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第１章 課題設定 

クール・ジャパン。クールで（かっこよく）魅力的で、世界に誇れる日本文化を指す言

葉だ。発端は、2002 年、アメリカの外交誌「Foreign policy」に掲載されたダグラス・マ

ッグレイ氏の「Japan’s Gross National Cool」という論文である。ここでは、高度経済成

長を終え低迷期にある日本が、アニメや漫画・ゲーム等のコンテンツの力、即ちソフトパ

ワーによって再び世界の大国になることが予想されている。1同年に小泉内閣によって設置

された知財財産戦略本部の取り組みから開始した、一連のクール・ジャパン政策は、コン

テンツ促進法（2008 年）やクール・ジャパン機構の設置（2012 年）と年々拡大の道を辿

っており、重要な国策の一つである。 

私たちはこのようなソフトパワーを高める政策は、今後の日本にとって真っ先に取り組

むべき課題だと考える。近年、これまでの常識が覆されるような国際情勢の変化が起こる

時代が到来した。イギリスの EU 離脱やトランプ大統領の誕生、テロの複雑化…。これら

は、国民レベルで起こった変化である。政府やエリート層が社会の中心となってなんでも

物事を進めていく時代は終わり、一人ひとりが世界を変える影響力を持つようになった。

このような現代においての外交は、相手国の政府に直接働きかけるハードパワーだけでは

もう通用しないと私たちは考える。目まぐるしく状況が変化する時代では、以前にも増し

て世界中の一人ひとりの意思決定の重要性が高まる。だからこそ、より国民レベルで働き

かけ、その国のイメージや親近感を高め、対外関係に大きく影響させる、ソフトパワー外

交が必要になってくる。私たちは、国際社会における文化とは、国と国、国と国民を結ぶ

重要なツールであり、それぞれの国のイメージを形成する重要な手段であると考える。そ

して、激動の国際情勢の中で、日本が世界の荒波に揉まれながらも国際社会でリーダー力

を発揮し、生き抜くためには、日本の価値やプレゼンスを高めることが重要である。武力

や経済力といったハードパワーによる外交ではなく、日本の文化で相手の心を掴み、魅了

することで国際社会での日本のプレゼンスの更なる向上が図りたい。 

その中でも、クールジャパン政策における映像コンテンツへの重点的な取り組みには私

たちは大いに賛同している。私たちの班では、全員が他国のドラマや映画等の映像コンテ

ンツに大きく心を動かされたことで、その国自体に興味を持った経験があった。メンバー

の一人は韓流ドラマをきっかけに韓国に強い興味を持ち、大学でも韓国政治や言語ハング

ルについて学んでいる。また、ある一人は、イギリスのドラマで描かれる田園風景や重厚

な建築物、長い歴史や伝統に興味を示し、実際に旅行や留学に行ったり、継続してその国

の映画やドラマを視聴したりする者もいる。このような経験からも、私たちは、「映像コン

テンツには人々を動かす大きな力がある」と考える。私たちが普段、ドラマ、映画、ドキ

ュメンタリーといった他国のコンテンツを好んで見る時、その国の文化をもっと知りたい、

そこに住む人々について知りたい、実際にそこに行ってみたいと強く思わせられる。また、

たとえその国に旅行で訪れることが困難であったとしても、人々はその国のコンテンツか

ら情報を得て楽しむことが出来ると私たちは考える。 

                             
1 日経ビジネス「『クールジャパン』と言うべきか否か 曖昧模糊な言葉に悩んだ 1カ月半」

onlinehttp://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20140715/268725/?rt=nocnt 
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その一方、半年間日本のコンテンツの現状を調査していく中で、日本政府が取り組むク

ール・ジャパン政策、クール・ジャパン機構は、果たして日本の魅力をあますことなく発

信しているのかという点に疑問が生じた。日本の映像コンテンツといえばアニメばかりが

取り上げられ、海外に日本の映画・ドラマ・ドキュメンタリー等の魅力が十分に伝わって

いないのではないかという印象を持ったからである。勿論アニメを否定しているのではな

く、重要な日本文化の一部だと認識している。しかし、まだまだ日本には多種多様で優れ

た映像コンテンツが存在するにもかかわらず、それが海外に伝えられていない現状を非常

に残念に思うのだ。現在のクール・ジャパン政策を超え、映像コンテンツの力を借りて、

もっと多面的な日本文化を世界に広めたい。私たちが他国の映像コンテンツを見て感じた

ように、日本の映像コンテンツに心揺さぶられる体験を世界の人々にしてもらいたい。そ

して日本のコンテンツの発信により、世界中の一人でも多くの人が日本に興味を持ち、日

本の文化外交にもっと影響力を持たせたい。映像コンテンツを愛し、日本の更なる発展を

願う私たちのこうした思いに本論文は端を発している。 

 

第 2 章 本論〜私達の考え方（分析編） 

はじめに、日本の映像コンテンツ輸出の現状を見ていく。まず、そもそも私たちが何故

コンテンツ事業に焦点を当てるかの理由を大きく２つ明記したい。 

１つ目の理由は、「日本のコンテンツ海外展開への見込み」だ。日本政府が現段階で行

っているクールジャパン政策のうち、日本のコンテンツ事業の予算は、食文化の推進や、

交流プログラムといった他の事業と比べると、１７０億円と最高値である。2米国、英国、

フランスの市場比では、依然として成長の見込みがあるからだ。しかし、世界のコンテン

ツ市場は成長過程であるにも関わらず日本のコンテンツ市場は縮小している。私たちはこ

のような現状を打開し、日本のコンテンツを強みとして打ち出したいと考えているのだ。 

２つ目の理由としては、「コンテンツの影響力の大きさ」があげられる。私たちは輸出

したコンテンツ自体が日本のコンテンツ事業の PR になるだけでなく、そのコンテンツの

内容から広く日本を知ってもらえ、日本文化や日本語の普及に繋がるといった、含有性に

注目した。また、映像コンテンツの海外展開は様々な分野に横断的に影響を及ぼすことが

あり3、その波及効果にも期待する。事実、テレビ番組を含む文化コンテンツ産業は一つの

製品が市場において成功すれば、大きな追加費用を投資することなく、様々なメディアを

通して複製しすることで収益が生じる、高付加価値産業ともよばれている。また、総務省

は放送コンテンツの海外展開を「ビジットジャパン戦略」や「地方活性化戦略」にも結び

つけて考えており、コンテンツ産業の波及効果は、経済、文化の双方から国家ブランドの

価値増大に貢献すると考える。 

                             
2 内閣官房 知的財産戦略推進事務局、平成 28年 3月 2日作成「クールジャパン関連予算」

参照。クールジャパン関連予算合計 376億円。外務省 129億円、観光庁 95億円など。 

http://www.cao.go.jp/cool_japan/platform/activity/pdf/20160315_siryou1-1.pdf 
3 総務省情報流通行政局 平成 28年 11 月発行「映像コンテンツの海外展開の最新の取り

組みについて」http://www.soumu.go.jp/main_content/000451399.pdf 
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以上の理由より、私たちは映像コンテンツ輸出に焦点を当てて考えていく。その際、本

論のはじめにて、日本の現状における課題を 

 

１「輸出額の少なさ・戦略の弱さ」 

２「世界のニーズとの食い違いと新たなジャンルの進出余地」 

３「現状肯定意識の強い映像コンテンツの増加」 

４「輸出過程における権利処理の煩雑さ」 

 

の 4 つに分けて考察する。 

問題点 1 輸出額の少なさ・戦略の弱さ 
 まず根本的に輸出額が少ないことが一つ目の課題として挙げられる。 

2013 年に総務省から発表された「ICT 産業のグローバル戦略等に関する調査研究報告書」

内のデータによると、日本の映像産業の規模自体は、先進国の中でもイギリスやドイツ、

フランスのような欧州の先進国、中国やブラジルのような勢いのある新興国を抑え、アメ

リカに次いで 2 位となっている。 

 

(2013 年 3 月 総務省情報通信国際戦略局情報通信経済室 （委託先 株式会社三菱総合研究

所）『ICT 産業のグローバル戦略等に関する調査研究報告書』より) 

 

しかし、下のグラフを見ると、他国と比較して日本の映像コンテンツの輸出額が少ないこ

とが分かる。 
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放送及び映画の海外輸出の合計額比較 

 

(平成２７年３月 総務省情報通信政策研究所『映像コンテンツの海外展開に関する国際比

較(平成 27 年)』より) 

 

