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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

アニメは次の成長モデルを作れるか？
ケータイなどに法人広告配信できれば飛躍

2009年11月11日　水曜日 上山 信一,隈田原 幸大,石沢 美穂子 

アニメ　 鉄腕アトム　 テレビ　 DVD　 機動戦士ガンダム　 

 

　麻生太郎前総理が提唱し、賛否両論を呼んだ「アニメの殿堂」の建設はどうやら見送りとなるようだ。だが

日本の文化としての「アニメ」に注目し、産業としても育てていこうという方向性そのものに反対する人は少

ないのではないか。 

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽などの分

野だ。これをビジネスととらえるならば、「文化産業（クリエーティブ産業）」と名づけることができる。製

造業が弱体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。 

　文化産業自体は昔から存在する。だがきちんと利益をあげる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功

したものは少ない。映像、アニメなど芸術文化のビジネスモデルは、まだ完成度が低い。こうしたビジネスで

いかにモデルを構築していくのか。まず、アニメから考察していく。 
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（このコラムは慶應義塾大学総合政策学部の上山信一教授が監修・編集し、上山教授のゼミである「クリエー

ティブ産業研究会」のメンバーが執筆を担当します） 

 
　8月31日、東京・お台場に立つ全長18メートルの実物大「ガンダム」の展示が静かに幕を下ろし

た。人気アニメ「機動戦士ガンダム」の放映30周年を記念して開かれたこのイベントは、子供連れか

らサラリーマンまで幅広い来場者を集めた。7月11日からこの日までの約2カ月間の来場者数は415万

人と当初目標150万人の約2.8倍に及んだ。 

大地に立った「ガンダム」。放映30周年
記念とあって、親子連れのファンも多
かった
　「ガンダム」だけではない。神戸市では「鉄人28号」の実物大モデルの製作プロジェクトが進行中

だ。昔の日本人は奈良の大仏や長谷の観音像を拝むべく巡礼の旅をした。今やアニメのキャラクター

がこれに変わりつつあるようだ。アニメのキャラクターは現代日本の国民的シンボルになりつつあ

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208233/?ST=print (2/10)2009/11/24 11:55:18

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208233/?P=3#ueyamazemi


アニメは次の成長モデルを作れるか？：NBonline(日経ビジネス オンライン)
る。 

　だが、実際のアニメ産業を取り巻く状況は楽観視できない。 

　「アニメバブル崩壊」。2009年5月4日の朝日新聞は、扇動的な見出しとともに我が国のアニメ産

業は右肩下がりの時代に入ったと報じた。アニメ業界の市場規模は1985年の261億円から2006年の

2588億円へ急成長した。それが2007年には2396億円となり縮小に転じた。記事はこれを受けたもの

だった。 

　だがアニメはもう伸びないのか。そもそも「アニメバブル」は本当にバブルだったのか。アニメ産

業の未来を考えてみたい。 

本数ベースで25％の子供向けで稼ぐ

　アニメ産業の売り上げはテレビの放映料金のほか、DVDや周辺グッズの売り上げから構成される。

また市場は2種類に分かれる。ひとつは「ドラえもん」「サザエさん」「アンパンマン」など子供・親

子向けのテレビアニメである（以下「メジャー系」と呼ぶ）。 

　これらはゴールデンタイムに放映される。年間放映本数は約80本（2005年）だが、グッズなど派

生商品の収益が大きく市場全体のおよそ6割を占める（『アニメビジネスがわかる』増田弘道著）。 

　もうひとつは「深夜枠アニメ」である（以下「ニッチ系」とよぶ）。ニッチ系は主にテレビの深夜

枠を使って年間300本近く放映される（日本動画協会集計2005年実績）。販売収入はテレビ放送より

もDVDなどのパッケージ販売のウエイトが高い。全体の市場規模の4割程を占める。ターゲットはい

わゆる「アニメオタク」と呼ばれるニッチ層である。 

　以上をまとめると、アニメ産業では放送本数で約25%を占めるにすぎないメジャー系が売り上げで
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全体の6割を占め、逆に放送本数で75%を占めるニッチ系が売り上げで4割を占めることがわかる。

ニッチ系がいわゆるロングテール市場を形成していると見られる。 

90年代から始まる深夜アニメの伸長

　1990年代後半、テレビの深夜枠が続々と拡大。これに伴ってニッチ系は売り上げを伸ばした。これ

が近年の「アニメバブル」現象である。背景には、深夜枠を売りたいテレビ局とアニメオタクの市場

を育てたいアニメ産業の利益の一致があった。 

　テレビ会社にとって深夜枠はもともと視聴者が少なくスポンサーもつきにくい。深夜枠はマスメ

ディアではなくニッチメディアなのだ。しかしテレビ局としては安価でもいいからどこかに販売して

収入を得たいと考える。 

　一方、アニメ業界はこれまで子供や親子向けのメジャー系でマス市場向けに成長してきた。だが、

若者、大人向け市場も手がけたいと考えた。またアニメオタクの存在にも気づいた。そこでコミック
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誌・ゲーム・ライトノベルなどのニッチ向け作品のアニメ化に目をつけた。 

　だが昼間の時間帯のテレビ枠は高くて手が出せない。また当時の通信環境ではインターネットによ

る動画配信は時期尚早だった。そこで深夜枠テレビに白羽の矢が立った。 

　かくして両者の利害は一致し、深夜枠テレビを使ったアニメオタク向けのニッチ系市場の開拓が始

まった。アニメ産業の新たなビジネスモデルの開発である。 

　「鉄腕アトム」のアニメがテレビで最初に放送されたのは1963年だから、日本のアニメ産業の歴史

はわずか50年ほどだ。だがその間にアニメ産業は新たなビジネスモデルを次々に開発してきた。当初

アニメは子供向けコンテンツとしてテレビの普及ともに成長した。 

　80年代になるとビデオが普及する。これにあわせて市場規模が75年の45億円から90年には1069億

円にまで拡大した。深夜枠アニメによるニッチ系市場の開拓はこれに続く新たなビジネスモデルだっ

た。 

　このようなアニメ産業の歴史を見ると、ビジネスモデル刷新の背景にはいつも出口となる媒体、つ

まりテレビ、ビデオ、深夜枠などの開発があり、それにあわせた視聴時間と顧客タイプの拡張があっ

たことがわかる。 

法人向け広告アニメに可能性

　アニメ産業は次の拡張余地をどこに見出せるのか。より多くのヒット作品をつくる努力は当然だ。

インターネットを介したアニメ放映なども伸びるだろう。しかし市場規模の拡大、ビジネスモデルの

刷新という意味ではもっと大きなイノベーションが必要だ。 

　先ほど見たようにこれまでアニメ業界はいつも新しい媒体の出現に着目して、新たな顧客層を見出
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してきた。今回もそこに着目してみる。すると携帯電話とパソコンいう新媒体、そして法人という新

しいターゲット層向けの新しいビジネスモデルが見えてくる。以下では法人向けの広告・広報におけ

る可能性を提案したい。 

　実はアニメと法人広告・広報はもともと親和性が高い。例えば村田製作所の「ムラタセイサク君」

やJR系の「suicaペンギン」など、既にいろいろなキャラクターが活躍している。 

　特にお堅いイメージの会社や地味な産業財のメーカーではアニメの親しみやすいキャラクターは役

立つ。あるいはサントリーでもウェブ上で黒烏龍茶の効用をアニメで説明している。これはインター

ネット上で人気を博した「秘密結社 鷹の爪」（フラッシュアニメ）のキャラクターを起用したアニメ

広告である。 

　アニメによる法人広告はさらなる広がりが期待できる。例えば携帯メールで登録会員向けにお得な

情報を配信する。その時に1～2分の短いアニメCMで商品の特性や企業イメージを説明する。アニメ

のキャラクターを使った企業広告自体は昔からテレビCMで多用されてきた。それをもっときめ細かく

展開し、特に携帯を使ったターゲット向け広告を機動的に流していく。 
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スポンサーとアニメ制作者が直結
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　ターゲット層別の広告のアイデアは昔からあった。しかし限られたターゲット層向けにわざわざCM

映像を作っても採算はとりにくかった。これらアニメのキャラクターなら低コストで短期間に作れ

る。 

　しかも携帯やウェブ向けにユーザーの嗜好に合わせたコンテンツが作りやすい。アニメは写真にく

らべると加工が簡易でメディアの特性に沿った幅広い制作形態（フラッシュなどの容量の軽いものか

ら繊細な描写が可能なものまで）が選べるからだ。 

　こうした広告向けアニメのビジネスは制作者にとっては新しい収益構造を設計するチャンスでもあ

る。従来のテレビCMでのアニメの役割は、しょせんはテレビ局、広告代理店からの発注で作品を制作

するだけの立場だった。制作者とスポンサーの距離も遠かった。 

　ところが今回は違う。直接、アニメ制作者がスポンサーと対話して商品のコンセプトに沿ったキャ

ラクターを開発する。それをパソコンや携帯に自力で発信していける。商品のヒットにあわせた成功

報酬を受け取るといった仕組みも考えられる。 

 

