア

3,394.7

97.4%

アニメ・サントラ他

合計
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映像ソフト

2015年上半期状況

＜概 況＞
BD売上が過去最低の伸び率に
2015年上半期の映像ソフト市場の状況は、
Blu-ray Disc（以下BDと略）とDVDの総売上額
は1141.1億円と前年同期比を93.8％とした。
総売上枚数は1885.4万枚で前年同期比は
90.1％である。BDや音楽映像ソフトなどの比
較的廉価盤の少ないメディアやジャンルでの
売上拡大によって売上額の減少幅を抑えた
が、売上枚数では2年連続で約10％の減少と
なっている。
盤種毎の状況は、BDの売上額が567.2億円
で前年同期比は101.8％。売上枚数は716.3万
枚で前年同期比は99.0％となった。「音楽」
を筆頭に「邦画」や「洋ドラマ」といった
ジャンルで売上が増加している。音楽映像作
としては、嵐の『ARASHI BLAST in Hawaii』
が期間内売上として29.2万枚・18.7億円を売
り上げ「音楽」ジャンルをけん引した。また
「邦画」でも嵐が主演した映画『ピカ☆★☆
ンチ LIFE IS HARD たぶん HAPPY』が9.6万
枚、6.9億円を売り上げるなど当期映像市場
の顔という活躍をみせている。「洋ドラマ」
は人気作『24-TWENTY FOUR-』から最新シ
リーズがジャンル売上をけん引した。一方
で、「洋画」や「アニメ」といった映像ソフ
トの主力ジャンルでは売上の伸び悩みが目
立った。「音楽」でBDの展開が本格化してき
たこともあり市場の拡大も期待されていた
が、これらのジャンルが踊り場市場に差し掛
かりつつあるとすれば今後の状況は厳しくな
ることも考えられる。
DVDの売上は売上額で573.8億円、前年同
期比は87.1％となった。売上枚数は1169.1万
枚で前年比は85.4％である。映像ソフトの主
力メディアがBDに移行していく過程のなか
で、当期の減少率は2011年以降で特段大きな
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ものではない。DVDとBDの売上規模は売上額
ではすでに同規模だが、売上枚数ではおよそ
6：4となりまだまだDVDが優勢といえる。BD
の平均単価（税込）が7919円なのに対しDVD
は4908円である。廉価盤など低価格商品への
需要の高さに対応するメディアとしてDVDの
存在価値はまだ高いとみられる。
当期の売れ筋ジャンル・商品はBDと変わら
ず嵐の音楽映像作、映画作品が市場をけん引
している。また、邦画『ホットロード』や
『STAND BY ME ドラえもん』、TVバラエ
ティ『水曜どうでしょう』といったDVDの特
徴的ともいえるヒット傾向は現在の主力購買
層を表すものといえる。
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＜ジャンル別状況＞

は難しかったとみられる。

嵐が｢音楽｣｢邦画｣の2ジャンルをけん引

＜メーカー別状況＞
音楽映像作品においてBDの展開が本格的に

ソニー･ミュージックが8期連続トップに

なったことから「音楽」ジャンルの売上は比
較的安定した推移をみせている。BDとDVDを

当期売上額が121.4億円と前年実績から8.5

合わせた売上額は378.9億円で前年同期比は

ポイントを落としながらもソニー・ミュー

99.8％。DVDの落ち込みをBD売上の伸長でカ

ジックエンタテインメントが首位を堅持、8

バーできなかったが、前年規模を維持してい

期連続のトップとなった。「音楽」ジャンル

る。けん引作となったのは嵐の音楽映像作

で3位、そして「アニメ」ジャンルではトッ

『ARASHI BLAST in Hawaii』。期間内売上は

プと、映像ソフトのなかで最大シェアを有す

DVDが22.0億円・34.6万枚、BDは18.7億円・

る2ジャンルで上位を押さえていることが最

29.2万枚、合計40.7億円・63.8万枚の大ヒッ

大の強みといえる。また、嵐や関ジャニ∞の

トとなった。ジャンルに関係なく総合売上で

音楽映像作品や邦画作品での売上が伸長した

もDVDとBDの双方でトップの売上である。ま

ことでジェイ・ストームが前年5位から3位へ

た、嵐の主演映画で10年ぶりの最新作『ピカ

上昇。KADOKAWAは前年圏外から8位に上昇

☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶん HAPPY』の

している。『艦隊これくしょん－艦これ－』

BDとDVDの合計売上は12.9億円に上り「邦

や『氷菓』といったアニメ作品が貢献し、躍

画」としては売上トップとなった。また「映

進の要因となったとみられる。

画」全体としてもトップの売上で当期の嵐は
「映画」と「音楽」の映像主要2ジャンルを

映像ソフト 売上額上位メーカー10社

席巻することになった。そうした強力なけん

メーカー

引作もあったことから「邦画」は前年同期比

売上額(百万円)