米国の約 184 億ドル（日本円にして 1.84 兆円）という圧倒的な海外輸出額や、イギリスや

フランスのような欧州国に対して、日本の輸出額は約 2 億 600 万ドル（＝約 292 億円）に

とどまる。隣国である韓国と比べてみても、映像コンテンツ及び映画の海外輸出額は 1 億

円以上少ない数字である現状が見えてくる。 

 そして、日本の輸出額の推移をみても成長幅が小さい。次にあげるグラフは、韓国と日

本の映像コンテンツ輸出額の推移である。2004 年には日本はわずかに韓国より輸出額が多

かったものの、2005 年以降は韓国にリードされ、現在その差は倍近くにまで広がっている

ことがわかる。 

放送コンテンツ関連輸出額推移日韓比較 

 

（日本：総務省情報通信政策研究所「映像コンテンツの海外展開に関する現状分析」

(2014.4) 韓国：2007 年以前は、未来創造科学部、放送通信委員会「2013 年放送産業実態

調査報告書」より作成。2008年以降は、文化体育観光部「2013コンテンツ産業統計（2012

年データ）」より） 
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 さらに、下のグラフは 2012 年における日本と韓国の映像コンテンツの海外輸出額の構

成比率を示したものである。日本と韓国を比べると、日本は商品化権やビデオ・DVD 化権

などコンテンツ周辺産業の割合が一定あるのに対し、韓国は圧倒的に番組放送権が多く、

その差は 1 億 45 万ドルにも上る。 

放送コンテンツ関連輸出額構成日韓比較 

 

 

（日本：総務省情報通信政策研究所「映像コンテンツの海外展開に関する日韓比較」 

(2014.4) 韓国：韓国文化体育観光部「2013コンテンツ産業統計（2012 年データ）」より） 

では、世界市場全体における日本のコンテンツシェアはどうか。以下の図を見て欲しい。 

 

世界市場における日本のコンテンツシェア及び内訳 

 

(平成２７年７⽉ 経済産業省、商務情報政策局、⽂化情報関連産業課（メディア・コンテン

ツ課）『コンテンツ産業現状と今後の発展の方向性』より) 
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 平成２７年７月に経済産業省などから発表された「コンテンツ産業現状と今後の発展の

方向性」というレポートによると、図に見られるように、世界での日本コンテンツシェア

はたったの２．５％と圧倒的に少なく、かつ、その売り上げは分野によってかなりの差が

ある。具体的な数値としてはマンガ（24.1％）、ゲーム（11.0％）、キャラクター物販（0.9％）、

アニメ（0.2％）となっている。 

 以上から、日本の映像産業自体は世界で２位という高地位にいるにもかかわらず、コン

テンツ輸出においては他国に圧倒的に見劣りしていることが分かる。さらにその内訳を見

れば、マンガやゲームが多くを占めるという偏りがあるのだ。 

 

 

次に「戦略性の低さ」について述べたい。具体例として実際に日韓ともに進出している

ベトナムでの例を取り上げる。ベトナムでは、韓国が輸出した放送番組において映画やド

ラマなどの出演者にスポンサーの商品を持たせ認知度を高める「プロダクト・プレイスメ

ント」と呼ばれる手法を有効に活用している。4例えば人気のある映画やドラマ内でサムス

ンの製品が使われているのを見れば、視聴者はその製品、ひいては会社自体に関心を持つ

可能性がある。他にもスポンサーCM のような手法を用い、放送番組を活用した様々な連

携を図ることにより、コンテンツと商品（衣服、化粧品、携帯電話、観光等）をパッケー

ジとして輸出することで相乗効果を生み出し、戦略的に韓国の市場を開拓している。一方

日本では、日本のテレビ番組を海外で放送してもスポンサーになる日系の企業を見つける

ことは難しい現状がある。フォーマット権購入費、許認可費用、放送時間枠購入費などは

全てスポンサーからの支出金でまかなわなければならないから、スポンサー探しは番組輸

出における重要な仕事だ。しかし、そのように大きな支出を伴う海外展開をコンテンツと

一体となって行ってくれないのである。 

また、日本ドラマは内容が斬新で面白いと評されているものの、ストーリーが難解で現

地文化に合わず興味を引きづらい面がある。一方、韓国ドラマはラブストーリーなどシン

プルでわかりやすい番組が多く視聴者の支持を集めている。日本では従来、日本向けに制

作された映像コンテンツを輸出する際に字幕や吹替等を行いそのまま輸出するという、【完

成パッケージ(完パケ)】が一般的となってきた。日本国内でのヒットに重きが置かれるあ

まり、海外展開を視野に入れたコンテンツ制作が持続的に行われないことも、日本の映像

コンテンツの海外進出に向けての戦略の弱さだと私たちは考える。 

 

 問題点 2 世界のニーズとの食い違い→新たなジャンル進出余地 

総務省情報政策研究所が平成 28年に作成した資料によると、日本が海外に輸出する映像

コンテンツの輸出額のうち、アニメは 64.3％と 6割以上の大きな割合を占める。また、番

組放送権の輸出額でもアニメは 54.5％と過半数を占める。下のグラフからも分かるよう、

                             
4 JETRO「ベトナムにおけるコンテンツ市場の実態」平成２１年作成 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000027/05001667.pdf 
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日本はドラマやバラエティ、ドキュメンタリーやスポーツといったその他のジャンルの映

像コンテンツに比べ、アニメに比重を高く置いていることが分かる。 

日本の海外輸出されるコンテンツのジャンル内訳 

 

(平成２８年３月 総務省情報通信政策研究所『映像コンテンツの海外展開関する現状分析

(2014 年)』より) 

次に、地域別に見た輸出額のジャンル別内訳を比較してみる。輸出額はアジア、北米、

ヨーロッパの順に少なくなり、規模に差こそあるが、やはりどこの地域でもアニメが多く

を占める一方、他のジャンルはそれほど輸出がされていないことが見える。特に、ドキュ

メンタリーやスポーツの輸出額は大幅に少ない。ドキュメンタリーは北米では 100万円、

欧州では 1800万円、スポーツ番組は北米で 9 億 9000万円、ヨーロッパに至っては０とい

う数字が示されている。 

日本の海外輸出されるコンテンツのジャンル内訳(地域別) 

 

 
(平成２８年３月 総務省情報通信政策研究所『映像コンテンツの海外展開関する現状分析

(2014 年)』より) 

ここで疑問が沸く。実際に、世界の国々の消費者は、映像コンテンツの海外輸出の中で

高い割合を占めている、アニメといった日本のサブカルチャーに高い関心を持っているの

だろうか。他のジャンルには関心を抱いていないのだろうか。 
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 2012年 3月に、電通が行った以下の世界の複数の国・都市へのアンケート調査を見て欲

しい。日本という国に対してどのようなイメージを持っているかという問いに対して、以

下のような結果がまとめられた。 

日本に関しての関心調査 

 
(電通 2012年 3月実施「ジャパンブランド調査」より) 

 

 上の表からもわかるように、日本に対するイメージは多分野にわたっている。旅行・自

然景観、食、伝統文化。そして欧米を中心に認知度が高まっている食文化。さらには日本

の高い技術力はアジアにおけるインフラ整備にも役立っていることから人々に知られてい

る。対してアニメは、海外輸出額の多さの割には、案外日本に対する関心として上位に挙

げられていないという事実が浮かび上がった。さらに、観光庁と総務省が 2015年に行った

「日本に対する印象調査」においても、「日本と聞いて何を連想するか」という問いに対し、

上位を占めた答えはやはり「自然が豊か」「食事が美味しい」「ハイテクである」といった

ものだった。5 

 

 

 

 

 

 

 

                             
5 観光庁総務省 2015 年発行「海外から見た日本の ICT,文化」 
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日本に対する印象調査 

 

（観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 25 年年次報告書」より） 

 このように、日本に対する関心においては、「旅行・自然」「食」や「伝統文化」のよう

な多様なテーマが上位にあがっている。このような状況では、アニメ以外にもドラマやド

キュメンタリーといった日本が海外進出にあまり力を入れてこなかった分野における映像

コンテンツのニーズが見込めるのではないか、と私たちは考える。例えば日本の地方の自

然や温泉、伝統、観光を取り上げたドキュメンタリー・バラエティ番組や日本の食をテー

マにしたり、日本の日常生活の場面で取り上げたりしているドラマがある。上記のような

表・グラフで示されているように日本への関心が幅広い分野であるのなら、これらの映像

コンテンツにおける内容の幅も広くあるべきであり、世界での需要もあると考える。様々

な日本の文化を、コンテンツを通して発信していき、海外における日本イメージの向上を

図りたい。そのために、ジャンルにとらわれることなく、ドラマやドキュメンタリーと行

った幅広い映像コンテンツ輸出に今以上に力を入れるべきである。 

 

問題点３．輸出過程における権利処理の煩雑さ 

前述したように、総務省によると、音楽や映像などの日本コンテンツ市場は総額約１１

兆円と、米国に次ぐ世界第２位の規模を誇る。しかしながら、海外輸出比率はたったの約

2.5%にとどまり、約 20%の米国を大きく下回っている。 

特にテレビ放送の市場規模は、日本は韓国の約 10 倍の力を持ちながらも、輸出額（62 億

円）は３分の１程度に過ぎない。6 

 