クリエーティブ産業研究会――慶應義塾大学上山信一ゼミ

　本連載では次回以降、映画、音楽、アニメ、現代美術、ゲームソフト、和文化などさまざまな分野を例に

とってビジネスモデルを評価する。また、今後の発展のカギを探っていく。 

　今回の調査・記事執筆には慶應義塾大学総合政策学部の上山信一教授のゼミ「クリエーティブ産業研究会」

のメンバーの協力を得た。若者の感性も織り交ぜながら報告したい。 
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。だが、これらのビジネス

自体は昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したも

のは少ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評

価していく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧

 
上山 信一（うえやま・しんいち）

慶應義塾大学総合政策学部教授 

1957年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。旧運輸
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省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て2007年から現職。専門は企業・行政機関の経営改革。大

学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す

る』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』（時事通信出版局）、『政策連携の時

代』（日本評論社）などがある。

石沢 美穂子（いしざわ・みほこ）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会

隈田原 幸大（くまたばら・ゆきひろ）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

「引きこもり型」から「出会い系」にシフト
ゲームソフトのビジネスモデルも国外に開く時代へ

2009年11月13日　金曜日 上山 信一,新林 宏彦 

ゲーム　 任天堂　 すれちがい場　 メイドイン俺　 

 
　9月24日から4日間開催された「東京ゲームショウ2009」は、不況の中18万5030人の来場者を集め

た。一部の人気ソフトのデモには行列が連なり、1時間以上も待つ来場客の姿も見られた。初日には、

大手ゲームソフト会社、スクウェア・エニックスから今年7月11日に発売されたゲームソフト「ドラ

ゴンクエストⅨ　星空の守り人」が、発売からわずか約2カ月半で出荷本数400万本を突破したことを

発表。1986年から発売されているこのシリーズの中では、最も早く400万本という大台に乗せた。 

　実は、ニンテンドーDS向けに開発された最新版には、新しい機能が盛り込まれている。プレーヤー

同士が通信機能を使って、すれ違う度に自動で宝のありかなどを示した「地図」などを交換できるも

のだ。ややもすると部屋に閉じこもりがちなゲームのプレーヤーを街に引っ張り出す策が奏功した。 

　東京・秋葉原には、プレーヤー同士のすれ違いの頻度を高めるための出会いの場まで設けられてい
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る。あるOLは、「仕事帰りに少しやっていこうと思って」と1人でやってきて無言でゲームをしてい

た。出会いの場はすでに仮想空間の中に移っているわけだ。 

出会いの場もゲームの中に移り始めている
　ゲームは今や日本を代表する産業である。任天堂の躍進や技術革新をめぐるソニーとの争いなどは

ビジネス誌でもさかんに取り上げられてきた。しかし、少子化の影響で国内市場は伸び悩んでいる。

そこで、今回はビジネスモデルの視点からゲームソフト産業の今後について考える。 

　まず、「国内市場」と海外代表の「米国市場」、2つの地域の統計を比較し、日本ゲームソフト業界

の実力を把握していこう。 

ソフトで米国勢が伸長

　2007年のゲーム産業の国内市場規模は6,879億円（ハード（ゲーム機本体）とソフトの合計）であ

る。一方、米国市場はその2.4倍の1兆6,601億円である（PCゲームを含めると1兆7,600億円）。ハー
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ドとソフトの比率は日米とも約4：6とソフトの方が大きい。（エンターブレイン『ファミ通ゲーム白

書2008』） 

　主な企業の市場シェアを見るとハードでは、任天堂とソニーという日本企業が国内、米国ともに8～

9割の販売台数シェアを誇る。明らかに世界標準を制している。しかし、ソフトの様子は異なる。国内

では今も日本企業が9割以上のシェアを占める。だが、米国では、2000年に4割あった日本企業の

シェアが2007年には2割まで低下してきた。ちなみにこの間に米国のソフト市場規模は日本の倍以上

の規模にまで成長している。 

　急成長する米国のゲームソフト市場で、日本はハードを押さえているにもかかわらず、ソフトで米

国企業に負けている。ここから考えられることは2つ。第1に、日本企業が成長市場で稼ぎ損なった可

能性があること。第2に、米国のソフト開発に優れた点があったのではないかということだ。 
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ソフト開発で惨敗する日本

　なぜ日本のソフトは米国で負けつつあるのか。成長神話における制作余力の差や言語や文化の違い

は１つの要因でしかない。開発能力自体に何か問題があるのではないか。調べてみると、クリエイ

ターを育成する仕組みにおいて日本は大きく負けていることが見えてきた。 

　欧米のソフト市場には、強力なオフ（インディーズ）市場が複数存在する。オフというのはオン、

つまりメジャーな商品には至らない2軍的な市場、新人たちが活躍する市場のことである。 

　オンとオフの構造は演劇界のブロードウェイと同じだ。そこでは、頂点であるブロードウェイに加

え、比較的小規模な劇場で構成されるオフ・ブロードウェイ（Off-Broadway）という市場が存在す

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091110/209428/?ST=print (4/10)2009/11/24 11:59:03



「引きこもり型」から「出会い系」にシフト：NBonline(日経ビジネス オンライン)

る。これがブロードウェイを目指すアーティストの修行の場となっている。さらにその下には、より

小規模なオフ・オフ・ブロードウェイ（Off-Off-Broadway）がある。つまり、ブロードウェイを頂点

とする人材ピラミッドができている。 

　米国ゲーム業界ではMOD市場がこれにあたる。MODとは、既に完成されたゲームに新たな要素を加

え、改変する（modify）ことだ。そのための開発ツールはソフトメーカーがユーザーに提供してい

る。 

　改造の自由度は高く、アマチュアが作ったMOD用ソフトは、ホームページ上で共有され、相互評価

もされる。高評価を得たMODの制作者は企業からリクルーティングをされることもある。このように

オフ市場には、新人クリエイターを育成、輩出する役割がある。 

　日本はどうか。日本にもオフ市場はある。代表例は秋葉原を中心とする「同人ゲーム市場」であ

る。しかしこの市場には弱点がある。成人向けソフトの存在、そして秋葉原につきまとう“オタ

ク”という必ずしもポジティブでない固定観念である。そのため小中学生がオフ市場に参加しにく

い。このため同人市場はオフというよりもオフオフ的地位にとどまっている。 
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トップクラスの大学院がけん引する米国

　米国では、トップクラスの大学院で本格的なゲーム開発の教育が行われている。代表例が、カーネ

ギーメロン大学の大学院「エンターテインメント・テクノロジー・センター（ETC）」である。 

　ETCは2年間のカリキュラムで、ゲーム作りの各論に加えて実践的なプロジェクト型教育を実施して

いる。企業や公的機関がパートナーとなって進められるプロジェクトは、そのまま起業や商品化に繋

がることもあるほどだ。 

　一例が企業やニューヨーク市消防局の支援で開発された「Hazmat : Hotzone」という消防士訓練シ
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ミュレーションである。このほかゲーム会社での長期インターンシップも盛んであり、優秀な人材が

ゲーム業界に流入する仕組みがある。 

　一方、日本では、ゲーム開発を専門的に教える大学・大学院は非常に少ない。大学学部レベルでは9

専攻・コース、大学院レベルでは5専攻・コースしか存在しない。また本格的にゲーム開発を学ぶ場

合、グラフィックは美術大学、BGMは音楽大学、プログラミングは理工学部といったように、ゲーム

開発とは直接的には関係のない大学に進学する必要がある。この仕組みでは優秀な人材が他の業種に

流出しやすい。その結果、ゲーム会社は人材獲得において他のゲーム会社よりも大手IT企業と競争し

ている。 

　日本のゲーム開発では、専門学校が果たす役割も大きい。2006年のデータでは、全国の専門学校の

中で、ゲーム開発を教える専攻・コースは206個もあり、専門学校がゲーム教育の中心的存在である

ことがわかる。（馬場章・藤原正仁『ゲーム産業における人材育成の現状と提言（経済産業省 第3回

ゲーム産業戦略研究会）』）しかし、その評価、格付けがされていないため学生にとって学校選びは

難しい。また、専門学校を出ても実際にゲーム業界で働ける人は上位2割程にとどまる。 
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ソフト開発強化の3つの戦略