で148.5％となる81.4億円を記録した。「映

ソニー・ミュージックエンタテインメント

12,136.0

画」全体でも207.3億円の売上額となり前年

エイベックス・グループ

11,380.9

同期比も107.2％としている。

ジェイ・ストーム

9,949.1

ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

5,692.9

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

4,599.8

ブート作品『Fate/stay night[Unlimited Blade

キングレコード

4,268.6

Works]』やディズニーアニメ『ベイマック

バンダイビジュアル

3,978.0

ス』といったヒット作を擁したが、前年上半

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

3,681.7

ポニーキャニオン

3,441.2

バップ

3,429.1

当期実績では「音楽」に次ぐシェアを有す
る「アニメ」は前年同期比で89.3％となる
345.4億円とやや低迷。人気シリーズのリ

期のスタジオジブリ作『風立ちぬ』や『機動
戦士ガンダムUC』と、ブランド力と作品力が
際立つ作品が揃った前年実績に追いつくこと
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書籍

2015年上半期状況

＜概 況＞
減少傾向続く、コミックも減少に転じる

書籍売上の半期毎推移
6000

コミック
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書籍
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2009年に市場規模調査を開始して以降、書
籍売上は減少を続けているが、当期も減少ト
レンドが続く結果となった。書籍全体の売上
額は5153.2億円で前年同期比は98.5％。売上
部数は5億7414.3万部で前年同期比は96.6％
である。2014年上半期では回復傾向をみせた
コミック部門も当期売上は減少に転じること
になり、BOOK・文庫・コミック3部門のすべ
てで売上減となった。
部門毎の状況は、BOOK部門の売上額が
3189.3億円で前年同期比は98.9％。売上部数
は2億4743.9万部で前年同期比は97.7％であ
る。BOOK部門の売上の7割近くを占める単行
本はほぼ横ばいだが、大型本や新書での減少
が目立つ。前年の年間売上でもみられた傾向
だが新書の減少は深刻さを増したといえる。
当期売れ筋は、前年の社会現象にまでなっ
た『妖怪ウォッチ』シリーズから『妖怪
ウォッチ ２ 元祖／本家／真打 オフィシャ
ル完全攻略ガイド』が期間内売上で77.7万部
を売り上げ人気が根強いことを物語った。上
半期売上の目玉ともいえる本屋大賞の受賞作
である上橋菜穂子『鹿の王』が上下巻合わせ
て38.0万部を売り上げて期待に応えた。ま
た、お笑い芸人・又吉直樹が挑んだ本格小説
『火花』も話題を集めた。期間内売上は45.1
万部の大ヒットを記録、芥川賞候補に選出さ
れたことで更なる関心を集めている。このよ
うに話題作に恵まれていたが、減少傾向に歯
止めをかけるまでには至らなかったようだ。
文庫部門も前年同期に続いて減少、売上額
は607.4億円で前年同期比は97.1％。売上部
数は8779.2万部で前年同期比は94.9％となっ
た。近年の市場を下支えしてきたライトノベ
ル文庫は当期も微増となったが一般文芸や実

文庫

1401.7
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1437.0
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億円

13年 上期 13年 下期 14年 上期 14年 下期 15年 上期

書籍売上における形態の割合(売上額)
その他
2.3%
コミック

単行本

26.3%

41.7%

文庫
11.8%
ムック
11.8%

新書
大型本3.5%
2.5%

用文庫での減少分が上回ったようだ。
また2014年の上半期、年間と回復の兆しを
みせていたコミック部門も当期売上で減少に
転じることとなった。売上額は1356.4億円で
前年同期比は98.4％。売上部数も2億3891.2
万部と前年同期比は96.2％となった。アニメ
化、映画化の効果によって『七つの大罪』や
『暗殺教室』などの作品が売上を拡大させた
が、一大ムーブメントを築いた『進撃の巨
人』や『ONE PIECE』といった作品の売上が
落ち着いた分をカバーするまでには至らな
かったとみられる。
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＜形態・ジャンル別状況＞
ピケティ効果で｢政治･経済･社会｣が2割増に
2013年にフランスで刊行されると同時に
世界的な注目を集め、2014年年末に日本語
版が発売されたトマ・ピケティの『21世紀の
資本』は国内においても注目を集ることに
なった。高額な経済専門書ながら期間内売上
は8.3万部を記録、累計売上も11.0万部に達
する。これにより「政治・経済・社会」は前
年同期比121.5％となる137.9億円を売り上げ
ることになった。
ジャンル「その他」も売上を伸ばし売上額
は1147.3億円で前年同期比は104.2％として
いる。「その他」には様々な専門的なジャン
ルを統合しているが、当期映画化され一層の