その伸び悩みの決定的な背景の一つに、コンテンツ輸出における、「権利処理の問題」が

指摘される。日本はコンテンツを海外に輸出する際の著作権処理の問題が複雑で、 膨大

な時間を要してしまうというのだ。 

 例えば、韓国は政府支援のもと官民一体となって手ごろな価格で映像コンテンツを提供

している。映像コンテンツの輸出における著作権処理を統括する窓口が、政府と民間企業

                             
6 総務省 情報通信白書 参考

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc112310.html 
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が連携し、複数用意されている。7 一方で日本は著作権の問題から、海外放送の二次利用

の場合、プロダクションや出演者、使用される音楽の著作権の利用許諾を得るまで複雑な

手続きを得る必要がある。作品をアーカイブ（記録資料）やネット配信で２時利用する場

合、原則として権利者全員の許諾を取る必要があるが、出演者や執筆者が多数だと、連絡

がつかないケースが多い。そして実演家ごとに所属団体を調べて申請するには膨大な時間

を要する。また、世界中で視聴が可能な、インターネットの動画投稿サイトに流せば、著

作権の問題から違法動画として、総務省の「政府標準利用規約」に基づき即座に削除され

る。そして、番組放送権の販売による番組の「完成パッケージ（完パケ）」は、海外展開

の伝統的な日本の手法とされているものの、翻訳や字幕といった、販売先のニーズに対応

した輸出（ローカライズ）はその分時間もコストもかかってしまうのだ。 

 
 

 

 

 

＜a. 無断で放送されない権利＞ ＜b. 無断で複製、ネット配信をされない権利＞        

  

 この a.b.の権利はそれぞれ別々の権利であるため、それぞれの許諾が必要である。 

 事実、この煩雑さを解決しようと、実演家に係る権利処理の迅速化を目指し、平成 22年

３月から 5 年間、試行期間を定め「映像コンテンツ権利処理機構（aRma）が設立された。

実演家の権利処理窓口機能の一元化が狙いである。また知的財産戦略本部の本部長である、

安倍首相は、成長戦略の一環である映像コンテンツの海外展開推進を見越し、この著作権

処理の複雑さを「知的財産推進計画 2015」において指摘し盛り込んだ。 

今、政府主体でこの権利処理への問題意識が具現化されつつある。 

 その結果、「申請」から「権利使用料の分配」までの年間作業の時間は約３割に減った。
8 

                             
7 JETRO「韓国のコンテンツ振興策」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000622/korea_contents_promotio

n.pdf 
8 内閣官房 知的財産戦略推進事務局「コンテンツ海外展開にめぐる課題と検討の方向性」

（平成 27年３月２０日）

国内での初回放送 海外での二次利用 
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 しかしながら、総務省の報告によると9、政府としても、現在、順次権利処理の窓口機能

の集約化、システム化を支援段階でおり、長期的に安定してコンテンツ輸出を支える、著

作権の一元管理の土台は未だ整っていない。「知的財産推進計画 2015」10において、今後

さらなる権利分配化システムと映像コンテンツの権利処理能力の円滑化が必要だ、と述べ

られており、より総力を挙げて取り組むべき問題だと、私たちは考える。 

問題点 ４  現状肯定意識の強い映像コンテンツの増加 

 最後に日本人の現状肯定意識を強める映像コンテンツに言及したい。近年「世界と日本」

をテーマにし、海外の人から見た日本の意外な一面や、自国の文化を紹介して称賛を求め

るようなテレビ番組を多く見かける。現に、ネット上では、「自画自賛系 日本紹介番組」

「日本はスゴイ！系番組」として括られ、twitter では「日本スゴーイブーム」「違和感」

というつぶやきがここ１、２年で激増した。11 

 

また産経ニュースの記事12によると、記事掲載時、在京キー局が放送している「世界」を

扱う番組は、世界各地を紹介するような従来の企画を含めて毎週約２０本あり13、ここ５年

で約３倍に増えたという。この中で取り上げられるのは、例えば、日本の地下鉄が時間通

りに運行されているのを見て驚く海外の人の反応に着目する、といった日本の何気ないす

ごさだ。記事の中では、景気の低迷感や時代の閉塞感が続いていることもあり、こうした

ブームの背景には、「日本人としての自信のゆらぎ」もあると指摘されている。つまり、海

外の人から褒められることで、「日本もまだまだいける」ということを再確認でき、安心に

つながるというのだ。これについて、私たちがヒアリングをしたテレビ制作関係者は、「海

外の人々から見た日本の“意外”な面や、日本人の海外生活に共感が集まりやすく、視聴

率が手堅くとれる」、と話した。多くの視聴者がこのような番組の内容に関心・共感を持っ

ているから、テレビ制作サイドとしてもこのような番組を制作していることが分かる。 

ここで私たちはこのような番組を批判したいわけではない。現に、これらの番組は新た

な日本の魅力発信になるし、海外から見られた日本を知ることは、視野が広がりとても興

味深い。しかし、ここで問題にしたいのは、このような日本の現状を我々日本人が肯定し、

                                                                                             

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai9

/siryou1.pdf 
9総務省（平成 25年 12月 12日）「放送コンテンツの海外展開について」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/dai5/siry

ou7.pdf 
10 知的財産戦略本部（2015 年 6月）「知的財産推進計画 2015」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf 
11 NHK 「日本人の意識調査」2015  / 毎日新聞 2015・2月 25日「日本礼賛本:嫌韓・嫌中

しのぐ勢い？ ブームの理由を探る」/ ソウル新聞 2015.11.28日「日本の民主主義の一形

態」/ 日経新聞 2015.4.5. コラム「日本スゴイで大丈夫？」  参照 
12 産経ニュース（2015年 2月 14日）「【TVの潮流】背景に日本人の「自信の揺らぎ」も目

立つ「世界と日本」テーマの番組」 
13 執筆者調べによると、TBS「アメージパング！」「所さんのニッポンの出番」テレビ朝日

「これぞニッポン流」テレビ東京「Youは何しに日本へ？」等がある。 
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国内で終始貫徹してしまうのは、時として、世界のニーズに答えて日本を発信する重要性

を忘れさせる、ということだ。 

イギリス出身で日本在住の経営者であり日本の文化財の著名な専門家である、デービッ

ド・アトキンソンは『新・観光立国論』の中で、「治安の良さ」や「交通アクセス」のよう

な、日本がある程度のレベルまですでに達している条件を、日本の強みとして日本自身が

自画自賛的にアピールし、ある意味おごった姿勢で観光客を待つ「受け身」姿勢に対して

警鐘を鳴らした。この本は、観光における日本の魅力アピ―ルの弱さについて論じられて

いる。しかし、このようなアトキンソンの指摘は、自画自賛的、現状肯定的な「日本すご

い」系の番組を観て、危機感を募らせる私たちの意識と通じるところがあるのではないか。 

確かに、海外の人から見た日本の意外な一面が褒められることは嬉しい。しかし、この

感覚は時に私たちを安心させ、おごらせ、「何もせず待っていても受ける」という意識を持

たせることに繋がるかもしれない。このままでは、本当に海外にアピールできる / する部

分を見逃すことなく発信すべきだという、変革の必要性から目を背けることに繋がってし

まうのではないか。 

 

第 3 章 提言～私たちの主張 

提言１ 「コンテンツ海外戦略連盟」の設立 

 前章では日本における映像コンテンツ輸出の課題 4 点を挙げ、分析した。本章ではこれ

らの課題を克服し、日本の映像コンテンツを世界にあますことなく広めたいと考える私た

ちの思いを達成するための具体的な政策について述べる。本項ではクールジャパン機構に

代わる新たな組織「コンテンンツ海外戦略連盟」の設立の目標、組織形態等について述べ、

次項からはその組織が行う具体的な映像コンテンツ輸出についての戦略について論じる。 

 

私たちの思い・２０５０年の目標 

 課題設定でも述べたように、私たちの思いは「日本の魅力ある映像コンテンツを今より

ももっと世界中に広めることで、日本のソフトパワーを高めたい」というものである。し

かし現状分析でも確認したように日本は映像コンテンツの輸出額が平成２７年度の時点で

２億６００万ドル・世界第５位と、世界のトップであるアメリカ、イギリス、フランス、

そしてかつては日本よりも輸出額が低かったはずの韓国に後れを取っている。特に、①輸

出額の少なさ、②海外輸出時における戦略性の低さと権利問題の煩雑さ、③各国の真のニ

ーズの無把握はまず早急に解決すべき課題だと考える。そこで私たちは、【コンテンツ海外

戦略連盟】の設立を提言する。組織設立後の２０５０年の目標は、「映像コンテンツ輸出額

世界第一位」と設定し、世界中に日本の映像コンテンツ全体へのファン層拡大を目指す。 

 