　重厚長大な製造設備を必要としないこの分野では、人材の質と量が競争力を大きく左右する。これ

までの優位性を保つためには、我が国のゲーム産業に人材を集め育てる仕組み作りが必要だ。今後日

本のゲームソフト業界が今後とるべき戦略は３つに整理できる。 

　第1に、ゲーム教育の仕組みを整える必要がある。現在、東京大学や立命館大学など少数の大学・大

学院が仕組み作りを始めている。このような高等教育と研究の場の強化が必要だ。その際には「シリ

アスゲーム」をうまく活用する。シリアスゲームとは、教育や福祉など、様々な社会問題の解決に利

用されるゲームだ（藤本徹『シリアスゲーム　教育・社会に役立つデジタルゲーム』）。 

　米国では先に挙げた、消防士訓練シミュレーターの開発など、2000年代から動きが活発になってい

る。シリアスゲームはゲームを「娯楽・玩具」を超えた「様々な分野に応用できるITツール」と捉え

直す運動でもある。こうすることで先入観を取り除き、ゲームが大学教育に取り入れられやすくな

る。 

　第2に、現在の同人市場の改革に加え、開かれた新たなオフ市場を創る必要がある。そのためには、

例えば、ニンテンドーDSのように幅広く普及したハードに対応できる簡易開発ソフトを提供する。 

　任天堂は今年4月に「メイドイン俺」というソフトを発売した。このソフトはゲームを自分で作るこ

とができる。5秒で遊べるゲームに限られるがこれを使えばDSの通信機能を使った交換もできる。オ

フ市場作りの第1歩が動き出したといえる。 

　さらに本格的なゲーム作成ソフトがこのハードに移管されれば、作品の流通市場の形成とともに人

材育成のすそ野も広がるはずだ。 
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　逆転の発想として欧米の人材育成の仕組みを利用する戦略がある。つまり海外企業との提携、ある

いは買収によって、欧米の優れた技術や、開発者のコミュニティを丸ごと獲得する。米国では、今回

の不況で映画など様々な産業からゲーム業界に優秀な人材が流入している。日本人はハード開発に特

化し、ソフトはむしろ欧米人に任せていく。これまで日本のゲーム業界は国内の独自システムに依存

して成長してきた。だが今後は大きく世界に舞台を広げて優位性を保つ戦略が必要だ。 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。だが、これらのビジネス

自体は昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したも

のは少ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評

価していく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧

 
上山 信一（うえやま・しんいち）

慶應義塾大学総合政策学部教授 

1957年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。旧運輸

省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て2007年から現職。専門は企業・行政機関の経営改革。大
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学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す

る』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』（時事通信出版局）、『政策連携の時

代』（日本評論社）などがある。

新林 宏彦（しんばやし・ひろひこ）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

ヒットはテレビで作られる
アカデミー賞受賞でも喜べない日本映画

2009年11月18日　水曜日 上山 信一,花岡 泰士,杉本 直也 

日本映画　 テレビ　 邦画　 洋画　 ビデオ　 

 
　2009年上半期の国内での、国内映画の興行収入ランキングの1位は「ROOKIES－卒業―」（興行通

信社調べ）となった。この映画は昨年TBS系で放送された人気スポーツ根性ものドラマの映画版だっ

た。 
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映画の人気はこれからも持続する
のか？（写真はイメージ）
　さらに、5位には「名探偵コナン」のシリーズ。さらに8位には往年の大人気番組「ヤッターマン」

のリメイク版がライクインしている。この動きは、日本映画の最近の人気が本当は何によって導き出

されているかを浮き彫りにしている。 

　一時期、日本映画は“絶滅”の危機に瀕していると言われた。しかし、この数年は「たそがれ清兵

衛」「殯（もがり）の森」など多くの作品が海外で評価される。最近でも「おくりびと」が米アカデ

ミー賞外国語映画賞を受賞するなど、復活が目覚しい。国内のスクリーン数や興行収入も伸びてい

る。 

　そしてついに2006年には日本映画の興行収入が洋画を上回った。これは1985年以来の出来事であ

る。だが今後はどうか。“復活”の背景にあるビジネスモデルを検証してみたい。 

興行以外の収入が大半
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　まず市場の大きさを押さえておこう。わが国の映画（アニメを除く）の市場規模は約7500億円と推

計される。おおよその内訳は興行収入が2000億円、セル・レンタルビデオが3300億円、地上放送

700億円、衛星放送約1000億円、CATV200億円、PCネットワーク配信200億円程度と推計されてい

る。 

　邦画と洋画の内訳はどうか。興行収入についてのみデータがある。これによると邦画が約1100億

円、洋画が約1000億円となっている。 

　最近、日本映画が復活してきた背景には、テレビ局の関与がある。テレビは草創期には映画と競合

すると考えられ、両者はある種の対立関係にあった。だが、次第にテレビ局が映画番組を放送する共

存関係に移る。 

　さらに最近では、テレビ局が映画制作にも入ってくる関係になった。これを象徴するできごとが

2009年1月の日本テレビによる日活の株式の34％取得である。 

　近年の日本映画は映画会社が単独で制作するものが減った。テレビ局や広告代理店、銀行、商社な

どが資金を出し合って映画を作る「制作委員会方式」が定着している。特にテレビ局主導で制作し、

プロモーションが行われ全国ヒットする例が目立つ。 

　『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年、フジテレビ制作）、

『花より男子　ファイナル』（2008年、TBS制作）などが典型だ（これらを以下では「メジャー系」

と呼ぶ)。 

ヒットはテレビで作られる

　メジャー系の作品は人気テレビドラマを映画化したものも多い。これらは既にテレビで知名度を得

ているため、興行収入が見込みやすく、企画も通りやすい。 
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　こうした制作委員会に出資する総合商社の関係者は「結果的に映画がヒットするかどうかは、テレ

ビでどれだけ宣伝が流せるかにかかっている」と明かす。今や映画のヒットはテレビで作られる時代

のようだ。 

　もちろんテレビ局抜きで制作されるものもある。『フラガール』（2006年、シネカノン制作・配

給）が代表例である（以下「シネマ系」と呼ぶ)。 

　メジャー系とシネマ系の比率を試算してみた。2006年度公開の邦画で興行収入10億円を超えた作

品はアニメ作品を除くと20作品（興行収入合計545億円）である。このうちテレビ局が制作委員会に

全く参加していない作品は4作品（合計38億円）にとどまった。ビジネス面からみる限りメジャー系

が主流となっている。 

　その他にも大規模な出資が得られず有志による映像サークルが同人誌的に制作する作品群がある

（「インディーズ系」と呼ぶ）。シネマ系、インディーズ系の作品は興行収入ではメジャー系に及ば

ない。しかし作品の質の高さは海外などでも認められ始めている。 

カネをかけてこそ儲かる

　映画ビジネスは、「企画・資金調達」→「制作」→「取引・流通」→「配給」→「興行」→「2次利

用(セル・レンタルビデオ、放送配給等)」の流れで構成される。この流れ自体は昔と同じだ。 

　しかし最近は流れの最初の「企画＆資金調達」と最後の「2次利用」の両方が重要になってきた。メ

ディアの多様化で昔よりも2次利用の機会が増えている。そのせいもあってヒット作を作るためにはよ

り大きな資金調達が必要となる。 

　また2次利用のことまで念頭において制作する必要がある。そして、こうした変化の中心に位置する
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のがテレビとの関係強化なのである。 

　資金調達の変化はシネマ系でも見られる。例えば2007年に日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞し

た「フラガール」。この作品は「シネカノン・ファンド」という個人投資家向けの信託商品を使って

資金が調達された。 

　このファンドはシネカノンが製作・配給する約20作品を投資対象としたもので、1口2000万円で販

売された（運用期間は2006年から約5年間）。これらのファンドに関わるある映画会社社員は、「映

画の制作費は意外と集まりやすい」と言う。金融危機などの影響もあり今後どの程度手法として確立

していくかどうかは未知数だが、注目に値する。 

監督の養成プロセスはまだ未確立

　次に、映画の品質を左右する人材育成の仕組みを見ていこう。 

　かつて、映画監督のキャリアパスはしっかりしていた。専門学校や4年生大学卒業後に撮影所に入

り、アシスタントからスタートし、助監督として実績を積んで監督になった。 

　だが現在はこれが崩れ、様々な職種から人材が入る。例えばCMディレクター、音楽プロモーション

ビデオの映像ディレクターなどの経験者、さらにテレビ局社員が監督を務める事例が増えている。例

えばヒット映画『HERO』の鈴木雅之（フジテレビ所属）や『花より男子　ファイナル』の石井康晴

（TBS所属）などがそうだ。 

　人材供給源が多様化すること自体はよい。一方で問題は、メジャー系で成功するまでの鍛錬の場が

限られることだ。日本には日本映画学校や日活芸術学院など映画の専門学校が約60校もある。だが、

学校を出てもいきなりメジャー系の監督は無理だ。まずはインディーズ系、シネマ系で実績を上げ、
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それからメジャー系に行く流れが必要となっている。 