ド」でそれぞれ前年同期比は87.2％、87.0％
と大幅な減少となった。「ビジネス書」内の
中核ジャンルである「自己啓発書」のトレン
ド変化による影響もみられるが、もう一方の
売れ筋を構成してきた「コミュニケーショ
ン」に対する関心の低下も影響を与えたとみ
られる。なお「文学・ノンフィクション」の
状況も当期売上額は273.9億円、前年同期比
95.1％と減少にやや歯止めがかかったよう
だ。当期売上で45.1万部・5.8億円の大ヒッ
トとなった又吉直樹『火花』を筆頭に、「本
屋大賞」受賞の上橋菜穂子『鹿の王』、「直
木賞」受賞の西加奈子『サラバ！』といった
主要アワードの受賞作の売上も順調な推移を
みせている。

注目を集めた坪田信貴の『学年ビリのギャル

＜出版社別状況＞

が1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合

集英社がシェア回復、2位に上昇

格した話』や『嫌われる勇気 自己啓発の源
流「アドラー」の教え』、『フランス人は10

BOOK・コミックの部門で売上を拡大させ

着しか服を持たない』といった大ヒット作を

た集英社がシェアを回復し、KADOKAWAを

含み、「その他」ジャンルのなかで最も大き

抜き2位に上昇した。売上額は451.4億円で前

い市場を有する「人文」が前年同期比で

年同期比は107.8％である。また全部門の売

106.4％と伸長した影響に加え、「学習参考

上が減少、前年同期比で90.6％の売上減と

書」や「資格・就職」が伸長していることも

なった講談社だが、売上シェアで9.0％を有

要因とみられる。上記のヒット傾向からみて

しトップを堅持している。前年、子会社統合

も「自己啓発書」への注目は依然として高い

効果で躍進したKADOKAWAだが、講談社と

といえるが、これまでの「ビジネス書」や

同様に全部門で売上が減少し、前年同期比で

「趣味・生活・実用」からのアプローチでは

89.7％という結果になっている。

なく、哲学や思想寄りであることが特徴的

久しく出版不況といわれる中、前年同期比

だ。やましたひでこの『断捨離』や近藤麻理

で131.8％の伸長となったのが文藝春秋。話

恵の『人生がときめく片づけの魔法』のヒッ

題作『火花』に加え、東野圭吾『禁断の魔

ト以降のトレンドといえるだろう。

術』の文庫版、リバイバルヒットを受け映画

これらのジャンルとは反対に売上減が目

化の追い風も加わった乾くるみ『イニシエー

立ったのが「ビジネス書」や「地図・ガイ

ション・ラブ』などの売上が貢献している。
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＜本レポートのデータについて＞
本レポートにおける市場規模等のデータは、弊社で集計しております各種ランキングと同様
に、全国の調査協力店での実際の販売数をもとに全国総実売の状況を推計したものです。売上
金額はすべて税込となっております。音楽・映像ソフトの調査・集計には、全国のCDショッ
プ、書店やレンタル業も行なう複合店、家電量販店、コンビニエンスストア、アニメ関連等の
ジャンル専門店、インターネット通販など計33,110店より報告いただきました販売数、加えて
イベント会場などの店頭販売以外の販売実績も集計されます。書籍に関する調査は、全国の書
店、CD販売やレンタル業も行なう複合店、アニメ関連等のジャンル専門店やインターネット通
販など計3,132店のご協力をいただいております。

＜データの内容に関するお問い合わせ＞
レポートに掲載しております資料は、集計された資料の一部です。さらに細かい資料やオー
ダーデータをご希望の場合は、下記アドレスまでご連絡ください。
お問い合わせアドレス： info-biz@oricon.jp
また、エンタメ業界必須のプロフェッショナルツール『ORICON BiZ online』も公開中です。
詳しくは下記アドレスまでご連絡ください。
ORICON BiZ online ： http://biz.oricon.co.jp
＜刊行物のお知らせ＞
2014年のエンタテインメント市場をデータで振り返る決定版『ORICONエンタメ･マーケット白書
2014』発売中。音楽・映像・書籍のトレンドやマーケットの動きを捉えるエンタテインメン
ト・ビジネス・マーケティングの必携の書。全国書店・インターネット通販でお求めいただけ
ます。
『ORICONエンタメ･マーケット白書 2014』紹介サイト： http://biz.oricon.co.jp/hakusho

Page 8