○組織の概要 

 私達の提案する「コンテンツ海外戦略連盟」は、一口に説明すれば日本産コンテンツの

海外戦略・展開を国内の関連企業が協同・協力して実行する機関である。 
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 コンテンツ海外戦略連盟のモデルとしたのは、ジャパン・コンソーシアムだ。ジャパン・

コンソーシアムとは、オリンピックやパラリンピック、FIFAワールドカップ等の国際的な

ビッグイベントの際、NHK と日本民間放送連盟間の契約によって構成する共同の放送組織

のことである。日本国内への放送を円滑に行うため、放送権の交渉、中継等を行うのが主

な役割である。組織の効果としては、放送権を大会側から一括で獲得14し、各放送局に分配

するため、国内の放送局間の値段競争を防ぐ、放送関連の作業を共同・分担できることが

挙げられる。15 

 コンテンツ海外戦略連盟では、その目的を「日本の映像コンテンツの共同海外輸出」に

して、大手映画配給会社、NHK、民法キー局からその子会社である制作会社まで、国内の映

像コンテンツ制作企業全体が加入・海外輸出を共同で推進するという契約を結び、国内の

多種多様な映像コンテンツ、また規模が小さく今まで海外進出が叶わなかったような映像

コンテンツ関連会社の映像コンテンツをも、より多くの国に、量的にもより多く、戦略的

に販売する。日本中のコンテンツ企業が一致協力した、日本最大のコンテンツ輸出組織を

構想している。 

また、こうしたコンテンツ制作企業を支える形で、コンテンツ放送拡大のため国内の広

告代理店、IT企業、通信会社、ビッグデータ市場の企業も参画する。各社が培ったノウハ

ウを結集させるのだ。 

この点、大手の広告代理店の電通や博報堂は、すでに各々でクール・ジャパン推進室を

設立している。電通では日本コンテンツ専門のテレビチャンネルを立ち上げ16ているし、博

報堂ではクリケット版「巨人の星」の放送17などを手がけている。広告代理店は、自分たち

が関与したコンテンツについて、その輸出戦略を独自あるいはクールジャパン機構と共に

行なっているのである。このようなノウハウを生かして、コンテンツ海外戦略連盟では、

集められた国内の映像コンテンツを、海外戦略の策定・輸出を行うのである。 

加えて、IT・通信、ビッグデータといった分野は近年大きく注目されており、特に顧客

のニーズの把握に役立っている。後述するが、コンテンツ海外戦略連盟では SNS を多く利

用するアマチュアの層の動向を重要視した戦略も展開するため、こうした企業の協力は不

可欠だ。 

また、分析部分でも論じたように一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構 aRmaの登場

により、権利処理窓口が集約化・効率化し、権利処理にかかる時間が大幅に減少した。aRma

を権利処理面でのサポート企業としてコンテンツ戦略本部に参加してもらい、本組織にお

いて、海外展開のボトルネックである映像コンテンツの二次利用に関する業務18を委託する。  

                             
14 一般社団法人日本民間放送連盟「（報道発表）２０１８年～２０２４年のオリンピック放

映権の獲得について」https://www.j-ba.or.jp/category/minpo/jba101971 
15 マネセツ「スポーツイベントの放送権料と『ジャパン・コンソーシアム』とは」

https://crowdbank.jp/manesetsu/1254 
16 電通「電通、『クールジャパン』支援の強化に向け、全社横断プロジェクト『チーム・クールジャパ

ン』を始動」http://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2013122-1125.pdf 
17 博報堂「博報堂、博報堂ＤＹメディアパートナーズ、クール・ジャパン関連事業対応体制を強化 ～

博報堂『クール・ジャパン推進室』を設立」～http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/14132 
18 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構 aRma「事業内容」 

http://www.arma.or.jp/business/ 
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このような体制を取ることにより、従来の権利問題の円滑化が可能になり、海外展開時の

課題が１点解消されることになる。また、この組織には国内のコンテンツ制作企業のほと

んどが加入することを想定しているため、権利処理時に問題視される実演家の所属団体の

調査や利用許諾の申請といった作業が、コンテンツ海外戦略連盟内で完結することが出来

る。これにより、映像コンテンツの海外展開の迅速化も図れるのである。 

このようにありとあらゆる業界から企業が参加することによって、組織を作ることとす

る。 

以上の点を踏まえた、大まかな組織図は以下の通りである。 

 

 

 

 

（著者作成） 

 

○クールジャパン機構との実質的な違い 

クールジャパン機構のホームページには、その事業について、「政策的意義・収益性等の

確保・波及効果の 3 点を兼ね備え、民間企業から申請された事業に対して民業補完の観点

から投資をすること」と明記されている。当然支援する意義のある重要な６分野の１つと

してコンテンツ事業も位置付けられており、近年の投資案件の中にも複数の事業が含まれ

ている。2015年のスカパーJSAT株式会社と共同で行った、海外におけるジャパン・チャン

ネル事業への出資、また同年のジャパン・コンテンツの映像ローカライズ事業を行う企業

の株式取得等がその例である。このように、クールジャパン機構でも日本コンテンツの放

送枠と販路の確保、顧客拡大に努めていることが読み取れる。 

しかしコンテンツ海外戦略連盟とクールジャパン機構は根本から異なっている。最大の

違いは、対象企業の範囲、コンテンツの輸出において担う役割である。先の例から、クー

ルジャパン機構は日本文化の海外展開のために支援すべきと判断した活動を行っている

個々の企業に対し投資をしていることが分かる。一方、コンテンツ海外戦略連盟はクール

コンテンツ 

海外戦略連盟 

映画配給
会社 

•制作会社A 

•制作会社
B･･･ 

テレビ局 

（NHK,民放） 

•制作会社A 

•制作会社B･･･ 

広告 
IT・通信 

ビッグデータ 

映像コンテンツ制作企業 

コンテンツ海外展開支援企業 

映像コンテンツ 

権利処理機構 aRma 

権利処理面のサポート 
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ジャパン機構のように食や歴史事業のように様々な事業を扱うのではなく、コンテンツ事

業のみに特化し、日本国内のコンテンツ制作に関わる企業がほぼ加入・契約し、その企業

が制作したコンテンツ全てが輸出の対象になり得る。クールジャパン機構の枠組みでは競

合他社同士である企業が、コンテンツ海外戦略連盟の体制においては海外進出において寧

ろ協力し合う体制になるのである。輸出の際も、クールジャパン機構では戦略に関与する

ことなく投資するのみであった役割が、コンテンツ海外戦略連盟においては大きく拡大し

ており、国内のありとあらゆる企業が、大手広告代理店や IT・通信企業からの支援を受け

られるようになり、国内企業全体で海外展開を推し進めるため、より戦略的な組織になっ

たと言える。 

 

組織設立の必要性 ～大手企業が加入するメリット～  

コンテンツ海外戦略連盟が設立されることで、国内の中小コンテンツ制作企業が今まで

よりも利益を得ることは確かだ。近年のクールジャパン機構の投資案件対象から見ても著

名な企業ばかりであり、クールジャパン機構やそれに協力する広告代理店が中小企業の支

援を謳ってはいるものの、実際には制作子会社や小企業等にほぼ海外進出の機会はないと

いってよかったからだ。 

その一方で、既に自社で海外展開を始めている大手企業にとって果たしてメリットがあ

るのか、という疑問が生じるかもしれない。 

例えば、大手民間放送局のフジテレビは、自社で国際開発局を創設し、「フジテレビの海

外プレゼンス向上」を目標に積極的に海外進出に取り組んでいる。現在は北米やアジア等

の地域で戦略的パートナーシップ契約が結ばれており、傘下のフジテレビコーポレーショ

ンの番組販売の取り組みにより放送地域拡大が目指されている。また、日本の公共放送・

NHK では、NHKニュースを国外のテレビで放映する NHKワールドも海外展開に向け力を入れ

ている。 

しかし、現段階において、日本の一大手企業の努力では日本の映像コンテンツ輸出拡大

には大きな壁があるのだ。例えば、日本の中では組織的な海外展開が進んでいると考えら

れる NHK ワールドについて比較しよう。NHK ワールドと BBC ワールドワイドの持つチャン

ネルの一つである BBC ワールドニュースを比較すると、NHK ワールドは 150 か国 2 億 8000

万世帯が視聴可能であるのに対し19、BBC ワールドニュースは 200 か国以上 3 億 8800 万世

帯が視聴可能であるというデータがある。20 このように、NHK と BBC の間には、手に取れ

るコンテンツの数や視聴する機会に歴然とした差があるのだ。BBC のように、世界 200 以

上の国と地域の放送局に 24時間放送可能な商業チャンネルを持ち、どこの国のテレビをつ

けても NHKワールドが視聴できるという状態には未だ至っていない。 

 また、BBCほどの規模の放送局を持たない韓国の政府としての取り組みの例も存在する。

韓国では 2001年、文化に関する産業全般を統括する文化体育観光部内において、コンテン

ツ制作時の基盤施設の充実・人材育成・海外進出支援・著作権製作を主に行う「文化コン

                             
19 NHK WORLD「世界の国際放送」

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/chronology/worldbc/index.html 
20 BBCワールドジャパン「BBCについてのご案内」 

https://www.bbcworldnews-japan.com/about_us/ 
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テンツ産業室」、放送や映像等の文化メディア産業振興のための計画と政策の実行、研究、