　例えば、米国の演劇業界では、若手の俳優や監督が一流劇場（ON）で成功するまでにはまずオフ

（OFF）、あるいはオフオフ（OFF-OFF）といわれる小さな劇場で鍛錬を積む。クリエーターの育成

にはこうした重層的な市場が必要だ。 

　ところが今の日本映画界ではいきなりメジャー系（ON）での成功を迫られる。現在の日本映画には

継続的な人材育成の仕組みが整っていない。持続可能なビジネスモデルがあるとは言い難い。 

若手への登竜門を市場化する

　このように今の日本映画は資金も人材もプロモーションもテレビに依存している。脱却のために

は、純粋に映画を目指す若手を育てる場所が必要だ。 

　米国演劇界のオフ（OFF）にあたる邦画のシネマ系、オフオフ（OFF-OFF）にあたるインディーズ

系の市場を育てる必要がある。芸術性と商業性を兼ね備えた映画を作るためにすそ野の広いクリエー

ター育成の仕組みを作るのである。 

　日本でふだんからインディーズ映画を見せる場は少ない。作品の認知度を引き上げるためにはイン

ディーズ映画の祭典、例えば「東京インディーズ祭り」といった見本市を開催してはどうか。公共の

会場を借り上げ、1週間ほど開催する。 

　メジャー系、シネマ系の関係者を多く招待してプロとアマチュアの交流の場、人材発掘の場にす

る。これと連動させてレビュー機能を持つ「インディーズ映画専門のポータルサイト」も構築する。

アクセス数が高いものを見本市で上映するといったアイデアが考えられる。 

　インディーズ映画を評価する場所も必要だ。米国には、俳優ローバート・レッドフォード氏が主催
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するサンダンス映画祭というインディーズ映画の映画祭がある。この映画祭には新しい才能の発掘を

めざして配給会社のエージェントなどが多数訪れる。 

　日本にも「ぴあフィルムフェスティバル」などの賞や各種映画祭がある。これらについてもイン

ディーズ映画の若い才能を育てるという目的を明確化すべきだ。 

アーカイブが将来の利益に

　インディーズ市場の確立には、保存の充実、つまりストックする仕組みも必要だ。例えば過去から

現在までのインディーズ映画のアーカイブを政府が作成して全国の図書館に提供する。国家権力と文

化の間には一定の距離を保つ必要があるが、国が関与することによって日本映画を対外的に権威付け

する効果が見込める。 

　ちなみにフランスでは国家が映画産業を支援する。国立のフェニス、およびルイ・ルミエールの2つ

の映画学校が数多くの映画人を輩出している。またCNC(フランス映画庁）が映画を保存している。日

本でも今年から東京国立近代美術館フィルムセンターが「ぴあ」と「ぴあフィルムフェスティバル」

を共催している。 

　日本映画は一見、再生したように見える。だが実はテレビにどんどんからめとられ、いずれテレビ

文化に吸収されてしまう可能性がある。日本映画は芸術文化産業として独自に成長できる仕組みを作

る必要がある。 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽
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などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。だが、これらのビジネス

自体は昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したも

のは少ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評

価していく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧

 
上山 信一（うえやま・しんいち）

慶應義塾大学総合政策学部教授 

1957年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。旧運輸

省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て2007年から現職。専門は企業・行政機関の経営改革。大

学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す

る』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』（時事通信出版局）、『政策連携の時

代』（日本評論社）などがある。

花岡 泰士（はなおか・たいし）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会

杉本 直也（すぎもと・なおや）
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慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

空前のヒットに潤うクラシック音楽
将来が有望なのは、強固なピラミッドのおかげ？

2009年11月20日　金曜日 上山 信一,新井 優大,松野 典香 

クラシック音楽　 辻井伸行　 ヒット　 エイベックス・クラシック　 CD　 

 
　クラシック音楽業界は、今秋あるピアニストのCDの過去にない大ヒットに沸いている。そのピアニ

ストの名は辻井伸幸氏。6月7日、米ヴァンクライバーン国際ピアノコンクールで、日本人として初の

優勝を果たした。視力障害にもめげない偉業だ。 

クラシック界では過去にない大

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091118/210072/?ST=print (1/7)2009/11/24 12:40:37

http://business.nikkeibp.co.jp/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208202/
http://business.nikkeibp.co.jp/
http://business.nikkeibp.co.jp/manage/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208202/
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/author.jsp?ID=210072&OFFSET=0
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%A5%AF%A5%E9%A5%B7%A5%C3%A5%AF%B2%BB%B3%DA
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%C4%D4%B0%E6%BF%AD%B9%D4
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%A5%D2%A5%C3%A5%C8
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%A5%A8%A5%A4%A5%D9%A5%C3%A5%AF%A5%B9%A1%A6%A5%AF%A5%E9%A5%B7%A5%C3%A5%AF
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=CD
http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Fproduct%2FB000UVXI7G%2F&tag=nikkeibusines-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211


空前のヒットに潤うクラシック音楽：NBonline(日経ビジネス オンライン)

ヒットとなった辻井伸行氏の
「DEBUT（デビュー）」
　彼の「Debut（デビュー）」というアルバムは一気にファンの心を捉えヒットに火がついた。辻井

氏のアルバムは、9月20日までの約3カ月に約21万枚も売れた。また辻井氏のアルバムは、ふだんは

ポップスが上位を占めるオリコンの総合ランキングの2位と3位にも入った。 

　辻井氏のCDを販売するエイベックス・クラシックスの中島浩之プロデューサーも「ここまでの人気

は、クラシック業界では異例中の異例だ」と見る。 

成長が続くクラシック市場

　クラシック音楽は一見ビジネスから縁遠いイメージがある。“高尚”“教養主義”というイメージ

が若い世代を遠ざけているともいわれる。だが実態を見ると意外に底堅いビジネスである。今回はク

ラシック音楽のビジネスモデルを探求する。 

　クラシック音楽の市場規模は約300億円超である。音楽市場全体（約1500億円）の約2割を占め

る。他のジャンルの文化市場、例えばジャズ（約30億円）、歌舞伎（約70億円）と比較するとかなり

大きい。クラシック音楽の市場は主にCD、コンサート、趣味・教育市場の3つから構成されるが、注

目すべきは前者2つの成長ぶりだ。 

　近年、CDの市場は減少傾向が続いていた。ところが2004年以降は増加に転じている。2004年には

約60万枚だったものが2006年には約140万枚に増えた。クラシックは1曲が長い。またファンの年齢

が比較的高い。こうした背景も手伝ってインターネットによるダウンロードサービスよりもCDが根強

い人気を保っている。コンサート市場も調子がよい。2003年以降、毎年の動員数が増えている。 

　クラシックの音楽家の収入はどうか。全体の平均年収は約300万円と決して高くはない。だがポ

ピュラー音楽（約240万円）、現代演劇（約190万円）よりは高い。また大手の交響楽団の団員の年
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収は400万～500万円台が多く、中には1000万円を超えるケースもある。さらに「プロの指揮者や演

奏家はアマチュア向けに指導する機会が頻繁にある。副収入がかなりある」（大手交響楽団団員）と

される。 

　日本経済が全体に収縮する中で、クラシック音楽市場はどうやら堅調かつ安定収益を得ているとい

えそうだ。この背景を探っていこう。 

まず第1歩は、学校教育で

　クラシック音楽の強さを支える大きな要因は、強力な人材育成モデルである。 

　クラシックが他の音楽と大きく違うのは小中学校の音楽の授業の存在である。日本人は小学生の頃

からクラシックに触れ、いいもの、権威のあるものだと刷り込まれる。小さい頃から国家がリテラ

シーを開拓してくれる。明治以来の文化教育の賜物といえる。 

　わが国の音楽教育の歴史は大きく3つの時代でとらえられる。第1期は明治政府による音楽教育の普

及期だ。欧米列強に追いつくべく政府は学校で西洋音楽を教え始めた。やがてヤマハがオルガンの国

産化に成功するとともに音楽教育は全国に普及した。 

　第2期は戦後である。ヤマハが父兄向けに音楽教室を展開しピアノを普及させた。実はヤマハは戦前

からピアノを製造していた。だがあまりにも高価で一般向けではなかった。 

　しかし1955年のショパン国際ピアノコンクールで日本人、田中希代子氏が入賞（10位）して世間

の注目を浴びる。やがて1959年に「ヤマハ音楽教室」が本格的に開始され、この頃にピアノの量産も

始まる。親たちは、こぞって子供にピアノを習わせ始めた。かくしてクラシック音楽は教養の証し、

ピアノは裕福な家庭の象徴という気風が広まっていった。 
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　第3期はテレビとの連携の時代だ。これは60年代以降のテレビの普及期から現在にかけてである。