法整備を推進する「メディア政策局」を組織した。この頃より韓国政府はコンテンツに注

目し、着々と組織化を進めていたのである。韓国放送公社である KBS では、2007年の韓流

ブームを追い風に、グローバルチャンネル競争力強化や韓流拡散を目標とした改編が行わ

れ、英語字幕付きコンテンツの制作強化や、北米、中国、日本等世界各国で基本料金で視

聴できるベーシックチャンネルへの進出を継続してきた。また、YouTube では無料の KBS

ワールドのチャンネルを開設しており、ネット環境さえあれば KBS のコンテンツにアクセ

スできる状態になっている。 

KBS や、政府によるコンテンツ輸出に関する組織が統一され、戦略を展開すればするほ

どコンテンツ輸出額は伸びており、以下のグラフのように、日本を追い抜かすまでになっ

ている。 

  

（総務省「平成 26年度情報通信白書」より「映像コンテンツ輸出額の日韓比較」グラフ） 

 

日本もコンテンツ戦略を担当する部署を経産省内に組織したり、クールジャパン機構の

主要６分野の中の一つとして位置づけたりしてはいるが、他国の徹底した海外戦略の前で

は不十分と言わざるを得ない。しかし反対に、日本のコンテンツ事業自体は、アメリカに

次ぐ世界２位なのだから、日本でもコンテンツ企業が一丸となった海外戦略を行えば、輸

出額も増加し、世界中で視聴されるようになるのではないか。 

追い抜かされてしまった韓国や BBC ワールドに追いつくには、もはや NHK や民法の一社

だけの努力だけでは対抗不可能であり、日本全体での政策、日本国内での一致団結した協

力が必要不可欠だ。コンテンツ海外戦略連盟の設置により課題克服が期待できるほか、国

内のあらゆる企業が所属することから、海外諸国からの輸出コンテンツに関する詳細な希

望に対応可能である点で、KBSや BBCよりも優れているとも言えよう。 

 またこのコンテンツ海外戦略連盟が、現在の日本経済団体連合会や日本アカデメイアと

いった組織の取り組みのように、各社の利益ばかりを追い求めるのでなく、日本の発展に

寄与する社会的使命を帯びた団体であることが理解されれば、大手企業の積極的な加入や、

小企業への支援の活発化が予測され、またその団体に所属しているという一定の誇りを持

てる。 
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以上の他に、組織設立により以下のような波及効果が期待できる。 

①海外からの受注も行うため、国内コンテンツ制作の多様化が進む可能性。海外では日本

人が考えているコンテンツとは異なるものがうける可能性が大いにあるのだ。 

②国内コンテンツ市場の活性化。今までは海外進出にコストがかけられず、大企業に機会

が奪われていた企業にもチャンスが与えられるため、士気が向上することが予想される。 

 

次項では、この機関がどのような役割を担っていくのか、そして今後の対外戦略をどの

ように展開していくのかについて、国家に対する戦略（3-2）と国民に対する戦略(3-3) 

に分け、より詳細に述べていく。 

提言２  マクロの視点から〜地域戦略〜 

① まずはアジア特化。そして世界へ。 

 戦略としてまずは、アジア展開に特化する。理由は２つ以下に挙げる。 

 まず、一つ目の理由は、日本のコンテンツが、韓流に比べるとアジア市場において浸透

していない現状である。博報堂が興味深い調査をまとめている。 台北、香港、マニラ、バ

ンコク、上海、ジャカルタ、シンガポール、ホーチミン、クアラルンプール、ムンバイの

アジア都市で男女計 6591 人に日・韓・欧米のコンテンツでどれが好きかについて聞いた結

果だ。１０都市の平均を出したところ、「漫画、アニメ」と「音楽」「メーク、ファッショ

ン」の３分野では日本が韓国を上回ったものの、「ドラマ」「映画」の２分野では日本が韓

国を大きく下回った。米国と比べても、「漫画アニメ」と「メーク、ファッション」分野を

除けば、その差は愕然たるものだ。 

 

  （博報堂 HP「グローバル生活者調査レポート 2011」より「アジア 10 都市における

自国・海外コンテンツ受容性の比較分析」グラフ） 
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 日本と、アジアの地域の交流は歴史的に古く、文化的な交流も深い。このような地域に

おいては、日本のコンテンツがより浸透しやすいのではないか。そして、このように韓流

に水を空けられている状態であるから、まずはコンテンツ市場を確立することが日本のコ

ンテンツ海外展開において必須であると私たちは考える。 

 二つ目の理由は、ASEAN 諸国の経済的台頭である。ASEAN 地域やインドの経済規模は

2050 年には日本を超えるという予測がされている。以下のグラフからも明らかなように、

2050 年にはアジアの GDP 規模が世界の半分を占め、その中でもインド、インドネシアの経

済成長率は日本を上回るとの試算がなされている。それほどに拡大する見込みがある市場

に向け、その経済規模に即して放送チャンネルの販売を行っていきたい。そして、経済成

長や生活水準の上昇に伴い、インド、インドネシア等といった特に経済発展が著しい国を

中心に、正規価格での販売を促進し、その分の放送チャンネルの種類を増加し放映する。

そののちには、各国 GDP 規模に応じて輸出するチャンネル数を増加させる。今後の成長が

著しいこのアジア地域において、放送事業を強化し、知日派の増加へと繋げることを目指

すのである。 

 

 

（Morningstar アジア開発銀行「Asian 2050 Realizing the Asian Century」のデータを

基に三井住友アセットマネジメントが作成）  
  

以上の２点の理由から、コンテンツ海外戦略連盟においては、アジアに特化していく。

そして、その戦略としては、英国の BBC の手法を参考に、名目 GDP 規模に応じて戦略を変

化させていく方法を考えている。すなわち、各国の相手国のニーズを丁寧に分析し、その

国に対応するコンテンツを、連盟に加盟している幅広いコンテンツ企業の中から相手国に

選んでもらう。そのコンテンツを最初は低価格で販売する。そして、経済成長レベルに合

わせて正規の値段へと徐々に上昇させていき、最終的には利益を図ろうと考えている。こ

のように、当初は低価格で販売できるなどといった利益を度外視して、日本のコンテンツ

が広まる土壌を丁寧に広げていくことができるのが、コンテンツ海外戦略連盟の強みであ

る。そして、アジアに特化した後には、世界全体へと目を向ける。 
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具体的には、発展途上国 A、発展途上国 B、先進国と、国を 3つに分類する。発展途上国

を 2 つに分類したのは、発展途上国においてその成長度合いや見込みは大きく幅があり、

国内インフラ整備が進まず、貧困化が進む所謂後発開発途上国と、現在発展段階にあるも

のの将来的に先進国と肩を並べるほどの経済規模が見込まれる所謂先発開発途上国と、発

展途上国の中でも大きな格差があるためである。戦略を 3 つのプランに分け、経済発展に

伴って発展途上国 A プランから B プランへ、あるいは発展途上国 B プランから先進国プラ

ンへと格上げする。 

               

例えば、現在経済成長著しいインドネシアに対し、最初は発展途上国 A プランで、比較

的に低価格で映像コンテンツ販売し、日本の制作会社が作った多種多様な番組の中から自

国のニーズに合う番組・チャンネルを複数選定する。試験期間として 1 年から数年に亘り

番組を放送し、インドネシア国民の日本について興味のある分野を把握する。試験期間を

経て、そして経済規模の拡大に合わせて、先進国向けのプランで、更なる幅広いコンテン

ツを提供する。さらにはインドネシア側の要望に応じて日本側が番組制作を行うこともで

きるようになる。それに伴い、放映権を通常通りの価格で取引を行うこととする。 

 