まずテレビにオーケストラが登場した。51年に当時の新交響楽団（26年結成）がNHKの全面支援のも

とでNHK交響楽団となる。これを機にクラシック音楽をテレビで聞く機会が増える。また普通のテレ

ビ番組やCMでクラシック音楽が使われるようになる。小澤征爾氏など音楽家の活躍ぶりがテレビ番組

で取り上げられる機会も増えた。最近ではテレビドラマで「のだめカンタービレ」が話題になった。 

人材を発掘し育成する仕組みは？

　クラシック音楽は人材やクリエーターの獲得でも有利だ。学校での音楽教育、さらにヤマハなどの

企業が主催する音楽教室が才能ある子供たちを発掘する場になっている。さらに能力と意欲のある人

向けに音大・芸大が整備されている。つまりコンクール入賞からプロデビューへの門戸が開かれてい

る。 

　ちなみに全国の音楽大学の卒業生は、年間１万人近くに上る（『音楽大学・学校案内　2007』（音

楽之友社）より算出）。全員がクラシックを職業にするわけではないが、人口比で毎年１％の音楽家

が生まれている計算になる。ちなみに東京藝術大学の音楽学部には学部で1028名、大学院で385名

（修士・博士合計）の学生がいる。中には邦楽専門の人もいるが大半はクラシックだ（『平成20年度

　東京藝術大学概要』より）。わが国のクラッシック人材の層は厚い。 

第三者による実力の格付け

　人材を評価する仕組みも充実している。 

　クラシック音楽は演奏家を評価、格付けする場をたくさん用意している。まず古くから欧州を舞台

に発展してきたため数々の国際コンクールがある。特に世界3大コンクール（エリザベート王妃国際音

楽コンクール、ショパン国際ピアノコンクール、チャイコフスキー国際コンクール）で評価されれば
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世界中で通用するという。 

　一流コンサートホールでの演奏実績も箔付けの効果がある。世界3大コンサートホール（アムステル

ダムのコンセルトヘボウ、ボストンのシンフォニーホール、ウィーンのウィーン楽友協会大ホール）

のほか、米カーネギーホールなどでの演奏実績は一流であることの証しとされる。 

　音楽評論の場も豊富だ。国内では創刊から35年になる『音楽現代』（芸術現代社）などの専門雑誌

が多数ある。コンサートのチケットの価格やCD売り上げもアーティストの評価装置として機能してい

る。このような格付け・評価の仕組みが充実していると自ずと競争原理が働き、演奏家が切磋琢磨す

る。そのことがまた演奏の質を上げ、消費者の質と量を上げていく。 

　こうしてみてくると、クラシック音楽産業はビジネスとしてかなり完成度が高い。クラシック音楽

産業のマーケティングは、小中学校段階から始まる。国家が学校での音楽教育を通じてリテラシーを

開拓してくれる。高尚なものというイメージの一方で、クラシックはテレビCMやドラマのBGMとし

ても人々に親しまれる。 

　音大や芸大というクリエーター育成の機関も充実している。さらに国際、国内の両レベルでアー

ティストの評価・格付けがきびしく行われる。　 

ルイ・ヴィトンとクラシック音楽

　日本人にとってのクラシック音楽と不思議な存在だ。日本に昔からあるものではない。だが「何と

なく高級、高尚だけどみんな知っていて手が届く範囲のぜいたく」という存在になっている。実はこ

れに似たものがある。ルイ・ヴィトンなど西欧のブランド品である。 

　日本におけるヴィトンの成功は戦後の世界の経済史の中でも特筆に値する現象だ。舶来、両家の子
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女、本物、職人芸などルイ・ヴィトンがもつイメージは日本人が好むものの象徴である。クラシック

音楽がもつイメージは見事にこれに符号する。 

　本家の欧米ではクラシックの凋落が話題になる。一方、日本のみならず韓国や中国でもクラシック

は人気がある。ともに西欧文化への憧れが根底にある。そして国家や社会がそれを後押ししている。

ある音楽プロデューサーはこんな話をしてくれた。「韓国ではオペラが盛んだ。なぜならキリスト教

徒が多くて子供の頃から賛美歌を歌うから」。やはり幼少期からのリテラシー開拓の仕組みができて

いる。クラシック音楽産業は21世紀には西欧よりもアジアで次の発展の時代を迎えるのかもしれな

い。 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。だが、これらのビジネス

自体は昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したも

のは少ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評

価していく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧

 
上山 信一（うえやま・しんいち）
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

CMや広告をマネタイズするには
隠れた日本のソフト力を生かせ

2009年11月25日　水曜日 上山 信一,吉田 洋基,牧野 鋼一 

CM　 広告　 ケンタッキー・フライド・チキン　 キャラクター　 商業写真　 

 
　我々が日常生活で最も頻繁に触れる芸術作品は何か。実はテレビCMや広告写真である。これらは販

促や広告を目的に創られたものであり、通常は芸術作品として扱われない。あくまでビジネスの手

段、実務上の“道具”であり、制作にあたっても創作者よりもスポンサーの意図が優先される。だが

広告やCMは時代を経るにつれて文化資産としての新たな意味を帯びてくる。今回は日々、大量に生産

され、廃棄されていく“商業芸術”が秘める創造産業としての可能性を考える。 

文化遺産になるか？「ケンタッキーおじさん」

　今年8月、大手ファーストフードチェーンの日本ケンタッキー・フライド・チキンは、奇妙な商品を

店頭に並べた。それは、今年3月に大阪・道頓堀川の中から発見された同社のマスコット、カーネル・

サンダース人形を精巧に復元した携帯電話用ストラップだ。この人形は24年前に阪神タイガースが優

勝した折、ファンが興奮して店頭から持ち去り川に投げ入れ、行方不明になっていたものだ。出てき
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た人形は傷つき汚れていたが同社のシンボルとして大切に保管されることになった。 

18万個を販売したカーネル・サン
ダースの携帯電話ストラップ
　カーネル・サンダース人形に限らず、日本人はキャラクター人形が大好きだ。同じく道頓堀では

「くいだおれ太郎」の行方が最近の店の閉店に伴って話題になった。近所には「かに道楽」の巨大な

蟹の人形やふぐの人形もある。実はこれらは大阪の伝統芸術である文楽の人形作家が戦後間もない頃

にアルバイトで作ったことに由来するといわれる。いずれも意匠として優れ、長年人々に愛されてき

た。 

　コレクターに人気があるのは、ほかに佐藤製薬の「サトちゃん」人形や「コルゲンコーワ（興

和）」の「ケロちゃん」人形、不二家の「ペコちゃん」人形などだ。これらはいずれも当初は広告宣

伝の媒体として制作された。だが今では戦後の高度成長期を代表する芸術文化の1つとしてとらえるこ

とができる。 
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文化的価値高まるCM

　人形だけではない。テレビCMにも世界に通用する美しい映像や当時の世相を象徴する芸術的な作品

がある。例えば「江戸むらさき」で知られる桃屋のテレビCMである。これは50年を越える歴史を持

ち、「のり平アニメ」シリーズとして多くの人に親しまれてきた。一連の作品は昭和の当時の世相を

題材にとったものが多く、懐かしさを覚える人が多い。また文化史教材としても意義深い。 

　そこで、1993年に同社は一連のコレクションを川崎市市民ミュージアムに寄贈した。さらに同館は

慶應大学DMC（デジタルメディア・コンテンツ統合研究）機構の協力を得て映像のデジタル化を進

め、その一部はオンライン上で展示されている。これはテレビCMが芸術文化の対象になる時代を象徴

する事例である。 

広告写真を再市場化できるか

　テレビCMだけではない。雑誌やビラ、チラシ、新聞、屋外広告などの広告写真も芸術性を秘めてい

る。我が国の広告写真は製紙印刷技術が優れていることともあり、品質が非常に高い。しかし、毎日

大量に生産されるこうした広告写真は、ほぼ季節ごとに使い捨てて終わってしまう。これを市場化す

ることで、新しい写真の市場が育つのではないだろうか。 

　上山ゼミの学生が50人を対象に無作為に抽出した広告写真5枚、芸術写真5枚を見せ、それぞれの魅

力度を数値化してみたところ、おしなべて広告写真の方が人気が高いことが分かった。例えば１億円

を超える杉本博司の芸術写真「海景」と、サッポロビールの「EBISU」の商業広告がほぼ同じ得点を

得た。 

　芸術と広告を同じ土俵で捉えていいのかという議論はあるだろう。だが受け手の心理を考えてみれ

ば、もともと顧客の目を引くべく作られた広告写真が人気を集めても不思議でない。日本広告主協会
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（JAA）が実施した「消費者の媒体別広告評価と行動調査2008」でも約30％の人が「広告は美しい」

という評価をしている。 

　広告写真は予算が潤沢で腕のよいカメラマン、上質の機材、一流のモデルを使っている。「宣伝会

議」の「広告制作料金基準表2009-2010」を使って試算すると1キャンペーンのグラフィック広告に

約1668万円（注）もの制作費がかかっている。またそのうち写真撮影と修正の費用は724万円もかか

ることが分かった。消費者へのアピール力が強いはずだ。 

　だが問題は写真作品としての寿命の短さである。広告写真は通常、特定の商品の特定のキャンペー

ンに使われる。それが終わると破棄される。 

（注）テレビCMと連動した広告と設定。新聞：全国15段、交通広告：B0版ポスター4連、中吊り（ワイド）4連、駅柱巻き、

車両ラッピング出稿分のケース 

広告写真だって買いたい！

　広告写真を消費者はどのように評価しているのか。先に挙げた学生による調査では「気に入った広

告写真（ポスターではなく芸術写真と同様に観賞用に印刷したもの）なら1万円以上出しても良い」と

いう回答が約2割あった。 

　とすれば寿命を終えた広告写真を再加工し、エディションをつけて販売したらどうか。エディショ

ンというのは版画や芸術写真で一般に採用される登録制度だ。作家が全体でこれを何枚刷ったか、そ

してそのうちの何枚目が当該作品にあたるかを記録する仕組みである。これをつけることで広告写真

は芸術作品に変身する。これは写真家がスポンサーから作品を自らの手に戻し、再び芸術作品として

の魂を吹き込み直す作業なのである。 

　作品のエディションは作家がそれを本当に作ったことの証明になる。また刷る枚数を限定すること
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で希少価値が出る。希少価値はもちろん投資対象としての魅力にもつながる。 

　芸術写真の中には前述の杉本博司の「海景」をはじめ数年で当初の販売価格の100倍以上の価格に

なるものがある。 

　もちろんすべての広告写真が芸術作品として再デビューできるわけではない。スポンサーが拒否す

ることもあるだろう。だがスポンサーには芸術家支援の一環として協力を求める。そして同意が得ら

れた作品のみを販売する。売り手は広告代理店とし、作品を誰が保持しているかを管理すればよい。 

　こうした仕組みができると、例えば消費者は自分の愛車などの広告写真を気軽に手に入れ、自分の

部屋に飾ることが可能になる。スポンサー側にとっても実はメリットがある。広告写真を再び芸術写

真として販売する。そのことで再びその商品の広告宣伝活動の1つになるという効果も期待できる。 

　毎日、私達が大量に目にし、そして消えていく広告写真。その秘める可能性は意外に大きい。 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。これらのビジネス自体は

昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したものは少

ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評価して

いく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

現代美術、難解だから売れないのか、売れないから
難解なのか
目が利く消費者はどこに？

2009年11月27日　金曜日 上山 信一,深澤 瑠衣子,村井 裕実子,戸沢 百合絵 

現代美術　 村上隆　 展示会　 コレクター　 絵画　 

 
　景気低迷の影響からブランド品の売れ行きが落ち込んでいる。だが一方で金の価格は高騰してい

る。美術品はどうか。ケースバイケースである。金と同じく景気に左右されない安定資産として評価

されるのが理想だが、本当の姿はどうなのか。 

　美術もビジネスである。作家や作品への投資、作品の購入・転売の流れがあり、さらに周辺には美

術展、関連グッズ、そして批評・評論などの仕事がある。これらが一体となって業界を育てていく仕

組みを作り上げなければ、美術品の価格は株式市場に翻弄され続けるのではないか。今回は今後の成

長が見込まれる「現代美術」市場について考える。 

脚光を浴びつつある現代美術

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091125/210545/?ST=print (1/8)2009/12/10 10:16:19

http://business.nikkeibp.co.jp/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208202/
http://business.nikkeibp.co.jp/
http://business.nikkeibp.co.jp/manage/
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20091028/208202/
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/author.jsp?ID=210545&OFFSET=0
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%B8%BD%C2%E5%C8%FE%BD%D1
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%C2%BC%BE%E5%CE%B4
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%C5%B8%BC%A8%B2%F1
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%A5%B3%A5%EC%A5%AF%A5%BF%A1%BC
http://business.nikkeibp.co.jp/bns/bnsearch.jsp?BID=2114&OFFSET=0&SEARCH_TEXT=%B3%A8%B2%E8


現代美術、難解だから売れないのか、売れないから難解なのか：NBonline(日経ビジネス オンライン)

　美術といえば「日本画」、あるいは、ゴッホ、モネ、ルノアールなどの「近代美術」が一般的だ。

「現代美術」の影はまだまだ薄い。確かに一見難解な作品が多い。しかも抽象画や落書きのように見

える作品（三角や丸の殴り書きなど誰でも書けそうなものもある）、あるいはオタク文化を題材にす

るなどいろいろなスタイルがある。いずれにしても美しさや写実性だけでは評価しにくい。 

　現代美術は20世紀初頭、米国で生まれた。日本では1950年代に始まり、特に1990年代以降、世界

から注目を集める。草間彌生や奈良美智、村上隆などの日本人作家が海外で活躍したためだ。 

　昨今は国内でも次第に脚光を浴び始めている。2007年以降は多くの雑誌が現代アート特集を組んで

いる。国内最大のオークション、シンワアートオークションも2005年からこれまでに現代美術オーク

ションを3回開催している。このように現代アートは昨今注目を浴びるが、市場はどのように形成され

ているのか。 

まだまだ小さい現代美術市場

　美術品全体で見ると、この分野には2つの市場がある。1つは「プライマリー市場」。これは作家が

作ったばかりの作品にギャラリーが値段をつけて売る、最初の売買市場である。2つ目に、それが転売

される市場があり、これを「セカンダリー市場」という。 
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日本では現代美術の裾野はまだ狭い（写真提供：小山登美夫ギャラリー）
　両方あわせた日本の美術市場規模は1000億円といわれる（Art　Trendy.net調べ）。国内オーク

ション、交換会、百貨店美術部、美術商の取引の合計である。このうち現代美術は約1割、約100億円

程度と見込まれるが、これは世界の美術取引市場のわずか1～2%程度でしかない。 

　ある画廊経営者は海外の同業者からいつもこう言われるそうだ。「日本に足りないのは顧客。とに

かく日本人は現代美術を買わない」。 

　現代美術の作家の数はどうか。日本には現在3万人の画家がいる。そのうち約１％の300人程度がプ

ロ、つまり作品制作のみで生計を立てている人といわれる。既に亡くなった人も入れて明治以降の作

家で“値のつく作家”をカウントすると600名前後になると推計され、これがおおむね我が国の現代

美術作家の人数と見られる。 

　作品の価格はどうか。著名作家は20万～数億円、新人は数万～数十万程度である。特徴的なことは

価格の変動だ。美術品の価格は作家が存命なうちは変動しやすい。作品価値が定まらないからだ。近
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代美術や日本画では他界した作家が多く安定的に高値がつくことが多い。 

　傾向としては海外のコレクターは好んで現代美術を買う。リスクは大きいが、値上がり益も見込め

るからだ。これに対して日本のコレクター、特に公立美術館は保守的だ。リスクを避けて現代美術よ

りも近代作品を購入しがちだ。 

日本人は、展示会に行列を作るものの…

　今のところ日本の現代美術の市場は海外に比べると極端に小さい。いずれ追いつくと見ていいの

か。どうもそうではないようだ。 

　ある画廊経営者はこう言う。「欧米では学校の行事で現代美術館によく行く。だから抵抗感が少な

い。日本人は学校では近代作品しか学ばない」 

　あたりまえのことではあるが、人は作品の価値を十分に理解しないと作品を買わない。見て美し

い、感動するというだけではだめだ。特に現代美術の場合は作品が生まれた背景や様式などの理解、

つまりリテラシーが必要になる。 

　美術全般に対する日本人のリテラシーは決して低くない。日本人は美術館によく通う。全国の美術

館数は856館、年間平均入館者数は6万人に上る。世界の美術館の入館者数調査(展示毎の1日入館者

数)では上位10位に日本の展示が5つも入る（2008年『美術の窓』）。日本人は小中学校の美術の授業

で鑑賞と実技を学ぶ。大人向けにもNHKの「日曜美術館」や新聞社主催の大型美術展など目立つ媒体

がある。日本人は美術に一定の権威と尊敬の念を持っている。 

　ところが日本人に人気があるのは、主に近代美術作品である。現代美術は義務教育の中では系統

だって教えられない。またメディアの報じ方も浅くなる。公立学校、そして政府は保守的である。評
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価が定まらないものは教育の対象にしたがらない傾向がある。そしておそらくマスコミもそうではな