このように、アジアで培った他国へコンテンツを輸出していく過程のノウハウを、全世界

的に広げていくのである。 

② ビッグデータを通じてニーズを掴む 

 第 2 章分析において、問題点２として世界のニーズとの食い違いを指摘した。相手国の

ニーズを正確に把握するために、私たちはビッグデータの利用が有益であると考える。日

本側の勝手なイメージで販売戦略を行うのではなく、確実に相手国のニーズを調査するの

だ。そして、ビッグデータを通じて得られた結果をコンテンツ海外戦略連盟内で共有し、

それを踏まえたコンテンツ、番組の制作・輸出に取り組む。 

 具体的には、同組織に加盟する国の IT関連企業やマーケティング調査を手掛けるシンク

タンク等と連携し、インターネットや SNS 等の検索履歴または「いいね」の分野の調査を

基に、相手国のニーズを把握する手法を採る。ビックデータは、タイムラグなく顧客のデ

ータがコンテンツ海外戦略連盟の元に一括して集まるので、マーケティングの円滑化と正

確さにつながるというメリットがある。現在既に経済産業省が進めている「アジア消費ト

レンドマップ」プロジェクトでは、東京大学工学部ウェブ工学研究室とチームラボ株式会

社が連携して中国、韓国、マレーシア等のアジア 11 か国、さらにロシアを含め計 12 か国

のウェブ上の検索エンジンや SNS 等から得た情報を基に消費トレンドを予測している。こ

の予測結果は『アジアトレンドマップ』のサイトで閲覧できるようになっている。尚、こ

の調査では対象をアニメ、漫画、ゲームにコンテンツを限定している。 
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（teamLab『Asia Trend Map サイトページ』より） 

 

コンテンツ海外戦略連盟ではより多岐にわたる分野のコンテンツについて調査し、同組

織に加盟する企業、放送局間で共有する。その結果から見えてくるニーズを把握し、相手

国の求めるコンテンツを輸出する。電通の調査（１０ページ）で明らかとなったように、

海外における日本のイメージは多種多様であり、日本国内のテレビ等で報じられているよ

うな一部のコンテンツのみが外国では大流行しているというような報道とは相反する。既

に日本の食文化、観光や自然といった日本のストロングポイントについて、より深く取り

扱った番組やコンテンツの輸出を強化する。 

 企業が単独で行えない調査が、コンテンツ海外戦略連盟でという統合された組織の下で

様々な調査機関等によって行われれば、より多くのデータを集積することが可能となる。

現在のクールジャパンによるコンテンツ事業の取り組みでは、海外コンテンツ市場のマー

ケティングを専門とする部署がない。だからこそ、今回の提言で、マーケティングに力を

入れ現地化戦略を徹底し、ビッグデータを利用したコンテンツ輸出を推し進め、アジアを

第一ターゲットとし、中東、アフリカ、南米地域へと広げていく方針を打ち出す。 

 

 ③現地化 

前述したように、日本のコンテンツ産業の現状分析を行うと、予算の配分問題と現地化

戦略の弱さがまず克服すべき障壁として認識される。ここで最も重要なことは、現地国の

ニーズをくみ取り、日本の独自の魅力を失わない形でアレンジし、相手のニーズに合わせ

た戦略をとっていくことである。ここでいう「現地化」とは自国の製品を、輸出先の国の

嗜好や風習、国民性にあわせて加工し作り上げていくことを指す。 

 韓国が市場獲得を実現できた最大の理由の一つは、現地化戦略の成功である。韓国ブー

ムは韓国の伝統文化そのものではなく、海外展開を見据え、政府主導でその土地に合わせ

たアレンジがなされたものであった。そして、韓国ブームの過熱を観光、ショッピング、

ファッションなど関連分野の成果拡大につなげ、その動きを韓国政府は「新韓流」と定義

した上で、韓国文化の多方面への広がりを推進させた。つまり韓国は、韓国ブームによる
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韓国製品の競争力強化も視野に、コンテンツ産業を集中的に育成させてきたのであり、コ

ンテンツ振興ファンド設立（約５００億）のち、年９%もの成長を実現させた。21いかに戦

略的に話題を沸騰させるかが成功の鍵を握るのである。 

 つまり、韓国の成功例からわかるように、日本は広範囲での日本ブームの創出のための

戦略が弱い。日本のコンテンツ産業においても、韓国を参考とした、日本の国家ブランド

を鵜呑みにしないための予防策が必要である。これを実現するためには、より現地に受け

入れられやすくするためのローカライゼーションが不可欠である。 

 

○今までのローカライゼーション 

 現在映像コンテンツのローカライゼーションに関する取り組みとしてクール・ジャパン

政策の中で行われていることは 2種類に大別できる。1つ目は J-LOP 事業、2つ目はクール

ジャパン機構による投資である。 

J-LOP 事業とは「ジャパン・コンテンツ ローカライズ＆プロモーション支援助成金」

を指し、コンテンツの海外展開に必要なローカライズやプロモーションを行う事業者に対

して補助金を交付する取り組みである。22経済産業省と総務省の共同予算で行われるもので

あり23、NPO法人映像産業振興機構（VIPO）が主体となる。海外での日本ブーム創出に役立

つと判断された事業が対象となる。またこの事業の目的は、「『日本ブーム創出』にともな

う『関連産業の海外展開の拡大』につなげること」（映像産業振興機構ホームページより抜

粋）と定められている。 

 2 つ目の取り組みはクールジャパン機構による投資である。2015 年 2 月、クールジャパ

ン機構は「株式会社イマジカ・ロボット・ホールディングス、住友商事と共同で買収し、

ローカライゼーションで世界最大手の SDI Media Group,Inc.の 100％株式の取得に成功」24

し、SDI Media Group,Inc.の技術を遍く日本のコンテンツ事業者へ提供し、その海外展開

へのボトルネック解消を目指している。 

 

○私たちが提言したい、コンテンツ海外戦略連盟におけるローカライゼーション 

コンテンツ海外戦略連盟でもクールジャパン機構と同様、字幕付けを始めとしたローカ

ライゼーションにも取り組む。しかしその上で上述のクールジャパン機構における方法と

は大きく異なる点がある。それは「相手国の積極的参加によるローカライゼーション」で

ある。 

 

⑴ 現地企業との協同を積極的に行う企業に優先的な資金援助を行う 

前述したように、現行の J-LOP 事業やクールジャパン機構では映像コンテンツのローカ

ライズ支援として、字幕会社の買収を総合商社と共に行う等、主な事業内容は資金提供の

                             
21 総務省 平成 27年 情報通信白書「映像コンテンツの海外展開」参照 

 公共社団法人 日本経済研究センター 報告書（2013 年）「クールジャパン戦略の処方箋」 
22 特定非営利活動法人映像産業振興機構「J-LOPとは」https://j-lop4.jp/about 
23 経済産業省「平成 25年 12月 コンテンツ海外展開等促進事業」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/dai5/siryou6.pdf 
24 クールジャパン機構「投資案件一覧『ジャパン・コンテンツの海外展開を加速する映像ローカライゼ

ーション事業へ出資』」https://www.cj-fund.co.jp/files/press_150219-1.pdf 
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みである。確かに資金援助だけでも十分に字幕や吹替といった作業をこなすことは出来る

が、私たちはここに「相手国の視線」「現地との共同」という視点が欠けていると考える。

資金援助を行うのに加え、現地の企業やコンテンツを輸出する際、可能な限り相手国の文

化や宗教といった点に配慮したリメイクを現地の企業も含めて行い、受け入れられやすく

する取り組みを行う。 

 例えば、過去の事例を挙げると、日本のアニメ「巨人の星」をインドに売り出す場合に、

野球からクリケットにリメイクして輸出した。「Rising Star」というタイトルで、野球を

インドで人気のクリケットに置き換え、貧しい環境に生まれた少年、スーラジがクリケッ

トの非凡な才能を見出され、努力と根性でスーパースターへと上りつめるサクセスストー

リーである。全日空、日清食品、スズキなどがスポンサーとなり、講談社と博報堂主体で

進められたプロジェクトだ。スポーツの種類の変更だけでなく、現地の放送局からの要望

により、イスラム教の教えに配慮し、いわゆる「ちゃぶ台返し」のシーンではテーブルに

食べ物でなく水の入ったコップのみが置かれている等、インドの文化や宗教に合わせた変

更が行われた。25このように輸出される映像コンテンツ、輸出する国によって、それが受け

入れられるのか、変更を施すかどうかは異なる。この「巨人の星」の場合は、現地の放送

局の意見を上手く取り入れて、文化の違いを変換し、日本が映像コンテンツを輸出できた

好例だろう。このように、その国で受け入れられるかといった文化的な差異を現地の企業

にチェックし、意見を出してもらうことで、ただローカライゼーションに対して資金援助

を行うよりも、より良い作品が出来ると考える。 

コンテンツ海外戦略連盟ではこういった、現地企業と共同で番組を作る上げようとする

企業、そのような事業に対して優先的に資金援助を行う。 

   