いか。 

　となるとやはり学校で子供の頃から現代美術のリテラシーを開拓する必要がある。 

「ヴィトン」とだってコラボする

　現代美術を普及される上でのひとつの試みは有名ブランドとのコラボレーションである。例えば現

代美術家・村上隆は仏高級ブランド「ルイ・ヴィトン」とのコラボレーション製品を大ヒットさせて

知名度を高めた。ほかにもコスメティックブランドの「シュウ ウエムラ」と現代写真家の蜷川実花の

コラボレーションによる化粧品の発売、日常的なファッションに新人アーティストを結びつけて紹介

していく「BEAMING ARTS（ビームス）」などの例がある。 

　これらのケースでは現代美術の作品の価値を伝える“媒体”として商業ブランドが活用されてい

る。商業ブランドが持つ特徴的な色やイメージを重ねていくことで、作品の価値体系が人々に伝わり

やすくなるのだ。　　　 

　現代美術のギャラリーにもっと集客する工夫も必要だ。近代絵画なら銀座の画廊だ。骨董なら青

山・骨董通りがある。同様にアニメといえば秋葉原だ。現代美術にもそうした集積の場所が欲しい。1

つの可能性として考えられるのは、東京・江東区清澄の丸八倉庫ビルである。ここには既に小山登美

夫ギャラリーなど、全部で6つのギャラリーが集まっている。 

　また初心者でも安心して美術品の売買ができる情報提供や販売仲介の場づくりも必要だ。先駆的な

例としては@GALLERY TAGBOATが挙げられる。これは、ネット上でアートビジネスをオープンポリ

シーで行うことを目的としたサイトだ。初心者が安心して作品を買うきっかけを作ろうとしている。 

コレクターが集まれば、そこに商機も
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　さらに市場を大きくするためにはセカンダリー市場を育てる必要がある。つまりコレクターが集ま

り自分が持っている作品をほかの人に売る場である。その場合、オークションなど業者が仕切る売買

市場のほかに一般コレクターが集まる自主コミュニティ作りも必要だ。 

　自主コミュニティではコレクター同士が年に数度の交流会やオークションの場を持つ。そこには作

品を1つでも買ったことのある人が集まる。お互いに作品を交換し合い、知識を他人に披露する。ある

いは日常からインターネット上に会員制のサイトを作り、所有する作品のデータを載せる。会に入る

ことがステータスになるようになれば、例えば無名の新人の作品を著名人が所有していることが分か

ると、ほかの人が注目するといった現象も起きるだろう。こうした自主コミュニティが充実してくる

と、相場形成や作品の新たな評価指標を生み出すことも考えられる。 

　欧米でのコレクターは自分で見るだけでなく、他人に見てもらうことによって自分自身の現代美術

への見識を育てていくとされる。ところが日本には、欧米のようなホームパーティや個人のギャラ

リー解放の風習が無い。美術作品を他人に見せる機会が少ないために愛好家の横の繋がりが形成され

づらい。しかし「現代美術は、教養の高さや『尖った感性』を象徴する個人のブランディングツール

としての性格を帯び始めている」（ベンチャー経営者でもあるあるコレクター）という。自分を表現

する媒体として現代美術が秘めている価値の広がりを、これからの市場形成に役立てるべきだ。 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。これらのビジネス自体は

昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したものは少
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ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評価して

いく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧

 
上山 信一（うえやま・しんいち）

慶應義塾大学総合政策学部教授 

1957年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。旧運輸

省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て2007年から現職。専門は企業・行政機関の経営改革。大

学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す

る』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』（時事通信出版局）、『政策連携の時

代』（日本評論社）などがある。

深澤 瑠衣子（ふかざわ・るいこ）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会

村井 裕実子（むらい・ゆみこ）

慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会

戸沢 百合絵（とざわ・ゆりえ）
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慶應義塾大学、クリエーティブ産業研究会
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

静かなブームの裏で進む担い手の減少
誰が「和文化」守り、楽しむのか

2009年12月2日　水曜日 上山 信一,山高 一雄,ハイ 明恵 

お茶　 お花　 裏千家　 畳　 高齢化　 

 
　神奈川県川崎市の公共施設、一般にも広く貸し出されているこの茶室に毎月1回のペースで集まって

くる6人の女性たちがいる。彼女たちは名づけて「先生難民」だ。全員が、数年から10年以上「裏千

家」でお茶をいそしんできた。ところが、昨年6月、自分たちの先生が高齢を理由に引退してしまっ

た。次の師匠が見つからず、自主的にお茶会を催すことになった。

　主催者の石塚晶子さんは、小学館が発行している和文化を中心としたライフスタイル月刊誌「和

樂」の編集幹部でもある。「先生が引退しても次の先生が見つからず困っている難民が増えているよ

うだ。運よく次の先生が見つかってもその人も高齢というケースも少なくない」という。「和」文化

の象徴でもある茶道が象徴するのは、指導者の高齢化による担い手の減少だ。
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　このところのヒット商品では、一見「和」がブームである。緑茶や「和スイーツ」など日常生活の

中でも和のテイストの商品が溢れる。ホテルなどでも和風の装いの部屋が人気を集める。「和」文化

ブームは国内だけではない。米国ではスシや緑茶がブームだし、古い例ではアロハシャツがある。こ

れはハワイ移民の日本人が日本の着物を子供用のシャツに仕立て直したことに由来する。

　しかし、ブームになっている「和文化」は実はホンモノの「和文化」ではない。あくまで「和風」

でしかない。華道、茶道、和菓子、琴、柔道、剣道、書道など日本の伝統文化は衰退の一途をたどっ

ている。今回は「和文化」の産業モデルの再構築を考える。

書道や剣道は小中学校で習うのに、沈む「和」産業

　「和文化」の全体を市場として捉えたデータは見当たらない。だが和文化関連のおけいこ事、趣味

の市場の規模はわかる。例えば、茶華道は約1870億円、書道が約800億円、邦楽が約820億円であ

る。（日本生産性本部『レジャー白書2006』）
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　参加人数は減少しつつある。例えば囲碁、将棋、武道、邦楽、書道、お茶、お花、おどりなどの参

加人数は1998年から2006年の8年間におよそ20％も減少した。（同）

　和文化の産業としての実力をビジネスモデルの視点から評価してみよう。

　第1に今の日本人にとって和文化は日常のものではない。理解して愛でるにはリテラシーの開拓が必

要だ。つまり顧客を作るにはリテラシーの開拓が必要なのだが、その仕組みはどうか。和文化のいく

つかは小中学校で教えられる。書道や民謡は小中学校で学ぶ。能や狂言も学校に巡回公演している。

柔道や剣道も多くの男子が中学・高校の体育の授業で学ぶ。だが、囲碁将棋や華道茶道などカバーさ

れない分野も多い。

　第2にクリエイター育成の仕組みは、あまりうまくできていない。育成のチャネルにはカルチャーセ

ンターの講座、個人経営のおけいこ教室、専門学校の3種がある。このうちカルチャーセンターは入門

レベルか趣味の範囲内にとどまっているものが多い。

　おけいこ教室はどうか。事業所あたりの平均収入は年290万円程度と低く、従業員数も1.2人程度と

小規模だ。そんな中で一部の家元は、億を越える莫大な年収を得ていると見られる。その家元には

様々な形で利益が集中する仕組みが完成している。流派の教室から許状料（お稽古事で次の段階に進

むことを許可する書面）や、そのほか挨拶料、研究会料、道具の斡旋などいろいろな収入源がある。

　さらに、多くの家元は代々世襲される。世襲モデルには安定性という長所があるものの、短所も多

い。有為な人材を外から獲得して競わせながら育てることができないのだ。自由競争に基づいた家元

制度に変わるオープンな仕組みが必要となのではないだろうか。例えば同じ“和”の世界にある相撲

の世界では世襲制は少なく、外人力士も活躍する。落語などの演芸も人材を広く発掘し、登用してい
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る。こうした仕組みができないと、師匠が高齢化しても後継ぎが出てこなくなる。

　第3に、外部からの「評価・格付けシステム」の構築はこれからだ。和文化では目立ったコンクール

などがないので、若手の登竜門が見当たらない。もちろん文化勲章や人間国宝などの制度はある。し

かし、受賞者は高齢者やベテランの人ばかりだ。この問題は先ほどの家元制度とも関連する。

コンクールがあれば、外人や若手も呼び込める

　和文化が市場として急速に衰退する一方で、日本人の生活の西洋化が進む。子供たちは洋服を着

て、ファストフードを食べ、西洋音階を聞く。多くの日本人にとって和文化は懐かしさを覚える存在

ですらないかもしれない。もはや“異文化”に近くなっている。こうなってしまったものの再興は簡

単ではない。“国家プロジェクト”の1つとして取り組むくらいの覚悟が必要だろう。

　まず子供の頃からリテラシーを開拓する。例えば茶道やお花を学校教育で取り入れる。わずか1～2

時間でもよい。全員が一度は必ず学ぶ機会を与える。

　クリエイター育成のためには、分野ごとに政府機関が権威付けしたコンクールや資格認定を作るこ

とも考えられる。今のところは、各派の家元がそれぞれ取り組んでいるが、もっと透明で公正な評価

の仕組みが必要だ。本来は文化の評価に政府が関与すべきではないが、長い伝統を持つ“家元”の打

破には政府の介入すらあってもよいのではないか。

　ちなみに国が関与する伝統文化の評価・格付けシステムの優れた例としては、フランスの「クー

プ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」がある。世界的に有名な洋菓子コンクールの1つで、入

賞者は世界中の洋菓子界で広く認められる。

タタミなくして、和文化なし

　実はもっと抜本的な再興策がありうる。和室を増やす、とりわけ、畳の普及をテコ入れする。
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　なぜ畳なのか。

　茶道、華道などの和文化は畳がなければ成立しない。茶道や華道など「おけいこ系」のほか日本画

や書道、そして歌舞伎、落語など「舞台系」も同様だ。マンションなどでは和室と畳がどんどん消え

ていく。この現状は和文化の継承にとってはゆゆしき事態である。

　和文化は有機的な繋がりを持つ複数文化の集合体、ある種のクラスターである。その中核に畳と和

室、着物などが位置する。

　そこで、例えば和室や畳を奨励する政策が考えられないか。国家が音頭をとって物理的なところか

ら畳を残し、そして和文化の大切さを訴えるのである。利用の義務付けはありえないが、例えば畳の

利用や和室の保全に対して減税をする。日本人として伝統を大切にしていこうという国民的な運動を

後押しするのである。

　国家による保護という意味では、米食の奨励という先例がある。水田保全や米食推進の背景には農

家の所得保障や環境政策などいろいろな要素が絡み合う。そんな中で、水田と米食は政府が一貫して

保護してきている。学校給食で子供たちに米飯を食べさせることも広まった。そのことが和食文化の

継承にもつながり、食育に米食は欠かせない存在だ。

　もちろん政府が文化に介入することへの反論はあるだろう。また畳や和室を増やしたところで和文

化が再生する保障があるわけではない。しかし本気でやるなら、これくらい大きな問題提起が必要だ

ろう。このまま放っておけば、和文化を知らないまま放棄する日本人が増える。それを防ぐにはまず

知る機会を増やし、また振興策や国民運動が必要だ。皮肉なことに国内とは逆に、海外で今や和文化

への関心が高まっている。アニメやゲームだけでなく、またその背景にある和文化の維持はクール

ジャパンを旗印とする我が国のソフトパワー外交にも有効だ。社会全体と政府の関心提起を訴えた
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い。

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。これらのビジネス自体は

昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したものは少

ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評価して

いく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧
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省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て2007年から現職。専門は企業・行政機関の経営改革。大

学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す

る』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』（時事通信出版局）、『政策連携の時
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代』（日本評論社）などがある。
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ニッポン「文化産業」復活への処方箋

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞ニッポン「文化産業」復活への処方箋 

日本人が文化で稼ぐには
壁破るソフトパワーが欲しい

2009年12月4日　金曜日 上山 信一 

アニメ　 文化産業　 ゲーム　 映画　 想像力　 

 
　長らく「日本人は模倣ばかりで創造性に欠ける」と言われてきた。だが今回の連載で見てきたよう

に日本のアニメ、映画、ゲームソフト、音楽などの文化産業（クリエーティブ産業）は大きな可能性

を持っている。 

　日本発の芸術文化は「ジャパン・クール（日本は格好いい）」というイメージとともに、国内だけ

でなく世界中で評価され始めている。 

「創造都市」を掲げる横浜市や大阪市

　物質的に豊かになった社会で文化が育つのは歴史の必然だ。日本もその域に達しつつある。だが新

興ビジネスは、放っておけばすくすく育つものではない。子供の教育と同じで、当初はガイダンスが

必要だ。持続的に儲かるためのビジネスモデルを作る必要がある。 
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テレビも通販など幅広い分野に業態を広げている。番組作りや買い付け、販売などをワン
セットにすることで新しいビジネスモデルにつながる。（写真はテレビ通販大手、ショップ
チャンネルの放送施設）
　クリエーティブ産業の中でも建築やデザイン、スポーツなどはそれに成功してきた。プロ野球やハ

リウッド映画はその典型だろう。これからは出遅れている芸術文化分野のビジネスモデルの構築が課

題だ。 

　各国政府もクリエーティブ産業に注目し始めた。英国政府は「クリエーティブ産業」を「個人の創

造性、スキル、能力を源とし、知的財産を生み出してそれを利用することで富と雇用を創出する産

業」と定義する。そして広告、建築、芸術・骨董、工芸品、デザイン、ファッション、映画・ビデ

オ、アニメなどの娯楽ソフト、音楽、演劇、出版、ソフト・コンピューターサービス、テレビ・ラジ

オの13種類をあげて育成・支援策をとっている。 

　日本でもクリエーティブ産業の育成をめぐる政策論議が始まった。先進自治体はすでにアクション
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を起こしている。横浜市や大阪市は「創造都市」を政策ビジョンの柱に掲げた。また大阪市は市立大

学に大学院創造都市研究科（社会人向けの修士課程）を設置している。 

環境、医療に並ぶ成長フロンティアに

　「クリエーティブ産業」は21世紀には「環境」「医療・福祉」と並ぶ資本主義の3大成長フロン

ティアの1つになるだろう。資本主義は常に“成長”を必要とする。成長のフロンティアは19世紀に

は米国など新大陸への移住による農業開発だった。20世紀前半のフロンティアは先進国による植民地

経営だった。戦後は国内大衆の“欲望”の開拓が内なるフロンティアとなり、大量消費・大量生産社

会を追求してきた。 

　しかし、これまでの資源を開発し消費する資本主義は環境問題の壁に直面している。宇宙や深海、

地底の開発も環境問題の制約にぶち当たる。となれば今後のフロンティアは人々の内面の開拓に求め

るべきである。具体的には生命・健康、つまり医療・福祉産業だ。 

　もうひとつは人間の能力、潜在可能性の開発である。卑近な例でいうと退職後に音楽や絵画などの

趣味に情熱を燃やし、プロ並みの技量を発揮する人がいる。ヒトの潜在可能性は無限だ。クリエー

ティブ産業の作り手としても受け手としても無限の可能性を秘める。クリエーティブ産業はヒトの潜

在可能性という新たなフロンティアを開拓するフロンティア産業なのである。 

21世紀型社会のビジネスモデルを探れ

　「創造力（creativity）」は、もともとビジネスには密接な要素だ。なぜなら付加価値は創造性から

生まれる。そしてイノベーションも創造性の産物だ。だがビジネスにおいてその本質はあまり究明さ

れてこなかった。 

　イノベーションやアントレプレナー（起業家）の重要性はさんざん語られてきた。だが価値の源泉
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を生み出す肝心の「創造力（creativity）」はこれまであまり注目されてこなかった。なぜならこれま

でビジネスでは“創造”よりも“模倣”が大事だった。今までは手作りだった産業を、大量生産の工

業規格品に置き換えることが高度成長の原動力だった。 

　だが近年その限界が見えてきた。それとともにヒトの創造性に価値を認めるクリエーティブ産業が

注目され始めている。 

　この意味において、クリエーティブ産業の探求は21世紀型社会のビジネスモデルを探る作業にも等

しい。本連載が少しでもそれに貢献できていたなら幸いである。 

（「ニッポン『文化産業』復活への処方箋」は今回が最終回です） 

 

ニッポン「文化産業」復活への処方箋

　社会が成熟する中で、これから重要な役割を担うのがアニメ、ゲーム、日本映画、クラシック音楽

などの分野だ。これをビジネスと捉えるならば、「文化産業」と名づけることができる。製造業が弱

体化する中で、こうした産業は日本の次の成長の糧の1つとして期待される。これらのビジネス自体は

昔から存在する。だが、きちんと儲かる事業形態、つまりビジネスモデルの構築に成功したものは少

ない。映画、アニメ、現代美術、和文化などさまざまな分野を例にとってビジネスモデルを評価して

いく。 

　慶応義塾大学総合政策学部上山信一ゼミとのコラボレーション企画。 

　監修・編集＝上山信一教授

⇒　記事一覧
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学での本務のほか各種企業の改革アドバイザー、大阪府特別顧問、新潟市都市政策研究所長等を兼

務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講談社）、『ミュージアムが都市を再生す
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