⑵ 現地の日本語専攻学生の取り込み 

また別の取り組みとして、インターネット配信されるものに限り、日本の番組の字幕付

け作業を現地の日本語を専攻する学生に協力してもらう。これは大手グループ企業である

KADOKAWA グループホールディングスが 2008 年に行った公認 MAD 動画から発想を得ている

（現在は休止中）。YouTube 等に日々投稿される動画の中には海賊版も存在する。例えば日

本で放送されたアニメが他の言語に翻訳されるまでは多くの時間を要する。そのため各国

のファンがそれを待ちきれずに自ら字幕付きのものを作成し、それが動画配信サービスに

投稿される、いわゆる「ファンサブ」動画が数多く存在している。悪意はないもののやは

り海賊版としてそれまでは規制されることが多かった。しかし、KADOKAWA グループはこれ

を逆手に取り、こうした投稿動画の中から、悪意がなく、優れた作品を公認 MAD 動画とし

て権利者直々に公認するという事業である。26著作権や海賊版への対策を強める政府の流れ

とは逆の道を行く事業だが、私たちはこれも相手国を取り込んだローカライゼーションの

一つの手段であると考える。 

上のような例を参考にして、コンテンツ海外戦略連盟ではインターネット配信する日本

の番組の字幕付けを、一定の水準に達したレベルにある現地の日本語専攻学生に依頼する。

                             
25 日刊知財新聞『巨人の星』～コンテンツ～輸出とローカライズ化～

http://ipnews.jp/2012/09/11/kyojin-no-hoshi-in-india/ 
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この事業の最大の効果は映像コンテンツに「ファンサブ」のような身近さが生まれること

だ。映画や DVD、テレビで放映する等のルートを辿るような映像コンテンツでは学生に字

幕作成を任せることにクオリティーの面から反発が起きるとも予想される。しかしコンテ

ンツ海外戦略連盟では、インターネット配信にも力を入れており、またネット配信の場合

はより早くコンテンツの続きが見られることが重要視されることが公認 MAD 動画の例から

も分かる。学生に予め委託すれば、今までよりも「早く」「親しみやすい」形で海外の視聴

者に届けることが出来るのだ。他にも、日本語専攻学生が字幕を作るため一定のクオリテ

ィーを保ちつつも大手企業に委託するより安価、事業の話題性から、日本に親しみを持つ

若い世代の醸成が期待できることが利点として挙げられる。 

 

 

 

提言３ ミクロな視点から〜アマチュアによる発信〜 

 今まで、政府や公共放送、民間企業等が力を結集してコンテンツ輸出を押し広げる取り

組みを提言してきた。しかし、このような「プロ」による発信だけではなく、コンテンツ

海外戦略連盟においては「アマチュア」の発信力についても利用していきたい。 

 その理由は２つある。１つ目に、政府主体の戦略でなく、民間が能動的に発信すること

で他人事ではなく自分の手で話題を生み出す感覚を持たせられること。２つ目に広告では

なく PR戦略であるため、コストが抑えられ、さらに第３者による評価のため信憑性が増し、

拡散が進むということ。例えば、コンテンツ海外戦略連盟が海外メディアの広告枠を買っ

て日本のコンテンツを宣伝するのには莫大な費用がかかるし、情報は一方的なものである

ため、信憑性には疑問が残る。一方で、SNSにより話題を生んだ結果、現地で取材を受け、

新聞やテレビに取り上げられ、民間の口コミにより広まれば、第三者の評価なのでより信

頼できるしコストは圧倒的に安い。現在のクールジャパンでは、戦略的に SNS を利用した

民間主体の発信方法がなく、常に政府主体である点において、今回この班で考案する「コ

ンテンツ海外戦略連盟」と大きく異なるポイントである。３０年後に日本に興味を持って

いる人を世界中で増やすにも、情報「プロ」による発信力だけではなく「アマチュア」へ

とその裾野を広げるべきであると考える。 

 具体的には、コンテンツというメディアと SNS を繋げ、相互作用をもたらすことのでき

る『インターソーシャルメディア』に力を入れたい。 

 このインターソーシャルメディアという名称は、今回私たちが作りだしたオリジナルの

概念だ。これは 1950〜60 年代に発生した、様々な芸術メディアの融合から派生した芸術運

動インターメディアからヒントを得た。これは、従来の芸術メディア同士を結合すること

によって新たな表現方法を模索するものである。詩とカリグラフィーを組み合わせた視覚

詩や、詩と音楽を組み合わせた音響詩が有名である。これと同様に、映像コンテンツとい

うメディアと、ネットに広がる SNS というソーシャルメディアを融合させて、新たな発信

の方法を模索したい。 
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ここでは具体策として①ユーチューバーとのタイアップ②ジャパンチャンネルの開設③

SNS とのインターソーシャルメディア、以上３つを提言する。 

 

具体策；①ユーチューバーとの連携 

YouTubeは、世界で多くのユーザーを抱える動画サイトである。YouTube社の統計による

と、YouTube は現在、全インターネット人口の約 3 分の 1 を占める 10 億人以上のユー

ザーに利用されており、1 日あたりの動画視聴時間は数億時間、視聴回数は数十億回にも

上っているとされる。 

そして、その人気を支えているのが、「手軽さ」である。日本人を対象とした調査ではあ

るものの、NHK世論調査27によるとどの年代においても、夜家でくつろいでいる時や夜寝る

前など、時間を取らずに動画を楽しむ傾向にある。 

                             
27 NHK世論調査部 塚本恭子『現在のインターネット動画の 利用実態を探る~ウェブ調査と

グループインタビューの結果から~』文研フォーラム２０１６より 



 27 

 

（NHK世論調査部 塚本恭子『現在のインターネット動画の 利用実態を探る~ウェブ調査

とグループインタビューの結果から~』文研フォーラム２０１６より） 

つまり、比較的に短い時間に YouTube で動画を見ているのである。そして、動画の中で

も、「数分の投稿動画」を見る人が多いというデータから、この、『数分の投稿動画』に特

化して、動画を配信しているのがいわゆる、ユーチューバーと呼ばれる新たなエンターテ

イナーである。 

そもそも、ユーチューバーとは、「YouTubeの動画再生によって得られる広告収入を主な

収入源として生活する」人物を指す。28彼らは、より良い動画をアップすることによって、

再生回数を増やし、広告収入を得ている。そんな中、企業がそのような訴求力に目をつけ、

商品について動画の中で紹介することによって対価を得ている。これを「タイアップ動画」

という。このようなユーチューバーの上位５００人の収入は、平均して５０００万円から

１億円にものぼるとされる。29これは、主に企業からの広告費用であり、ユーチューバーた

ちの求心力の高さが分かる。このように、YouTube はアマチュアによる一大メディアコン

テンツなのである。 

 以下は、ユーチューバーとのタイアップ動画視聴による消費者の態度変容効果をグラフ

である。 

                             
28 ウィキペディア『Youtuber』https://ja.wikipedia.org/wiki/YouTuber 
29 『Credo』2015年２月５日深澤祐援『「好きなことで生きていく」YouTuber たちがどれだ

け稼いでいるのかまとめてみた』より 
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（UUUM社（2015年 03 月 25日）『YouTuberを活用したタイアップ動画のプロモーション

効果を検証』より） 

 中でも「認知度」の変化は著しい。このように、現在商品の広告について行われている

タイアップを日本のコンテンツについて転用したい。そして、タイアップ動画は、日本の

コンテンツを世界で広めるには効果的な手段であると私たちは考える。 

 そんなアマチュアの代表格、ユーチューバーによって、日本のコンテンツ（映画やドラ

マ、プロアマ問わない）を見てもらい、その感想などを賛否含めて発信してもらう、とい

うのが今回の思案だ。その資金源は「コンテンツ海外戦略連盟」である。現在のクールジ

ャパン政策では、テレビのチャンネル権獲得や放送枠の購入に終始している。しかし、次

世代を担う若者の興味や情報収集先の拠点はネット、とりわけユーチューバーになってい

る現状分析を踏まえ、将来を見越したその発信力に投資すべきだと考える。 

 ここでポイントとなるのは、批判を含めた率直な意見を発信してもらうことだ。資金提

供しているからといって肯定的な意見のみを連盟が選抜して発信するのではなく、ユーザ

ーの自由な言論のプラットフォームを設けることに意義がある。事実、google 社が 2015

年に行った調査（「YouTube の訴求力」）によると、YouTubeの 50%を超える動画に、他のユ

ーザーからの評価やコメントが寄せられるという。配信側と視聴者側の双方のコミュニケ

ーションが取れる YouTube の利点を生かして、より生の声を反映させることで、日本コン

テンツを身近に感じてもらい、まずは興味を持ってもらうことが狙いだ。 

 

 ②コンテンツ無料公開ジャパンチャンネル開設 

 しかし、継続的に日本コンテンツを海外展開させていくには、ユーチューバーに頼りそ

のコンテンツの認知度の向上に止まっていてはならない。そこで、私たちはコンテンツ海

外戦略連盟よる、YouTube における【ジャパンチャンネル】の開設を提言する。第 2 分析

編」で前述した通り、現状の日本のコンテンツ輸出過程は煩雑であり、また、ケーブルテ

レビとしても、日本のチャンネルは NHK や有料チャンネルなどが多く、国・地域によって

は NHK すら視聴できない場合もある。ゆえに、知名度が上がったコンテンツを現地の多く
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に人に身近に手に取るような方策を考える必要がある。 

 韓国の KBS（韓国放送公社）は動画投稿サイト Youtube にドラマやバラエティー等のコ

ンテンツを戦略的に、無料で視聴できるようにしている。さらに海外へ向けて発信できる

ように英語の字幕付きで視聴できるようにしており、Youtube を通じ自国のコンテンツを

無料かつ広範囲に配信している。 

この KBS の Youtube における戦略は他国メディアと比較してもその成果が如実に表れて

いる。KBS World TV の Youtube のチャンネル登録者数は 2017 年 2 月 25 日現在 3,557,648

人である。英国 BBCは 1,109,972 人、フランスの公共放送 France Télévisions は 123,287

人、NHK Worldは 30,809 人と、その差は一目瞭然である。日本の NHK World は主に日本文

化について英語での動画配信を行っているが、その動画の長さは 30秒から 1分程度と、伝

えられている情報は少ない。一方この KBS World TV チャンネル内ではテレビで放送してい

るドラマ、音楽のプロモーションビデオ、バラエティー番組等が英語の字幕付きで多くの

ものが無料で視聴することができる。 

 また、動画を含むウェブページは、動画を含まないページに比べ、Googleの検索結果上

位 1 ページ目に表示される確率が最大 53 倍というメリットもある。30関連したワードを検

索することによって、動画へとより簡単に導くことができるのだ。この手法を参考にジャ

パンチャンネルでも Youtube 等で、無料で視聴できるプラットフォームを開設する。この

チャンネルでは、例えばドラマの第 1～2話を無料での視聴を可能とし、それ以降の話を見

るには有料となる、といった仕組みだ。Youtube をきっかけに、より多くの番組・チャン

ネルを視聴できるテレビにも関心を持って貰えるようにするのが狙いだ。 

 

 ③SNSとコンテンツの『インターソーシャルメディア』 

 最後に、ユーチューバーといった特定のアマチュアによる発信方法ではなく、一般の人々

が主体となる発信方法を述べる。 

                             
30 MarkeZine（2010/11/22 13:00）中嶋 嘉祐『ビデオ SEOで 53倍の成果、ソーシャルメデ

ィア経由ユーザーは検索経由ユーザーに比べ視聴時間が長い【アメリカ最新動画活用事情】』

http://markezine.jp/article/detail/12344 
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（「Digital in 2016」2016 年の 1月 27日「We Are Social」社調査報告） 

 

 

 SNS は、上記のグラフのように、各国の SNS の利用時間は日本を抜いている。全世界の

ネットユーザーにとって、今や欠かせないものであり、世界中の目が集まっている場にお

いて日本のコンテンツに触れる機会を設けたい。 

 

（『LiveDoor News』2013 年 10 月 6 日 21 時 29 分『本日 3 周年！Instagram の歴史から学

ぶ Growth(グロース)における７つのポイント』より） 
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（アウンコンサルティング株式会社（2015年 01月 14日）『世界 40カ国のフェイスブック

(facebook)人口推移 2015 年１月～フェイスブック人口、世界で減少傾向。フェイスブック

離れが進む～』より） 

 特に、上記のグラフにあるように、動画や画像をアップする“ビジュアルコミュニケー

ション”の代表格、インスタグラムの利用者数は増加している。また、世界最大の SNS フ

ェイスブックは、近年そのユーザー数は減少傾向ではあるが、依然として多くのユーザー

を抱えている。インスタグラムでその数は 1.5 億人を超え、フェイスブックで１２億人を

超えている。SNS でのコミュニケーションの中心は、もはやメッセージの交換に終始する

のではなく、SNSで映えるのか、「いいね」をもらえるか、が目的化している。現に、どの

ような投稿が『いいね！』を多く獲得できるのか、解説するサイトもあり31、これは、個々

人が自分自身を「どのような自分でありたいのか」「どのような自分なのか」をブランディ

ングしているのである。32 つまりこのように、若者世代において SNS が生活に根付くもの

であることは同時に、新たな大きなアピールの場であると考えられる。 

 このような分析に基づき、現地の人々の創造力や自発性を引き出すために、私達はコン

テンツと身近にある SNS を融合させるべきであると考える。そしてそれは同時に日本とい

う他国から来た文化に対して、押し付けのように感じてしまう懸念が生じることを払拭す

ることにもつながるのではないか。 

 どのような価値を生み出すかは、その個々のコンテンツや国や地域に依るだろう。ただ

ここで、一つ私たちが理想とする好例をあげたい。 

 『恋ダンス』が話題になった『逃げるは恥だが役に立つ』というドラマでは、SNS を中

心にダンスの投稿写真が拡散した。アメリカのケネディー元駐日大使が公式 YouTube など

に投稿し33、フィリピンの刑務所で更生の一環としても踊られた。34これは、SNS で拡散さ

                             
31 2017 年 Instagram いいね フォロワー数を増やす インスタグラムハッシュタグ

（https://matome.naver.jp/odai/2144472493331435001） 
32 「SNS映え」の分析から見えてくる若者の情報行動「シミュラークルモデル」 

（http://dentsu-ho.com/articles/3747） 
33 恋ダンス【アメリカ大使館・領事館バージョン】https://youtu.be/7xuXlpvWw1I 
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れた二次創作たるダンス動画と、日本のドラマコンテンツの融合という成功例であると考

える。 

 このような SNS とコンテンツを融合するという『インターソーシャルディア』という取

り組みによって、SNSとコンテンツの距離が縮まると考える。そして、SNSを見たからコン

テンツを見る、コンテンツを見たから SNS を見る、といった相乗効果を期待し、日本のコ

ンテンツの海外展開の効果的な手段のひとつに位置付ける。 

 

第 4 章 まとめ 

 以上が、「日本の魅力ある多様な映像コンテンツを世界中に広め、それを通して日本のソ

フトパワーを高めたい」と考える私たちの政策提言である。この問題意識を研究の出発点

と定め、現行のクール・ジャパン政策、クールジャパン機構を超える新たな組織の設立を

目指した。組織の２０５０年の目標は、映像コンテンツ輸出額世界第一位、だ。そして日

本の映像コンテンツをツールとして、広く日本の魅力を発信し、世界中の日本のファン層

の拡大化を図る。 

提言の最大の目玉は、⑴日本の映画配給会社やテレビ局、⑵その子会社といった国内の

映像コンテンツ制作企業、⑶広告代理店・ITや通信企業等の映像コンテンツ海外展開支援

企業、⑷海外における二次利用の権利処理面からのサポートを行う団体 aRma が加入した

「コンテンツ海外戦略連盟の設立」である。ジャパン・コンソーシアムをモデルケースと

して、各企業が「映像コンテンツの海外共同輸出」を目的に契約を結び、日本の互いに協

力し合うことの出来る組織とした。この組織はクールジャパン機構とは異なり、映像コン

テンツの輸出に特化した組織となっており、現状分析で挙げた①輸出額の少なさ、②海外

輸出時における戦略性の低さと権利問題の煩雑さ、③各国の真のニーズの無把握といった

問題解決に繋がると考えている。 

具体的な組織の戦略としては、国家に対する戦略と国民に対する戦略について分けて考

案した。国家戦略は、経済規模や GDP 予測、文化等を踏まえて日本のコンテンツの販売戦

略を展開し（アジア特化）、的確に相手国のニーズに応じるため、ビックデータやローカラ

イゼーションを活用した高いマーケテェング力を重視する。映像コンテンツのローカライ

ゼーションの面においては、現地の企業と共同でローカライズを行うことを推奨し、未来

の日本ファン層獲得のため、現地の学生にも作業を委託する。一方で、国民に対する戦略

では、今後のアマチュアの発信力の拡大を予想し、YouTuberとのタイアップなど草の根か

らの日本文化普及を図った。 

 このように様々な戦略で映像コンテンツの海外輸出拡大に向けた政策を提言したが、私

たちの最終的な狙いは、日本のソフトパワー強化である。日本の映像コンテンツをきっか

けに、日本に興味を持ってもらい、日本を好きになってもらうことができれば、その効果

は必ず波及する、と私たちは思う。政府の掲げる「ビジットジャパンキャンペーン」や「地

                                                                                             
34 フィリピン刑務所８００人で恋ダンス   

https://garnet.buzzjournal.tokyo/news/aozoratime/13164.html 
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方活性化」はまさにその一例である。 

 目まぐるしく変化してゆく国際社会の中、今後も日本が魅力ある国としてしっかりと歩

を進め、世界でリーダー力を持ってゆけることを願い、本稿を終える。 
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 フジテレビ/NHK（NHK WORLD）/BBC/KBS  HP 
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